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「訳ありキュウリ」、良いじゃないか
高品質、高性能が売りの日本製品が世界
から脚光をあびている。故障しない、メンテナ
ンスがしっかりしているというのも得意とすると
ころだ。日本製品のモノづくりの信頼はあつい。
念には念をいれて…見えないところにも手を
いれて…が日本の伝統的技法だ。
ところがここにきて、ややこの技法に疑問が
呈せられている。いや、正確で安全での技法
にはいささかの疑念もない。問題は、性能の
良さはゆずれないが、多くの性能を求めるあま
り、あれもこれもと必要以上の性能を装備し、
シンプルさに欠け、コスト高になってしまって
いる点である。
必要としない装備は不要、邪魔でしかない。
あったほうが良い程度は、なくても良い程度に
通じる。
話を本題に戻そう。高級料理店で使う見ば
えの良いスッとしたスマートなキュウリも必要で
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あるが、家庭で食卓に載るキュウリは曲がって
いようが、不揃いだろうが、かまわない。味が
良ければ不格好でも気にしない。
時・場所・目的によって使い分ければ十分。
スーパーにもっと「訳アリ」を置いてほしい。
これはキュウリの命を活かすことにもなろう。
こんな点を考えてみると、中国はこの「見た
目」より「実質」をとるたくましさを感じる。
一方、日本は「形式」を重んじ、伝統文化を
大切にする。時にひ弱さを感じる。
双方バランス良く備えることが大事なことは
言うまでもない。
「消費期限」と「賞味期限」の違い、「賞味」
はあくまでおいしくいただける期限を言うらし
い。将来、「賞味期限」をなくし「消費期限」に
一本化されると聞いたが、これは真相だろう
か？そうだとすると朗報だ。
食品廃棄の無駄がなくなると地球環境のた
めにも、働き手の過重労働も減るだろう。
良いこと尽くめ、だと思うが…。
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生産性向上設備投資促進税制について
CAT
研究室

「生産性向上設備投資促進税制」をご存知でしょうか。
企業・個人事業者による設備投資を支援する目的で、平成 26 年から開始された税制措
置です。平成 29 年 3 月末日までに事業の用に供した対象の設備に対し、「特別償却 50%」
もしくは「取得価格の 4%相当額を当期法人税額から控除する」を選択することができます。

本税制の廃止日まで、残すところ半年を切りました。最近、最新設備を導入された方、もしくは新しい設備の導
入をご検討中の方、本税制の適用を検討されてはいかがでしょうか。
1. 対象設備
今回は、対象設備の中でも、事前の申請が不要である「最新設備（A 類型）」についてご紹介いたします。
まず、対象となる設備は主に、「機械装置/ 工具/ 器具備品/ 建物/ 建物附属設備/ ソフトウエア」の 6 種
類で、かつ指定の 3 条件（※）を満たしていることが要件となります。
なお、導入する設備が要件を満たしているかどうかは、メーカーにお問い合わせください。(申請時に必要な
証明書はメーカーを通じて取得します。)
（※）①メーカー様最新モデルである。②生産性が年平均 1%以上向上している③一定の金額以上であること。
2. 手続き
申請までの流れは、下図をご参照ください。ここで、設備導入者側の注意点として、
① 期間内に設備を事業の用に供していること。
② メーカーに証明書の発行を依頼すること。
③ 税務申告の際に②の証明書を添付すること。
が挙げられます。
なお、証明書の発行には、メーカ
ーへ申請後 2～4 週間かかるようで
す。税制終了を間近に控え、メーカー
の申請窓口も混みあってくることが予
想されますので、余裕をもって申請し
て頂きますようお願い致します。
今回のご紹介は税制のうちの一部となり
ます。詳細は、経済産業省のホームペ
ージをご覧いただく、もしくは当事務所
までお気軽にお問い合わせください。
・経済産業省-生産性向上設備投資
促進税制

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
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消費税の支出内訳について
今回は馴染み深く、税率 UP により負担感も大きい消費税についてです。
「財務省の FAQ」から、

Q：「消費税は福祉目的の支出に充てられていると聞きましたが、その内訳をおしえてください。」
A：消費税の収入については、年金、医療及び介護の社会保障、小子化に対処するための対策に要
する経費（社会保障の４経費）に充てることとしています。(図 1 参照)

図 1

(財務省 HP 「消費税の使途」より)

28 年度の予算のうち、17.5％ぐらいが消費税です。(図 2 参照)
法人税や所得税でなく消費税率を上げる理由について、「高齢者も含
めて国民全体で広く負担する消費税が、高齢化社会における社会保
障の財源にふさわしい」と答えています。
先週までに開催された 4 回の政府税制調査会では、国際課税や個
人所得課税、酒税の見直しが検討されています。各省庁から平成 29 年
度税制改正要望も出ているので（スポーツ庁からは、たばこ税の税率の
引き上げがでていました。H29 年度地方税制改正要望事項）、これか
らのニュースに注目です。
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図 2（財務省

財政学習教材より）
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大小の事変みな箴戒 となす
大事の前には必ず小事があります。平常と変わったことが起こったならば、たとえ小事であっても、それを戒
めとして、災いを未然に防ぐように心がけていくことが肝要ということです。
さわやか土曜塾では皆様のご参加をお待ちしております。
**11 月の予定**
日時 : 11 月 5 日(土) 10:00～11:30 *第 1 土曜日です。ご注意ください。
場所 : 辻堂図書館 会議室

会費 : 500 円

詳細は佐藤まで
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11 月中頃から年末調整に必要な書類(扶養控除等申告書及び保険料控除申
告書)のお届けを予定しています。今年から従業員本人、控除対象配偶者、
控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記載していただく必要がご

年末調整とマイナンバー

ざいます。(昨年記載して頂いた場合等必要ない場合もございます。)
マイナンバーの取り扱いについてご不明な点は、担当者にお尋ねください。
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田中角栄 100 の言葉
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日本人に贈る人生と仕事の心得

別冊宝島編集部 編

今、何故田中角栄なのか。
ロッキード事件でいいイメージを持っていなかったの
ですが、石原慎太郎氏の「天才」にみられるように今、
田中角栄ブームです。１００の言葉が書いているだけの
本ですので、読みやすかったです。尋常小学校高等科卒の人が東大卒の大蔵省エリ
ート官僚を使いこなした人心掌握術。
「できることはやる。できないことはやらない。
しかし、すべての責任はこの田中角栄が背負う。以上。
」(44 歳で大蔵大臣に就任し
た際の大蔵省での挨拶)等、人生と仕事の心得を、心を揺さぶられる言葉で綴った本
です。
（後の田中真紀子氏とは大違いでしたね。
）内容は古い体質の様ですが、物事
の本質を捉えているのではと思います。今、日本人それぞれが考えていこうと勇気
(碇)

を呼び起こす本だと思います。
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営業の第一歩「名前を覚えてもらう」
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「○○さん」と呼んでもらえるようになったら営業も一人前で、人間関係も出来たとい
えるだろう。だいたいが会社名で呼び合うのが普通だ。
名前を覚えてもらうにはそれなりの努力が必要で、ムッツリしていてはだめだ。
私は良く顧問先の営業会議に出ることがある。
いつもいうのは、営業マンはまず、いかにして名前で呼んでもらえる
か？
訪問の挨拶では、まず「今日は○○が訪問しました」。
おいとまするときも、「今日は○○が訪問しました」。毎回それを行う。やや大きな声で誠実に。
メールでは表現できない効果を産む。明るく背筋を伸ばしてにこやかに…。
訪問販売の制限が議論されている。何しろインターホンではコミュニケーションできない。
人間心理学を学ぼう！
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宇久田進治税理士事務所/㈱経営センターグロウ

藤沢市辻堂新町 1-1-2 柿崎ﾋﾞﾙ 6Ｆ

TEL ０４６６（３６）０６２７

FAX

０４６６（３３）４８９２

URL：http://www.ukuta.net/
**編集部では皆様に喜んでいただける紙面にしたいと思っております。お読みになったご感
想、お読みになりたい記事等のご意見をお聞かせくだされば幸いです。
(e-mail :

nomura@ukuta.net 又は上記 FAX でお願いいたします。)

