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表紙の写真募集
担当者（山中・吉田）に
ご連絡下さい。

編集後記

　平成も31年目を迎え、2019年は新し
い元号が始まる年でもあります。所報で
も度々触れていますように、消費税10％
へ増税開始が予定されている年でもあり
ます。
　さて、私は毎年、新しい手帳に新年の
目標や、その年やりたいことを書き出し

ています。映画を何本見る、本を何冊読む、
などたわいもないことですが心で思うだ
けより、文字で書き残すことで、より実
現できる気がします。昨年書いたけれど
できなかったことを今年は全てできるよ
う充実した1年間を過ごしたいものです。 

熊谷事務所　園田典子

日時

会場

１月１6日（水）　16時開会
（15時30分から受付開始）

参加費 5,000円
（講演のみの参加は1,000円）

ホテル・ブリランテ武蔵野
（さいたま新都心駅西口から徒歩５分）

【第１部】新春講演　16:00～17:30
講師　新田　信行氏
（第一勧業信用組合理事長）

【第２部】賀詞交歓会　17:45～19:30
ビジネスマッチング
琉球国祭り太鼓

　ミシュラン三ツ星の高尾
山へ正月に登りました。朝
8時過ぎに頂上につくと、
雲海をまとった富士山に感
激です。前夜に降った雨の
おかげで、初めて相模湖か
ら湧き出す雲海に出会うこ
とができました。
川口事務所　永塚　友啓
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　中小企業の支援を行うのは、地域金
融機関の役目だ。顧客の立場で一緒に
悩みに手作りで応えていく。担保保証
や格付けに頼らず、地域住民や企業経
営者と人間関係を築き、企業の「リレー
ションシップ（関係）」に基づいた貸出を
行う。

　そのため東京23区内にある六つの花街向けの「芸者さんロー
ン」「亀有商店街ローン」や「巣鴨町内会ローン」など280くらい
のコミュニティローンには必ず固有名詞がついています。

1982年沖縄市で結成
現在、国内44支部、海外12支部、総勢2,500人が
活動している。
琉球王国時代、世界各地を訪問した先人が受
けたもてなしに対し、自国（琉球）に招待し、感
謝の意を表した。このことを琉球では「迎恩」と
呼び後世に伝えられた。
この「迎恩」が活動の根源であり、大事にしてい
る精神です。

本年もよろしくお願い申し上げます

（株）第一経営相談所 2019年 新春交歓会2019年 新春交歓会
第一経営・ぐる～ぷ１協賛

新田  信行氏
（第一勧業信用組合理事長）

中小企業にチャンスの時代 琉球国祭り太鼓（創作エイサー）

●お申込みはFAXでお願いします。048-650-0102
●お問い合わせ先▶（株）第一経営相談所　電話048-650-0101（担当 : 井上、吉田）

新春
講演

第一経営第一経営第一経営 2019年新年号

No.164
・納税者の権利を守り、中小企業と国民が主人公の税制をめざします。

・中小企業の経営の発展と、平和で豊かな地域社会をつくることに貢献します。

・中小企業家の多面的な要求解決のために努力します。

・私たちは共に成長し、働く喜びを実現します。

私たちは、お客様とそこに働く人々の
夢と幸せを実現するために行動します。経営理念

Contents
P2～P3 2019年　第一経営グループの取り組みについて
P4 年頭のご挨拶　第一経営グループ代表　吉村 浩平
 第一経営ぐる～ぷ１代表世話人　鈴木 芳晴 

P5 ぐる～ぷ１世話人の皆さんからの新春メッセージ
P6 我が社の年末年始　株式会社KCP様・株式会社富士見グリーンガーデン様
P7 ぐる～ぷ１第30回総会記念　元気が出るバスツアー・全県ゴルフコンペ
 BOOK　私のおすすめ

P8 新春交歓会のご案内
 

写真の説明は8ページ

㈱ 第一経営相談所
税理士法人 第一経営
社労士法人 第一経営



会社の未来を一緒に 考え、いい会社を目指しましょう。
　2019年は、働き方改革、外国人労働者受け入れ拡大、消費税増税などが次々に施行が予定されてい ます。お客様においても外部環境が大きく変わることになり、それぞれ対応していく必要があります。
そうした現状を踏まえ、第一経営グループが、2019年に力を入れる取り組みについてご紹介します。

2 3

会社の将来を考え、「いい会社づくり」を
一緒に実現しませんか？
税理士法人　第一経営　大宮事務所　税理士　杉本　周吾

事業承継は、いまそこにある課題
株式会社　第一経営相談所　コンサルティング室　課長　弥永　巧児

いよいよ消費税増税！インボイス制度の
問題点を知り、導入阻止の動きを！
税理士法人　第一経営　川口事務所　税理士　菅　美子

就業規則ありますか？
社会保険労務士法人　第一経営　社会保険労務士　山口　等

会社の悩みは
千差万別 !!

　税理士法人では、新しく「みらいプラン」という商品をお客様に提案していきます。
　これは「3年後、5年後の会社の将来を考え、いい会社にしていきましょう。」という趣旨で、お客様が
計画をたて、実行していくことをサポートする新サービスになります。
　まずは、自社の商品・サービスの分析や、展開しようとしている市場・戦略の確認、そして人事労務
や社内コミュニケーションといった様々な視点から自社の強み・弱みを把握して、自社の置かれてい
る状況を見つめなおしていただきます。そして、経営者のヒアリングと所内での分析後、将来への取
組テーマを「みらいプラン提案書」として、ご提供させていただくものです。プランは策定後、1年間の
関与の中で、会社の課題を達成する為の目標を定めて、月次の訪問サイクルの中で通常の財務報告と
は別に、到達も含めた進捗確認を行っていきます。
　「いい会社を作っていきたい」という気持ちがあれば大丈夫です。担当者からも説明があると思い
ますので、ぜひご検討ください。

　コンサル部門では、経営者の平均年齢が上がっていることで「事業承継」をテーマに考えています。
経営者の平均年齢は1990年に54歳だったものが、現在は60歳になっています。また，現実的にスケ
ジュールを決めて承継しているところは少数で、アンケートでもまだまだ体力・気力に自信があるこ
となどから、なんとなく70歳ぐらいで考えている方が多いのが特徴です。事業承継は、一朝一夕で出
来ることではありませんので、しっかりした計画づくりやスケジュール化していくことが大事だと
考えています。これらがないと引き継ぐ方も引き継がれる方も、お互い不安なまま経営していくこと
になります。皆様に提供されている「みらいプラン」にある、「自社が今後どう展開していくのか」の
ベースになるものを会計担当者，皆さんとともにつくっていきたいと考えています。2019年は「みら
いプラン」を事業承継を軸足に広める年にしていきます。

　2019年10月より消費税が10%に増税され、食料品などには軽減税率8％が導入される予定です。法
人・個人全ての事業者で複数の税率を区分した経理処理が求められます。
　また、2023年10月よりインボイス制度も始まります。この制度はインボイスの保存を要件に仕入税
額控除を認める制度で、インボイスを発行できるのは課税事業者のみです。そのため、免税事業者と
の取引がある場合、免税事業者に支払った消費税の控除ができず、消費税の納税負担が増加します。
逆に自社が免税事業者の場合は、売上先から取引を断られたり、値引を要請される可能性がありま
す。自社への影響を把握し、早めの準備が大切です。
　インボイス方式は免税事業者が取引から排除されるという問題だけでなく、免税事業者と取引を
する中小企業に大きな負担を強いる制度です。税理士会の中でも、インボイス制度には反対の声があ
がっています。是非お客様からも反対の声をあげていただき導入阻止の動きを一緒に作っていきま
しょう。

　社労士法人は、4月から施行「働き方改革」に向けた取り組みが重要になってきます。残業時間の上
限設定（中小企業の施行は2020年4月から）や有給休暇5日取得などが設けられ、今後も雇用者を守
る様々な規定が導入される予定です。これらに対応するためにも就業規則の作成・整備が必要にな
ると考えています。現行では10人未満の事業所では作成する必要はありませんが、会社を守るとい
う観点から少人数であっても就業規則の整備は必要と考えています。実際に建設業のお客様から元
請先に提出を求められたというケースがあり、急ごしらえで作成したことがありましたが、本来は
お客様の会社に合わせた規定が理想だと思いますので、一定時間をかけて作成する方がよりベスト
だと思っています。1社でも多くのお客様のお手伝いが出来ればと思っていますので、お気軽にご相
談ください。
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　新年おめでとうございます。
　昨年、世話人となり、異業種の皆
様から大きな刺激を頂き、勉強させて
頂いています。本年も、第一経営、
会員の皆様にご指導いただき頑張
りますので宜しくお願い申し上
げます。

ニッケン建設株式会社
蓮見　利之

ぐる～ぷ１
世話人挨拶

　現在のポピュリズム的
風潮の中ではメディアリテラシーが
必要ですが、その前提には
リベラルアーツ的アプローチが重要とな
ります。
　今年は社会と真摯に向き合える
力をつけたいと考えています。

株式会社アスト
丸井　栄

　新年おめでとうございます。
ぐる～ぷ１の会に参加させて

頂いて、色々と勉強しています。皆様
にも是非参加して頂いて、共に頑張
っていきたいと思います。宜しく
お願いします。

株式会社若狭建物
出口　樹弘

　明けましておめでとうござ
います。ぐる～ぷ１創設記念旅
行に参加してから30年、経営

者は消費税の増税や人手不足などいつでも大
変です。ぐる～ぷ１は業種を超えての交流や、
学習会などとても役に立ちます。
　これからも会員のみなさんと一緒に
頑張ります。宜しくお願いします。

株式会社コミヤ建材
小宮　正

あけましておめでとうございます。
昨年から北部ブロックの世話人を
させていただいております。

今年は消費税率のアップや人手不足など
経営環境は厳しいものがありますが、ぐ
る～ぷ１のみなさんとたくさん交流、
学習をしながら前進していきたい

と思います。

有限会社スタジオビー
下山　和人

　新年明けましておめでとう
ございます。
　ぐる～ぷ１の世話人をさせて

いただき3年目になりました。昨年も皆様と
交流が出来、話し合う機会が増え、たく
さん勉強させていただきました。今後も
会社の発展と地域に貢献し努力し
て参ります。今年も宜しくお

願い致します。

大橋工業株式会社
大橋　親吾

明けましておめでとうござい
ます。

今年は外国人受け入れ、働き方改革等の
課題、昨年は大手企業の品質管理の問題
がありました。私達もあらたな目標を持っ
て、お客さまから信頼される仕事をし
ていきたいと思います。今年も宜
しくお願い致します。

株式会社モリオーム
森田　佑二

　新年あけましておめでとうございます。
今年は第一経営相談所が創立されて55年目、また「第一経営・ぐる～ぷ1」がつく
られて30年目にあたります。まさにお客様とともに時々の厳しい経営環境を乗り
越える取り組みを進め、第一経営の今があることを改めて実感します。そういう意
味では特に「ぐる～ぷ1」は、バブル経済が崩壊する途上で誕生し、その後の第一
経営を支え続けていただいている存在であると思います。
　さて昨今の景気はどうでしょう、大企業が史上最高の利益を更新していること
は確かなようですが、多くの中小企業は内需の停滞に抗しきれず、十分な売上と
利益を確保出来ていないのが実態かと思います。全ての経済活動は結果的に数

字に置き換わりますが、私たちは数字の裏側にある人間的な営みに強い関心を持ち、お客様との信頼関係
を大切に、お客様や地域から必要とされる事務所として奮闘して行きたいと思います。
　どうぞ本年もよろしくお願い致します。

新  春  の  ご  挨  拶

第一経営 グループ代表
吉村　浩平
株式会社　第一経営相談所　代表取締役

　新年あけましておめでとうございます。
　常日頃から第一経営ぐる～ぷ1活動にご理解、ご協力を頂きましてありがとうご
ざいます。
　アメリカと日本の貿易摩擦や日本とロシアの北方領土問題、韓国と慰安婦の再
燃など数多くの問題を先送りにして明けた新年でした。
　年末には、さいたま市の大型企業倒産の影響で4月開校する中学校が、2学期に変
更する事態になっていますが、これによる連鎖倒産が発生しないことを願います。消費
税が10月に10％になりますが日本経済に大きな影響が心配されます。その為にも企
業努力がより一層求められてきます。

　又、今年は6月の総会でぐる～ぷ1創立30周年を迎えます。歴代の世話人をはじめ多くのお客様企業の
皆様に支えられた30年です。ありがとうございました。
　手探りのぐる～ぷ1でしたが、お客様の会「g1ねっと」が先進的な役割を果たす中で、越谷事務所と川口事務
所の合同の「ゴルフ友の会」や川口の「ゆりの会」、二代目の会「登叶会」、全体ブロック企画バスツアーからビ
ジネスマッチングなど年中行事として長く続けさせて頂いています。
　更に、中小企業の経営者がともに学び成長する場として、5つの事務所が要求に答える学習会を定期開
催しています。ぐる～ぷ1の会員であれば誰でも気軽に参加できる仲間の集まりです。
　経営者や従業員、第一経営の社員の知恵と勇気を出し合い、足腰の強い会社を作り社会の中心として地域
貢献、中小企業の発展と、命と暮らしを守るために皆さんと力を合わせて頑張りましょう。
　本年もよろしくお願い致します。

第一経営・ぐる～ぷ1 代表世話人
鈴木　芳晴
有限会社　あかつき建設　代表取締役
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　前号でご紹介した上巻の続きで下巻をご紹介。下巻では主に科学革命について展開される。
　実は科学という行為、概念は無知を前提としないと成立しえない。近代科学がそれまでの知

識の伝統と異なるのは、「進んで無知を認める意志」、「観察と数学の中心性」、
「新しい力の獲得」だと著者は言う。
　科学は帝国や資本主義と結びつき相互に発展をとげて今にいたる。この
結果、人は豊かになり国家と市場経済はまがいなりにも世界平和をもたら
した。今も世界中で紛争が絶えないが前近代やより原始的な社会に比べれ
ば、いまのところ世界全体にはびこる暴力は相対的に減少したといえる。

　では人は幸福になったのか？ 幸福―主観的厚生―とは？ 
　最終章「超ホモ・サピエンスの時代へ」では人類が生物学的限界すら突破する現実が展開さ
れる。生物工学やコンピューターサイエンスの発達は生物と非生物の境界線を問いかける。ま
るで AI の台頭を予言するかのようだ。最終項の「私たちは何を望みたいのか？」は読後に不
安と希望をつきつける。 川越事務所　酒井  章太郎

BOOK 私のおすすめ

サピエンス全史 下巻
～文明の構造と人類の幸福～

ユヴァル・ノア・ハラリ　著
柴田裕之　翻訳

国営ひたち海浜公園にて みはらしの丘 おさかな市場で海の幸を堪能

全県ゴルフコンペ

元気が出るバスツアー
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　株式会社ＫＣＰは設立３期目のプラスチック加工を行ってい
る会社で、主に塩ビ、アクリル、ペット等を加工しスーパー
やコンビニの仕切り板や陳列什器等を製作しています。小林
社長は、従業員として勤務していた会社の社長の急逝により
「お客様には迷惑をかけられない、自分がやらなければ」と
の思いで会社に寝泊まりしてなんとか事業を継続させまし
た。その様な経験や自身が雇われの身であったこともあり会
社の安定と発展、従業員の幸せを第一に考えています。そ
こで新たに取組んでいることが「みらいプラン」です。プ
ラスチックに対する環境問題が取
沙汰されている中、現状の分析と

課題の抽出により会社の2年後3年後をイメージした「いい会社作り」を従業員と
ともに進めています。
　小林社長の年末年始の予定は、趣味の大型バイクでの長距離ツーリングです。
リフレッシュして新しい年を迎えたいと考えています。ＫＣＰはまだ新しい会社で
す。地域への貢献も視野に入れて、従業員と一緒に「みらいへチャレンジ」して
いきたいとのことです。

　10月13日（土）にぐる～ぷ１・全県企画30周年記念
「元気のでるバスツアー」を開催、37名が参加しまし
た。那珂湊お魚市場でお買い物とお食事、国営ひたち
海浜公園で散策、大洗かねふくめんたいパークで工場
見学など、みなさん元気に一日を過ごしました。

　11月14日プレステージカントリークラブにて62名のプレイヤー
が揃い晴天にも恵まれ、景品では温泉宿泊券や黒毛和牛など盛りだ
くさんでした。
　参加賞は金太郎あめの「ぐる~ぷ1」の文字が入ったあめでした。

株式会社ＫＣＰ

　株式会社富士見グリーンガーデンの代表取締役の糸賀淳です。弊社は庭木の剪定
など造園業を主に行っている会社です。2019年の抱負は今まで緑に少し縁遠かっ
た人達にも緑をお届けすることです。具体的にはお庭がないマンション・アパート
等にお住いの方に緑（植物）の貸し出しを行うこ
とや、ベランダでもガーデニングが楽しめるよう
にベランダの緑地化工事など行って、お客様と一
緒に緑にあふれた楽しいベランダを作っていきた
いです。緑は日々の生活に安らぎと元気を与えて

くれます。そんな緑の力を様々な人に届けていきたいです。梅雨明けぐ
らいには庭木の剪定についてや植物を育てるための基礎知識についての
セミナーも予定しています。興味を少しでも持っていただけた方は「富
士見グリーンガーデン」をぜひ検索してみてください。

株式会社富士見グリーンガーデン 埼玉県富士見市水谷東2-45-17
代表取締役　糸賀　淳

埼玉県鴻巣市下谷234-1
代表取締役　小林　貴之
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表紙の写真募集
担当者（山中・吉田）に
ご連絡下さい。

編集後記

　平成も31年目を迎え、2019年は新し
い元号が始まる年でもあります。所報で
も度々触れていますように、消費税10％
へ増税開始が予定されている年でもあり
ます。
　さて、私は毎年、新しい手帳に新年の
目標や、その年やりたいことを書き出し

ています。映画を何本見る、本を何冊読む、
などたわいもないことですが心で思うだ
けより、文字で書き残すことで、より実
現できる気がします。昨年書いたけれど
できなかったことを今年は全てできるよ
う充実した1年間を過ごしたいものです。 

熊谷事務所　園田典子

日時

会場

１月１6日（水）　16時開会
（15時30分から受付開始）

参加費 5,000円
（講演のみの参加は1,000円）

ホテル・ブリランテ武蔵野
（さいたま新都心駅西口から徒歩５分）

【第１部】新春講演　16:00～17:30
講師　新田　信行氏
（第一勧業信用組合理事長）

【第２部】賀詞交歓会　17:45～19:30
ビジネスマッチング
琉球国祭り太鼓

　ミシュラン三ツ星の高尾
山へ正月に登りました。朝
8時過ぎに頂上につくと、
雲海をまとった富士山に感
激です。前夜に降った雨の
おかげで、初めて相模湖か
ら湧き出す雲海に出会うこ
とができました。
川口事務所　永塚　友啓

表
紙
写
真

　中小企業の支援を行うのは、地域金
融機関の役目だ。顧客の立場で一緒に
悩みに手作りで応えていく。担保保証
や格付けに頼らず、地域住民や企業経
営者と人間関係を築き、企業の「リレー
ションシップ（関係）」に基づいた貸出を
行う。

　そのため東京23区内にある六つの花街向けの「芸者さんロー
ン」「亀有商店街ローン」や「巣鴨町内会ローン」など280くらい
のコミュニティローンには必ず固有名詞がついています。

1982年沖縄市で結成
現在、国内44支部、海外12支部、総勢2,500人が
活動している。
琉球王国時代、世界各地を訪問した先人が受
けたもてなしに対し、自国（琉球）に招待し、感
謝の意を表した。このことを琉球では「迎恩」と
呼び後世に伝えられた。
この「迎恩」が活動の根源であり、大事にしてい
る精神です。

本年もよろしくお願い申し上げます

（株）第一経営相談所 2019年 新春交歓会2019年 新春交歓会
第一経営・ぐる～ぷ１協賛

新田  信行氏
（第一勧業信用組合理事長）

中小企業にチャンスの時代 琉球国祭り太鼓（創作エイサー）

●お申込みはFAXでお願いします。048-650-0102
●お問い合わせ先▶（株）第一経営相談所　電話048-650-0101（担当 : 井上、吉田）

新春
講演

第一経営第一経営第一経営 2019年新年号

No.164
・納税者の権利を守り、中小企業と国民が主人公の税制をめざします。

・中小企業の経営の発展と、平和で豊かな地域社会をつくることに貢献します。

・中小企業家の多面的な要求解決のために努力します。

・私たちは共に成長し、働く喜びを実現します。

私たちは、お客様とそこに働く人々の
夢と幸せを実現するために行動します。経営理念
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