とらい&GROW

2021 年
6 月号

ｚ

NO398
2021/6/1 発行

2021 年 5 月
青森県横浜町

小畑 S 撮影

コロナ禍はすでに１年を過ぎたが、しばらく

さて、そうはいっても見解の相違はどうしても

は消え去ることはないだろう。
税務署が調査に入る実地調査もめっきり減
っている。コロナ感染防止を優先させてのこと

調査現場では出てくる。交際費、期ずれ（来期の
損益を当期に入れた）、在庫の認識違い、消費税
の課否判断、個人費用の会社への付け替え・・・・

だろう。
税務署には、売買・財産取得・金銭移転・保
険…あらゆる情報が集積されている。
これからはもっと広範囲に経済取引が捕捉
される。消費税のインボイス導入ではすべての
取引が捕捉される。もともと会社は「公器」で
あると言われている。
隠し事があってはならないのが会社である。

いろいろある。

とはいっても取る側は、徴収権・質問検査権
をもって強い立場でもある。
今はかつてと違い売上金を隠したり、仕入れ
外注費を水増ししたりはない（重加算税の罰金
が付く）。したがって企業経営をしていくうえ
で除外や水増しは資金繰りから言っても成り
立たない話になろう。

れる。税務調査を歓迎する得意先もある（かつ
て営業マンの売上金のネコババが発見された）。
会社経営をしている以上避けて通れない「税務調
査」、言い換えれば会社の経営度審査をタダでし
てくれるくらいに思っていた方が良いのかも知
れない。

税務署は時として教科書どおりを強要してく
る、中小企業の成り立ちを認めない頭の固い調査
官がいる。反論しないと認めたことになってしま
う。反論する事実を証する書類が欲しい。
実地調査は突然飛び込んでくるマルサのよう
なことは無い。こちらの予定もちゃんと聞いてく

藤沢商工会館（ミナパーク）１８：４５～２０：４５
月１回開催
講師は モラロジー道徳教育財団 企業センターより
お問合せ 宇久田会計 佐藤信介/宇久田進治 0466－36－0627

７月１０日（土）より再開辻堂図書館

10：００～11：30
北 雄二講師
家庭・職場・ご近所などとの心づか
いの在り方を学びます
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「シリコンバレーの一流投資家が教える 世界標準のテクノロジー教養」
山本 康正 (著) / 幻冬舎
本のご紹介をします。
現在がデジタル社会であることに疑問を持つ人はいないでしょう。そして日本はデジタル分野で
は後進国です。狭い国土がデジタル化を阻害していました。
アメリカは広大な国土であるが故、会議の度にシリコンバレーの本社とニューヨークの支社を
移動する事は非効率であり、自ずとビデオ会議が発達しました。チャットで仕事を進めること
もカレンダーの共有も当たり前。
多くの企業が早くからデジタル化に取り組んでいたのです。
そんな中、デジタル後進国日本が、コロナ禍により強制的にデジタル化にシフトしなければならない状況に陥りまし
た。そしてこの 2020 年、2021 年が日本にとって世界からの後れを取り戻すチャンスなのです。
本書はそんな現代日本に今こそ、分断されているテクノロジーとビジネスの融合を強く勧める 1 冊です。
（ 志村 智恵子 ）

ショートカットキー操作とは、キーボードを使ってパソコン操作を簡単に実行するための機能です。
「選択範囲をコピー（

＋

）」「貼り付け（

+

）」など、日常的に使っている方も多いと思います。

マウス操作でも同じことができますが、ショートカットキー操作のほうがミスも少なく効率的に作業ができると言われています。
ざっと調べても 100 種類以上ありますが、今回は松下が日常的に使っているショートカットキー操作をいくつかご紹介します！
目的

押すキー

画面の切り替え

＋

説明
開かれている画面が一覧で表示され、

を押すごとに最前画面が切り替わります。

Excel の中身を見ながらメールを作成するときなど、画面の切り替えが多い時に。
消さなくて良い文字をうっかり消してしまった時などに。

操作を戻す

＋

キーを押すたびに 2 手前、3 手前と順に戻れます。
ちなみに、保存をせずに消してしまった画面などは戻せません！

検索

＋

文字の置き換え

＋

ウィンドウメニュー表示

＋
（スペース）

作業中の画面を閉じる

＋

新しい画面を開く

＋

保存する

＋

検索窓を呼び出します。インターネット、メール、Excel、Word 等様々なシーンで。
特に Excel データの加工・修正でよく使います。
1 か所ずつ置き換えるだけでなく、一括置き換え等もできますよ。
画面の最小化/最大化、移動、閉じる、など選べます。
上部がディプレイから見切れて、画面を動かせないときなど地味に重宝します。
余計な画面を開きすぎないように使います。（

＋

と一緒に使うことが多い）

勢いよく閉じていくと気持ち良いですが、保存忘れのないようにご注意ください！
インターネット、メール、Excel、Word などで「新規作成」するときに。
作業途中で画面が固まって、データが消えた経験は誰しもがあるはず、、
作業中の画面を保存します。こまめに保存してデータ消失を防ぎましょう！

この他にもマウス操作で面倒に感じている作業があったら、ショートカットキーが存在するか調べてみると良いかもしれません。
キーボード操作が苦手な人でも、何度か試しているうちに覚えられます。パソコン慣れ感も出ますのでオススメです！！
ぜひ自分に合ったショートカットキーを見つけて、より正確で効率的なパソコン作業を。
（ 松下 ）

「健康経営とコロナウイルス」
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ヨリ行商株式会社
代表取締役

樋口 真希 （保健師）

電話 090-2144-4997

E-mail. tomine.shimizu@ozzio.jp

日々の感染症対策については、
独自に取り組まれている企業様も多いと思います。
コロナウイルスが蔓延し、
従業員自らの健康への意識向上だけでなく、従業員が行動化できるようトップダウンが必要な時代へと変化し
ました。これまでの従業員の健康管理については、労働安全衛生法上の最低限を遵守していれば企業のなすべ
きことは実施したと考えられてきました。ところがコロナウイルス蔓延を期に、従業員の健康維持推進のため
積極的に関与し施策を講じることが求められはじめています。
健康経営とは、「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法」です。従業員の健
康増進や労働衛生等への取り組みにかかる支出をコストではなく、経営的な投資として前向きにとらえること
を意味します。例としてコロナウイルスによる生産性の損失を考えるとき、感染によって会社を休む状態を思
い浮かべる方も多いと思います。しかし、
「感染症」に罹患している方が、会社で仕事をすると周囲の従業員に
感染症を広げるだけでなく、後遺症から内臓の調子が悪い、
「頭痛」などで仕事に集中することができないとい
った経営者に報告がなされない不調が出るといわれています。皆さんも「頭痛」があるときは、痛みだけでな
く気分も優れず、仕事をしても効率が悪いと感じたことはないでしょうか。このような状態のときは、労働生
産性が低下しており、結果的に企業の損失につながっていくのです。
健康経営の必要性を考えるもう１つに生産年齢人口
（１５歳～６４歳）の減少と従業員の高齢化がありま
す。少子高齢化による生産年齢の減少は、特に中小企
業にとっては大きな問題です。日本の将来推計人口を
見ると、生産年齢人口の数は減少し続けることが予測
されます（右のグラフ 総務省統計局「日本の将来推計
人口」）
。中小企業の従業員の高齢化は避けられない現
実でしょう。
これに伴って、がん・心疾患・肥満等の
生活習慣病が増加していきます。病気やケ
ガなどで通院している人の割合は、４０歳
代では３０％近くまで上昇し、６０歳代で
は約５８％に増えています（左のグラフ
厚生労働省「年代別通院者の割合」）
。

少子高齢化が進み、今後ますます労働人口減少が予測されるなか、現状の人員でいかに生産性を高めるかが中
小企業の経営課題といえます。特に中小企業にとっては従業員一人ひとりの仕事の比重が大きく、欠員は大き
な損失となるため人員確保のためにも効率的な病気予防をする必要があります。そのために、健康管理の専門
家の意見を取り入れコロナウイルス感染症予防、生活習慣予防といった予防の概念を社内に取り入れてみては
いかがでしょうか。
上記は、ヨリ行商㈱の保健師樋口さんからご寄稿頂きました。ヨリ行商さんでは、中小・零細企業の
方々からの健康経営に関する相談に乗ってくれます。相談事・心配事がありましたらどうぞお気軽に
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この度５月より入所しました、雨谷 勇祐(あまや ゆうすけ)
と申します。
私は宇久田会計事務所に入所する直前の 4 月まで横浜の税
理士法人で４年ほど経験をさせて頂いておりました。少ない経
験ではございますが、その経験の中でお客様や周りの方々か
ら税務を始め様々なことを教わり、成長させて頂きました。ま
だまだ学ぶべきことがあり成長過程ではございますが、顧問
先様の担当としてお客様に寄り添いながら、私が持っている
ものを出し惜しむことなくお客様の満足のいくサポートをしっ
かりしていきたいと思っております。
また、私の名字をご覧になって気になられた方もいらっしゃると思いますが、
弊所で働かせて頂いている雨谷博美の息子です。入所してから一ヶ月が経と
うとしておりますが、母と働くことに慣れるのに時間がかかりそうです。。。
そんな私ですが皆様方、どうかよろしくお願い申し上げます。

雨谷 勇祐

稲盛和夫（月刊誌「到知」より）
人間の心は庭のようなものです。それは知的に耕されることもあれば、野放しに
されることもありますが、そこからはどちらの場合にも必ず何かが芽生えてきます。
もしあなたが自分の庭に、美しい草花のタネを蒔かなかったら、やがて雑草のタネが
無数に舞い落ち、雑草のみが生い茂ることになります。
私達も素晴らしい人生を生きたいのなら、自分の心の庭を掘り起こし
清らかな正しい思いを植え付けましょう。

が 問
た は
り ず

一時支援金に続き、今年の４月分からは「月次支援金」があります
新型コロナウイルルス感染症に伴う各種支援のご案内
（内閣官房 https://corona.go.jp/action)、各市区町村の情報など
ご確認いただきますようお願いいたします。
★法人上限 20 万円/月（個人事業者 10 万円）
★①飲食店の休業・外出自粛で影響をうけている
（緊急事態措置、まん延防止等重点措置に伴うもの）
②2019 年か 2020 年より当月の売上が半減以上。 以上 2 点を満たす事業者が対象。
（業種・地域を問わず）
★4・5 月分は 8 月下旬締め切り。6 月分は 7 月 1 日から 8 月 31 日。原則、対象月の翌月から 2
か月間。
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