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「会計」で会社を強くする
平成 28 年も年の瀬を迎えている。自然
災害の多い年でもあった。
そして際立ってきた高齢化社会、少子
化、人口減少もはっきり見えてきた。それ
らがもたらす社会の変化は至る所に影響
し始めた。
21 世紀はこれらの課題と真正面から向
き合い、対処していく息の長い世紀となる
であろう。
今年はまた「中小企業」、とりわけ小規
模企業に極めてきつい淘汰の風が吹いた
年でもあった。時代の転換点なのであろう。
ニッポンの企業の大部分は中小企業
（99・7％）、そしてその従事者は全体の就
労者の 70％を占める。
その中小企業の大部分が苦戦にあえい
でいる。技術があり独自性をもつ一握りの
企業だけが元気であり、多くは下請けの地

「
透
明
性
の
あ
る
会
計
」
の
時
代

位で、社会の変化のしわ寄せは中小企業
者にくる。
強靭な企業には透明性ある会計が必須
である。どんぶり勘定が許される時代はとう
に過ぎ去った。会社は「公器」であり、社会
性あるもので多くの社員をはじめ、関係者
はたくさんいる。
したがって預金現金は「公金」といえる。
もちろん在庫品もそして車も…何一つ個
人のものはなく、法人の所有物である。
現預金の管理をみれば会社の様子が
わかるものである。強く粘りある会社は会
計がはっきりしており、ガラス張りである。
ゆえに社員も頑張りがいがあるのであろう。
トップの理念が業績にも反映する所以であ
る。
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米大統領選
予測に反しトランプ氏勝利
11 月 8 日 大方の予想に反して共和党の大統領
候補だったドナルド・トランプ氏が次期大統領
に決まった。
・「トランプ・ショック」で株価が上がったり、
名だたる CEO 達がトランプに面会したりするニ
ュースが。来年以降も目が離せません。(C.S)
・行き先不透明の増幅。(T.I)
・世界的に内向きの傾向が結果として表れまし
た。戦争に傾いていかないことを祈るばかりで
す。(K.S)

リオ オリンピック
日本人の獲得したメダルは、金 12、銀 8、銅

21(参加国中第 6 位)という結果だった。特に卓球
男子団体の銀、カヤックの銅、バドミントン女子
ダブルスの金、陸上男子 400ｍリレーの銀等、こ
れまでになかった競技種目でのメダルの獲得が
目立った。
・ほとばしる汗、真剣な目、若い肉体いろんな事
に感動した。(K.U)
・体操の白井健三選手は、これまでに「緊張」を
味わったことがないそうです。見習いたいと思い
ました。(Y.M)
・日本バドミントン界史上初の快挙。(K.S)
・あまりオリンピックに興味がない私でも、あの
男子リレーは画面に釘付けでした。素晴らしいも
の見せていただいて感謝です。(S.U)

ポケモンＧＯ

第4位
７月 6 日に米国・オーストラリア・ニュージー
ランドで配信開始となったスマートフォン用Ａ
Ｒ（仮想現実）モバイルゲーム。７月 20 日、日
本でも配信が開始され、爆発的人気を得て社会
現象化した。
・私の周りでは、子ども達より大人の方が夢中に
なっていました。(S.U)
・初代ポケモンが発売されブームになったとき、
私は小学校低学年でした。当時は「現実でもポケ
モンゲットできる日がいつか来るのかな」など
夢見ていましたが、
「ついにここまできたか」と
感動を覚えたのと同時に、
「この先どうなってし
まうのだろう」と少し不安も感じる出来事とし
て印象的でした。(Y.M)

熊本地震

4 月 15 日 熊本県で M6.5 の地震が発生、同県
益城町で震度 7 を観測。熊本城をはじめ多数の
建築物が倒壊、20 万人が被災。
・震度 7 が立て続けに起きたことと、天守閣の
無残な姿が悲惨で印象的でした。(C.S)
・大震災から 5 年、原発政策も変わらず自分本
位の日本人(人類)に対する自然界からの警鐘で
はないかと…。(K.S)
・被災地を訪問し、爪痕を見てきた。(H.U)
宇久田会計・経営ｾﾝﾀｰ GROW 職員に今年のニ
ュースで特に印象に残ったもの 3 つを挙げても
らいました。上記 8 ニュース以外には、
「こち
亀」の連載終了、SMAP・ピコ太郎・パククネ
等「P」の年、重力波観測、辻堂駅開設 100 年
等が挙がっていました
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第5位

英国ＥＵ離脱

第 6 位 広島東洋カープ

英国の欧州連合離脱問題、国民投票で離脱支持が

25 年ぶりリーグ優勝

過半数。1973 年に前身の欧州共同体(EC)参加以
来、43 年にわたる加盟に終止符か。域内 2 位の
経済大国である英国が離脱なら欧州は大きな岐
路に。

9 月 10 日 広島東洋カープがセ・リーグで
優勝、25 年ぶり 7 度目、緒方監督の就任か

・世界ポプュリズムの台頭。(T.I)
・すすむ自国第一主義。世界はバランスの中で成
り立っている。一国だけ平和は成り立たない。
(S.U)

ら 2 年目でリーグ制覇
・カープ女子のおかげでしょうか。見てい
て気持ちいいくらい勢いがありすぎまし
た。(S.U)

第 7 位 囲碁ソフト「アルファ碁」に人間が連敗(人工知能)
3 月 12 日 トップ棋士と人口知能が囲碁で対決、世界最強レベルの韓国人棋士が米グーグル社傘下企
業の開発した囲碁ソフトに 3 連敗、人間側の負け越しが決まる。
・今年はよく「人工知能」に関する話題が出てきた年でした。自動運転・AI 家電など人間に代わって
役割を果たしてくれるものとしては、ますます便利になっていくと思われます。AI には真似ができ
ない、更なる顧客サービスを展開していかなくては…と身が引き締まる思いでした。(C.S)
・クラウド化による会計の簡略化。歴史に学ぶ。今、すべて再生の時期。積極的に取り入れていきた
い。(S.U)

第 7 位 日本周辺に 3 つの台風が接近
8 月 日本周辺に 3 つの台風が接近。9 号は関東に、11 号は北海道に上陸、10 号は日本近海を迷
走後、統計史上初となる東北上陸、甚大な被害をもたらす。
・地球温暖化現象による災害多発。かけがえのない地球の痛みが表面化してきた。私たちの生活
習慣を見直したい。(S.U)
・毎年 8 月～10 月は台風被害が多く、去年は栃木、今年は東北だった。毎年来るので災害を最
小限にくい止められないのかと思ってしまう。(H.A)

いちねんいっこうじんじょ

もと

一念一行仁恕を本となす
日々の日常の生活の中で、一つの思いにも、一つの行いにも、思いやりの心をはたらかせるように努め、
この言動を一つ一つ積み重ねていくことによって、自己の品性を向上させ、運命を切り開くことができるとい
う格言です。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。
**1 月の予定**
日時 : 1 月 14 日(土) 10:00～11:30
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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宇久田進治税理士事務所＆経営センターグロウの事務所の入っている

「クロスポイント湘南」に

***
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「旧柿崎ビル」として、ビルにも表示されていますので郵便物等は配達
されますが、お手数ですが、弊所の住所の登録の変更をお願いいたしま

なりました
***

ビルの名称が「柿崎ビル」から「クロスポイント湘南」に変わりました。

す。
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ライザップごはん 決定版 おうちで簡単!

***

***

RIZAP

**

著

皆さまこんにちは。ウチには野球ばっかりやっている男が５人おり、食事だ洗濯
だと家事に追われる毎日です。なかなか読書をする時間も持てませんが、本に依
存していることがあります。それは夕食のメニューで
す。男５人の好き嫌いがバラバラでいつも悩みます。そこで食に係わる本等を見てヒ
ントをもらいます。あまりレシピまでじっくり参考にする時間がないので、メニュー
のヒントだけを得て作ります。本の画像はこれですがライザップはやっていませ
ん！この本では糖質を低く抑えることを主眼にしていますが、メニューが豊富でい
ずれも特別な食材を要するものではないため、ヒントを得るには重宝しています。
（志保）
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愛おしく悲しい「里の秋」

***

***

***

**

先月の歌は「里の秋」であった。毎月 1 回のさわやか土曜塾は歌で始まる。
今まで知ってはいてもあまり深くは考えなかった。なんとも、歌詞を追ってみるともの
悲しい唱歌ではないか。
戦争に行っている父(夫)の無事を祈り、我が家を守る母と娘
…。田舎の原風景、柿の実をいくつか残し、もう冬を待つばか
り…早く帰って…と祈る母と娘といろり端…切ない時代背景。
思えばこんな情景は当時いたるところにあった。

が
た
り

一方戦地では田舎を思う父、りっぱにやってくれているか?と頭はいっぱい。
どう考えても「戦争はだめだ!」やってはいけない!
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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なんと。)

