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神奈川イグレンの活動状況を伝える機関紙 ＜第 1５２号＞ 

神奈川イグレンニュース 

 

 

 

 

  【 今月のコンテンツ 】  

                                                       

 

                                我が家で開花したゴッホのひまわりです 

●  神奈川イグレンご案内                          ･････････１，２ 

● イグレン会員グループ・プロジェクト状況                           ･････････２，３、４                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

● 税理士法人 With you  【 連載 1５ 】 代表社員 出田 敏子 氏  ･････････５ 

● 産学官交流サロンコーナー／事務局コーナー              ･････････６ 
 

【 神奈川イグレンご案内 】 

 

        第 32 回 神奈川異業種連携協議会定期総会 完了のお知らせ 

 

   2015年 6月 16日（火）神奈川中小企業センタービル６Ｆ 大研修室にて定期総会が滞りなく 

行われました。（参加者 28名） 

金究議長の開会の挨拶に始まり、来賓として公益財団法人 神奈川産業振興センター専務理事の 

    大橋 嘉夫氏にお越し頂きました。35年間、県庁にお勤めだった大橋氏は中小企業診断士の先生方

とも連携をはかり、様々な企業をサポートしてまいりました。多くの社長様からの話を聞き、企業

の実態に触れ、そこで培ったノウハウを生かし創業支援、海外展開支援、事業承継支援など行って

います。昨年度は小規模企業支援よろず拠点も立ち上げたそうです。持論は「仕事は交流が全て」

とのことで神奈川イグレンの活動意義についてもご賛同頂きました。 

     総会ではその後、平成 26 年度の事業結果報告・決算報告を行い、平成 27 年度の役員案を含む事

業計画・予算案も通過しましたことを皆様方にご報告申し上げます。 

     記念講演では金子 和夫 イグレン理事による「“脱原発”で考える」のテーマで今後の原子力の

問題についてどう解決していけばいいのかについてお話を頂きました。 

 

   公益財団法人 神奈川産業振興センター業務内容についてはこちら http://www.kipc.or.jp/ 

 

    今年度の主要事業案は下記の通りです。 

１、 ものづくり国内回帰研究会 

２、 県の産業政策についての批判的検討・・・企業誘致、特区、中小企業振興政策など 

３、 プロジェクトの動き 

・ プラスチック成型業界の情報交換会、田んぼ水位計測機器の開発、自転車を活用した健康

器具の開発 
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・ Triasの動き 

・ 新規各種ネットワーク交流会（9月） 

・ 奇人・変人・ばか者クラブ（全国組織化） 

【奇人・変人。ばか者と言われても地域の人達と共に頑張っていこうとしている人を集めた会】 

・横須賀サロン原田プロジェクト 

・学生の中小企業見学ツアー（大学と協議開始） 

・地域の商工業団体との連携強化 

４、 県産業技術センターの改組問題を提案 

５、 新規会員向け交流会の開催（９月） 

６、 イグレン理論誌の発行とホームページの連動 

７、 県庁政策塾との連携 

   

   

     

   30 周年記念誌につきましてはまだ在庫がありますので 

差し上げます。お声がけください。 

 

   

 
 

 

【 イグレン会員グループ・プロジェクト状況 】  

 

※  この度、C&S グループが「NPO法人C&S経営支援協会」として活動することになりました。  

 

【ＮＰＯ法人 Ｃ＆Ｓ経営支援協会】 

 

ＮＰＯ理事長 松井利夫 

イグレン・NPO C&S 経営支援協会共催 

緊急セミナー「マイナンバー制度と企業の実務対策」のご案内 

  

「Ｃ＆Ｓグループ」は平成２７年７月１０日をもって、３０年間イグレンと共に歩んできた歴史の幕を下ろ

し、新たにNPO法人C&S 経営支援協会という組織でスタートいたしました。引き続きイグレンの会員と

して、会員の皆様方にお役に立つよう努めて参りますのでよろしくお願い致します。 

早速ですが、別紙の要領で「マイナンバー制度」に関する緊急セミナー開催することになりましたのでご案

内します。 

【日 時】  平成２７年８月７日(金)  １５：００～１６：３０ 

【会 場】  神奈川中小企業センタービル ６階 大研修室           

【講 師】  中小企業診断士  松 井 利 夫 氏 

【受講料】  無 料 

【申込先】   FAX(045-228-7331)又はE-MAIL(toshio_matsui@mve.biglobe.ne.jp) 

 詳細は添付「セミナーのご案内」をご覧ください。 
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第１６３回・日韓ビジネス協議会 

 高橋 導徳 

   １．日時：２０１５年７月２２(水) 午後３時３０分～５時１５分 協議会 

                 午後５時１５分～６時１５分 交流会 

２．場所：神奈川中小企業センタービル ６階 特別研修室 

        かながわ異業種交流センター（神奈川県異業種連携協議会）ＴＥＬ：045－228-7331  

３．次第：企業紹介：折衝中 

 

◆ アジア市場経済学会全国大会報告（６月２７日：青森）大島経営研究所 所長 大島英雄氏 ） 

 

◆ 第３２回神奈川県異業種連携協議会の総会を終えて 専務理事 芝 忠氏  （２０分程度）  

 

◆ メイン講師 元日韓産業技術協力財団 常務理事 山崎 弘氏 

テーマ: 「日本の山・韓国の山」 

  

              要 旨: 最近日本の火山活動が盛んになっている中、日本と韓国の山を紹介。両国の地質の

違い、山脈、火山帯、百名山、高山植物登山の歴史・人口について幅広く説明。 

両国の自然保護を含む山のルール・規制についても紹介。  （４５分程度） 

 
 

          異業種交流会シフト２１ 【http://shift21.jimdo.com/】 

有村 知里 

＜2015 年 8 月定例会＞ 

 

■日時 2015年 8月 4日（火） 19：00~20：20 

■場所 かながわ県民センター ３階 306会議室 

■講演「新事業にクラウドファンディングを活かすには（仮）｣ 

 

クラウドファンディングとは、実現したい夢やアイデアをプロジェクトとして発表し、そのテーマ

や内容に共感した支援者から、ネットを通じて資金を集めるサービスです。 

クラウドファンディングサービスを提供する企業のなかでも、資金調達の成功率が高いと評価される

「きびだんご」のサービスについて伺います。 

 

【講師】  きびだんご株式会社 種村佳子様 

 

■参加費   定例会：初回は無料 ２・３回目は 1,000 円、４回目以降は 4,000 円 

          懇親会：初回参加の方 1,000円、2回目以降の方実費（3,000円程度） 

◆異業種交流会シフト 21とは 

シフト２１は平成８年から活動している異業種交流会です。多様な業種の経営者や起業家などが集

い、外部講師による講演・会員のプレゼンなどを行い、各自の研鑽を図りながら、ビジネスに繋げ

る交流を目的としています。 

◆お問合せ・お申込みは事務局・有村まで。(shift21info@gmail.com)  

 

http://shift21.jimdo.com/】
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税理士法人With you  

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡２－４ YS ビル３F 

電話：045-312-6724 FAX：045-412-6734 

http://www.tkcnf.com/ideta/pc/ 

 

【 連載 16 】 

 

梅雨の中休みに異常な猛暑、台風が三つとなかなか大変な日々が続きます。熱中症対策は万全でしょうか？ 

今月のテーマは、オーナー社長のための自社株評価と事業承継についてです。 

 

日本の社長の平均年齢は 59 才くらいだそうです。しかし中小企業の社長の中には 70 代、80 代の方も珍し

くありません。まだまだ現役のつもりで頑張っていられることと思いますが、ここまで頑張って育ててきた

大事な事業の時代への承継について明確な方向性を定めていらっしゃるでしょうか? 事業承継を考える入

り口としてまず、自社の株価を知ることから始めてみましょう。  

○自社株の相続を考える 

中小企業の多くは、経営者=株主であり、事業承継を考えるときには「経営の承継」と「財産の承継」の二

つの側面から考えなければいけません。 

① 「経営の承継」とは、「企業の経営者」いかに会社の経営を絶えることなく承継させて行くかを考え

ることです。 

② 「財産の承継」とは、「オーナー（株主）」として、自社の株を「いつ？」「誰に？」承継させていく

かを考えることです。 

  

 以下のパターンをご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

どの承継バターンでも自社の株価の問題が生じます。株価が高いと相続の発生時に思わぬ負担が生じる可能

性があります。 

 

○株価が高くなる要因 

① 業績期間の累計で算定するため。自社株の算定は単年度の損益で金額が決まるわけではなく、創業以

来の業績の累計で計算します 

② 含み益の存在。 企業が保有している資産の中に土地等がある場合は、その含み益も考慮する必要が

あります。地価が低い時代に取得した土地を保有している場合、株価が思いのほか高くなる場合があ

ります。 

③ 簿外処理した財産。 節税のため簿外処理した生命保険などがあると、株価を押し上げる要因になり

ます。 

 

 

 

 

税理士・産業カウンセラー・FP・

キャリアデベロップカウンセラー    

 

代表社員 出田 敏子 

 

承継パターン 

・親族への承継 

税金の発生 対策 

相続税または贈与税が発生する 

売却に伴い所得税が発生する ・従業員への承継 

・第三者への承継 

・会社を閉じる 
清算に伴い所得税が発生する 

 

自社株を評価し 

必要に応じて 

自社株の引き下げを 

検討する 

http://www.tkcnf.com/ideta/pc/
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○株価を引き下げるための対策 

 では、株価を引き下げるためにはどうしたらよいでしょうか？ 一般的には「利益を圧縮する」方法がと

られます。代表的な手法は役員退職金の計上です。 

長年代表取締役を務めあげた社長が引退するときなどは退職金が億単位になることも珍しくありません。 

役員退職金は特別損失に計上されます。 

その他には「含み損のある資産の売却」により損失を計上することもできます。 

 

 無理に株価を引き下げることで本業の経営に差し障りがあってはいけません 

 まずは専門家に相談しながら計画的に進めていきましょう。 

 

事業承継対策の際は税理士にご相談を！  

 

◆自社株評価のチェックリスト◆ 

 以下のチェックリストに一つでも該当する場合は、自社株の評価を行う事をお勧めいたします。 

 

□ 社長（会長）会社の株の大半を保有している 

□ 決算書の純資産の部合計が 1 億円を超えている 

□ 会社で所有している土地があり、その土地の含み益がある 

□ ここ数年間で一度も自社株の算定を行っていない 

 

みなさま、これからの暑い夏を楽しく乗りきりましょう！ 

 

 
 

 

【 その他イグレンご案内】 

 

 

イグレンホームページも新しくなり投稿を公開しました。 

 

【作成者】   加藤 文男 

【タイトル】  20 もしあなたが調達担当に配属されたら ５ ? コストダウンの基本 ムダの排除 

【掲載ページ】 

          http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-840/ 

【カテゴリー】 

  初心者のための資材購買 

【作成日時】 

  2015年 07月 14日(火) 10時 47分 

 

＜神奈川イグレンのトップページはこちら＞  http://www.kanagawa-iguren.com/ 

 

 

http://www.kanagawa-iguren.com/column/purchase/purchase-840/
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イグレン事務室閉鎖、8月 10日から 14日まで「夏休み」とします。 

先月号で少しお話をしましたひまわりの花が今月に入り開花しました。このひまわり、私たちがよく目にするひ

まわりではなく通称「ゴッホのひまわり」と呼ばれているもので花びらが少し違います。絵の事をよくご存知の方

はおわかりかと思いますが作家さんによってひまわりの表情が違います。どうやら、ひまわりの種類も違うようで

ゴーギャンのひまわり、モネのひまわり、マティスのひまわりなど少しずつ表情が違うようです。 

さほど意識をして「ひまわり」を見たこともありませんでしたので自分が知りうるひまわりはみんな同じだとい

う印象がありました。皆さん、ご存知でしたか？美術館に行った際、注意深く観察してみてもいいですね。 

長雨もようやく終わりこの先暑くなりそうです。夏ばてしないようにお過ごしください。 

 

神奈川イグレンニュース」は多くの皆様方からのご意見や投稿、感想などを頂戴し、情報を共有する

事によって未来へつながる「役立ち情報誌」です。こんなことが新たなビジネスにつながった。とか、

思いもしなかった出会いでこんな事になりました・・・。など原稿を募集中です。 

伺える範囲であれば取材にも参ります。尚、自薦・他薦は問いませんのでご連絡頂ければと思います。 

神奈川イグレンへの連絡問合せは、 Tel: 045-228-7331  Fax: 045-228－7331（TEL兼用） 

ご意見、感想などあればこちらまでお願いします。 mail masa247307-sowa@dream.bbexcite.jp 

神奈川県異業種連携協議会 交流アドバイザーが詰めております、気軽にご連絡ご相談ください（無料） 

【月】 ①②③宮川 豊④⑤荒 直孝【火】①②④⑤児玉 英二③愛賢司 【水】①菊地②指方③加藤④愛⑤芝   

【木】①②③④⑤ 松井 利夫【金】 ①愛賢司②指方 順一郎③④⑤織方 【土、日、祭日】は休業  

 

 〒231-0015  横浜市中区尾上町 5-80神奈川中小企業センタービル 7階インキュベートルーム 703号 

    神奈川イグレン事務局 

T/F 045-228-7331   URL：http://www.kanagawa-iguren.com  Mail：iguren@kanagawa-iguren.com 

 

 尾上町サロン 

 

西湘サロン 

第 58回 

海老名サロン 

第 29回  

神奈川新産学公交流 

第 67回 サロン横浜  

日程 ７月 1７日（金） 

８月 0７日（金） 

 

9月 14日（月） 

18：00～20：00 

開場は 17:30～ 

7月 24日 

14：00～ 

７月 15日（水） 

18:00～ 

開場は 17：30～ 

場所 神奈川中小企業センタ

ー703 イグレン事務室 

日本生命小田原ビル 

4階会議室  

小田原市本町 1-4-5 

相鉄線「海老名駅」改札前 

時間厳守 

※車にて移動 

神奈川県中小企業セ

ンター6階大研修室 

 

連絡先 イグレン事務局 イグレン（吉池、） 愛 賢司 （織方、篠原、坂本、

杉本） 

内 容 原則第一・第三金曜日 

（17:15～19:30） 

ざっくばらんに語らい

あう場 

参加費：1,000円 

「コーディネートによ

る地域活性化のきっか

け作り」 

ハルネ小田原街かど案

内所ゼネラルマネージ

ャー  中嶋 順氏 

参加費:1,000円 

株式会社日立オートモティ

ブシステムズ 相模事業所

工場見学 

その後、暑気払い 

会費：4,000円～5,000円 

「生命保険を活用し

た事業承継」 

プルデンシャル生命 

宗和 正憲 

参加費：1,000円 

mailto:masa247307-sowa@dream.bbexcite.jp
http://www.kanagawa-iguren.com/
mailto:iguren@kanagawa-iguren.com

