さいたま起業家協議会発行
平成２６
平成２６年４月１０日
１０日

４月号
巻頭言

神能 竜知

今日の失敗は工夫を続けてさえいれば、
必ず明日の成功に結びつく
豊田 喜一郎（トヨタ自動車創業者）
NＥＷＳ．ｖｏｌ．１４
ＥＷＳ．ｖｏｌ．１４５
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What’s new

最近の活動

・３月２６日（
、
「さいたまベンチャー社長塾」第４期生修了式が開催されました。
２６日（水
日（水）
修了式に先立ち、４期生５名による「塾参加の感想と今後の抱負」をプレゼン会が行われ、
カワバタ産業㈱川畑社長が最優秀賞を受賞されました。副賞としてＭｉｏ新都心２名用
個室１年間の無料使用が贈られました。間もなく第５期塾生の募集を開始いたします。
日本を代表する講師、埼玉を代表する経営者のもとで一年間一緒に勉強をしてみませんか。
・４月
、役員会が開催されました。
・４月５日（土
日（土）
ＳＶＳ第４期生修了式
・平成２６年４月から戸田市企業支援センター「オレンジキューブ」のアドバイザーが２名
体制になります。近藤会員が昨年に引き続き担当する他、新たに楢村会員が担当し、交代制で行っていきます。

Topics

株式会社静谷建築設計

代表取締役 静谷 雅人

■すまい給付金制度と住宅ローン減税の拡充
消費税の見直し。３％のアップは、高額商品である住宅の取得にも大きく影響を及ぼしたようです。駆け込んだ人、
駆け込みたかったけど駆け込めなかった人とさまざまな方がいらっしゃると思います。しかし、駆け込めなかった方で
も、がっかりする必要はありません。【すまい給付金制度】と【住宅ローン減税】を利用することで、消費税見直しに
よる負担を軽減できます。
【すまい給付金制度】
給付額は、住宅取得者の取得時に適用される消費税率に応じ設定されています。収入額（都道府県民税の所得割額）に
よって給付額が決まり、給付基礎額に登記上の持分割合を乗じた
額が給付されます。
※新築住宅だけではなく、中古住宅も対象となります。
※申請は、取得住宅を所有している人（持分保有者）単位でおこ
ないます。
※給付額は、収入と取得住宅の持分割合に応じて決定します。
※現金取得の場合も利用可能。ただし追加要件あり。
【住宅ローン減税の拡充】
毎年の住宅ローン残高の１％を 10 年間、所得税から控除。
所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除。
申請は、住宅ローンの借り入れを行う個人単位でおこなう。
消費税８％・１０％を負担した人を対象に大幅に拡充。
なお、給付や減税を受けるための要件等、詳しくは、国土交通省
出典：『マンガでわかる「住宅関連税制とすまい給付金」』（国土交通省住宅局）
または国税庁のホームページにてご確認ください。

Schedule

今後の活動予定

■月例会（起業塾）
４月の起業塾は、４月１９
４月１９日（土）
午後 4 時スタートです。
４月１９日（土）です。環境整備実習となります。午後
日（土）
時スタートです。Mio
です。Mio 浦和（裏面地図参
浦和
照、URL http://www.mio-u.com/）に集合してください。終了後には、ワンコイン交流会もあります。オブザーバ
ーの参加も大歓迎です！

◆賛助会員

埼玉りそな銀行、武蔵野銀行 浦和支店、埼玉縣信用金庫、有限責任監査法人トーマツ さいたま事務所、

㈱ＩＣＳＴ、大起理化工業㈱、プライムメディカ㈱、㈱ブライナ、武蔵野総業㈱
〒338338-0013 さいたま市中央区鈴谷２－７９４ Mio 浦和
特定非営利活動法人 さいたま起業家協議会
URL http://www.saitama-kk.org/

TEL 048FAX 048048-851851-7566
048-856856-9746
理事長 佐原 雅史
編集 山口 恵美子
E-mail
info@saitama-kk.org

さいたま起業家協議会発行
平成26年5月10日

５月号
巻頭言

石崎

裕司

冬が長くて厳しいほど、
春の訪れは格別です。
（〜百花繚乱の北海道より〜）

News. Vol. 14６

Ｈ26.5.1石崎撮影「五稜郭の桜」

What’s new 最近の活動
・4月19日（土）16時より毎年恒例の環境整備及び例会が開催されました。
Mio浦和からＪＲ埼京線 南与野駅前までの往復でのゴミ拾いを約１時間行った後は
起業塾（会員発表）として「環境整備と経営」について、太田相談役より発表された
貴重なお話に参加者も改めて環境整備の実践の重要性と経営の基本を学ぶ機会となり
ました。
・6月21日(土)に開催予定のビジネス交流会について、こころの塾「道塾」を創設さ
れた境野勝悟氏をお迎えし、「論語に学ぶ経営哲学」というテーマでご講演頂くこと
に決定した旨、報告がありました。
・5月2日（金）、役員会が開催されました。

Topics

5月のそら豆

野菜の食卓

代表

環境整備の後の爽快な笑顔

白戸 啓子

未熟な豆が野菜として登場するのは桜の季節が終わった頃からです。晩生(おくて)の冬野菜と
早生(わせ)の夏野菜の間を埋めるように、野菜の売場にはさわやかな黄緑色のさや豆が並び始め
ます。グリンピース、スナップエンドウ、絹さや、そしてその大きさでひときわ存在を放つの
はそら豆です。
そら豆という響きにハーモニカほどもある大きな莢が５月の青い空に向かって力強く伸びてい
く姿を重ね合わせてしまいます。莢を割るとその頑丈なさやからは想像もできない真っ白でふわ
ふわの綿のベッドの上に愛らしい豆がゆったりと収まっています。種の保存という自然の理を美
しい造形で見せてくれます。さやを開いて豆を取り出す作業は、眺めたり、触れたりの癒しのひ
とときです。
そら豆の主流は一寸そら豆でその名の通り３㎝ほどもあります。新鮮なうちに莢ごと網で焼いたり、一
粒づつ取り出して塩ゆででいただくのが一番の味わい方です。おはぐろと呼ばれる縁の黒い筋の包丁目から薄
皮を剥いて口に入れると硫黄分を含んだような独特の香りと滑らかな歯触りが広がります。両手いっぱいの莢
を割っても採れる豆はわずか一握り分。採りたてを大量にいただいた時にはこの貴重な豆を惜しげもなく使っ
て炊き込みご飯を作ります。白いごはんに上品な緑色と香り、ほっくり感がなんとも贅沢です。
日本の高い農業技術の象徴、大きなそら豆。かつては乾燥して保存食とされていた小ぶりの豆の面影はどこ
にもありません。そら豆は平和で豊かな今の日本の象徴でもあるようで、初夏のころビールと一緒につまむと
き、ますます深い味わいです。

Schedule

今後の活動予定

■月例会(起業塾) 5月16日(金) 午後6時15分～
新都心ビジネス交流プラザ4階にて開催します。ワンコイン交流会もあります。オブザーバーの参加も大歓
迎です！起業塾の前は、定時総会となります。一般会員の皆様もオブザーバーとしてご出席ください。
■ビジネス交流会 6月21日(土) 午前9時～
ビジネス交流プラザ4階にて開催します。本年度は、境野 勝悟氏に『「論語」に学ぶ経営哲学』というタイ
トルでご講演頂きます。多くの方のご参加をお待ちしております。
◆賛助会員 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行 浦和支店、埼玉縣信用金庫、有限責任監査法人トーマツ さいたま
事務所、㈱ＩＣＳＴ、大起理化工業㈱、プライムメディカ㈱、㈱ブライナ、武蔵野総業㈱
〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷2-794 Mio浦和 TEL 048-851-7566 FAX 048-856-9746 E-mail info@saitama-kk.org
特定非営利活動法人さいたま起業家協議会 理事長 佐原 雅史 編集 事務局 URL http://www.saitama-k.org/

さいたま起業家協議会発行
平成26年6月10日

６月号
巻頭言

太田

昇

悲観主義は気分によるものであり、
楽観主義は意思によるものである
by アラン（フランスの哲学者）

News. Vol. 147

（月刊誌『致知』2014年7月号より）

What’s new 最近の活動
・6月２１日(土)に開催予定のビジネス交流会について、経営支援委員会より、進捗状況の報告と当日の
運営に関する話がありました。
・「さいたまベンチャー社長塾第5期」について、スケジュールの確認を行いました。6月末締切り。
また7月30日が入塾式予定である旨、会員支援委員会から連絡がありました。
・６月７日(土)、役員会が開催されました。

Topics

「健康は口から」

無痛はり・はりきゅう専門

たまはりきゅう院 田巻和洋
http://www.tamahariq.jp/

臨床から「口の中に金属の詰め物の多い人に やっかいな症状をもったひとが多い」という傾向がみら
れます。歯の詰め物、被せ物に用いられる金属は、水銀、金、銀、亜鉛、銅、パラジウムなどの合金です。
これらの金属が溶け出し人体へ悪い影響を与えている可能性があるのです。たとえばアトピー性皮膚炎を
はじめとした原因不明の皮膚症状がある場合はまず金属アレルギーを疑ってみる必要があります。アマル
ガム（水銀化合物）による掌蹠(しょうせき)・膿疱(のうほう)症は比較的に有名です。
一方、当院では異種金属をツボに接触させ「経絡のゆがみを改善→症状をなくす」といった治療も行っ
ています。注意すべきは金属の接触時間が長すぎるとドーゼオーバーとなり状態が悪化することもあると
いうこと。つまり、金属は良くも悪くも全身に何らかの影響をおよぼしている可能性が高いことが予測で
きます。
当院において口腔内を金属フリーにすることで難治性の皮膚疾患や胃腸障害が改善していく
症例をみてきました。
日本では歯科治療に金属を使うのが標準になっていますが、金属フリー（セラミックなどへ
置換）にしたほうが安心と思われます。

新会員紹介

こころの共育研究所 庄司順子

はじめまして、「こころの共育研究所」代表の庄司順子です。
個人、起業家の為の「心を整え、前進する力をとり戻すメンタルサポート」を行っています。
皆さんは、悩んでいる時、モヤモヤしている時どうされていますか？話すことは、手放すこと。
手放すことで気づきがおこる。話すことのメリットは、想像以上です。
今後のビジネスの方向性、人との関係修復（部下、親子、夫婦など）いつも同じパターンで
負の感情を感じるなどお気軽にご相談下さい。心が軽くなる、心が元気になれば 道は開ける！
コミュニケーション、コーチング、タイムマネージメントの講座も承っております。

Schedule

今後の活動予定

■月例会(ビジネス交流会) 6月21日(土) 午後２時～
ビジネス交流プラザ4階にて開催します。本年度は、境野 勝悟氏に『「論語」に学ぶ経営哲学』というタイ
トルでご講演頂きます。多くの方のご参加をお待ちしております。参加の際は、裏面の申し込み書をご記入の
上、FAXでご送付ください。
◆賛助会員 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行浦和支店、埼玉縣信用金庫、有限責任監査法人トーマツさいたま
事務所、大起理化工業㈱
〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷2-794 Mio浦和 TEL 048-851-7566 FAX 048-856-9746 E-mail info@saitama-kk.org
特定非営利活動法人さいたま起業家協議会 理事長 佐原 雅史 編集 事務局 URL http://www.saitama-k.org/

さいたま起業家協議会発行
平成26年7月１０日

7月号
巻頭言

佐原

雅史

私が私を捨てれば、そこにあなたがいる。
あなたがあなたを捨てれば、そこに私がいる。

News. Vol. 148

出典：山本紹之介『言葉のしずく』

What’s new 最近の活動
・6月14日(土)創業ベンチャー支援センター埼玉において実践!会社設立・起業セミナー
が31名の参加者で開催されました。起業体験は会員の㈱ボイスクリエイションシュクル
の佐藤恵氏が「声磨き」や会社経営について熱く語っていただきました。（写真上）
・6月21日(土)ビジネス交流会開催(写真下)…本年度は道塾の境野勝悟先生に「論語に
学ぶ経営哲学」というテーマでご講演頂きました。経営者としての正しい考え方など、
多くの気づきがあるご講演でした。懇親会では、多くの方々が名刺や情報交換を通して
で交流を深め、盛会となりました。ご参加頂きました皆様、ありがとうございました。
・7月5日(土)役員会が開催されました。
（熱弁の境野先生）➡

Topics

「健康診断の基準値が変わる？」

↑佐藤会員の起業体験

一般社団法人 地質・防災普及協会 代表理事戸邉博美 （保健師）

「健診（健康診断）の基準値が緩和される」との報道が、今年４月
にテレビや新聞に流れ、世間の耳目を集めました。この報道を耳にさ
れた方の中には、「新しい基準値なら、好きな物を我慢しなくてもい
い」と感じられた方も多かったと思います。しかしこれは、あくまで
も日本人間ドック学会と健康保険組合連合会が行った中間報告であり、「煙草を吸わず、病気の治療や医薬の
「内服を受けていない人」という限られた条件の方を対象としたもの
です（付表）。そして、この条件下でも、新しい基準値の上限に近い
値を示す方が少なくなかったのが真相です。したがって、現在のとこ
ろ、健診の基準値がすぐに変わることはないと思われます。
また、健診の基準値は、将来の発病リスクが一定以下になる閾値(ｼｷ
ｲﾁ)から逆算して決められたものであり、１つの目安に過ぎません。
（平成26年4月5日発行 中日新聞の記事より）
そのため、健診の結果は、基準値未満で安心といった機械的なものではなく、過去の結果や基準値と比較しな
がら総合的に判断すべきものです。
我々保健師の仕事は、このような総合的な判断を示すとともに、改善を必要とする方には具体的な方法を提
供することと考えております。いつまでも健康で、明るく元気に過ごせるよう、年1回の健診は受け、必要な
らば保健師を存分に活用して頂きたいと思います。

Schedule

今後の活動予定

■起業家セミナー開催のお知らせ：７月16日（水）18時より戸田市起業支援センターオレンジキューブにて
第２回起業家セミナーを開催いたします。今回は、静谷会員を講師に「なぜ今、起業・独立したいと考えたの
か？」をテーマに起業体験についてお話しいただきます。※参加費無料※参加希望者は裏面を参照ください。
■月例会(起業塾)：７月18日（金）18時より戸田市起業支援センターオレンジキューブにて起業塾を出張開
催します。多くの方のご参加をお待ちしております。参加の際は、裏面の申し込み書をご記入の上、FAXでご
送付ください。
◆賛助会員 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行浦和支店、埼玉縣信用金庫、有限責任監査法人トーマツさいたま事
務所、大起理化工業㈱
〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷2-794 Mio浦和 TEL 048-851-7566 FAX 048-856-9746 E-mail info@saitama-kk.org
特定非営利活動法人さいたま起業家協議会 理事長 佐原 雅史 編集 事務局 URL http://www.saitama-k.org/

さいたま起業家協議会発行
平成26年８月１０日

８月号
巻頭言

横井

博之

「素直にありがたさを認める」－松下幸之助－
今、こうして自分があるのも全て
周りの人のごひいきのおかげです。

News. Vol. 14９

（写真「サンクトペテルブルク」横井氏撮影）

What’s new 最近の活動
・7月18日(金)恒例の出張起業塾を戸田市起業支援センターオレンジキューブにて
開催いたしました。「起業家が知っておくべき契約実務」と題した行政書士の大森
靖之会員の発表は多くの質疑応答もあり、交流会も20名ほどで盛況となりました。
・7月30日(水)第5期さいたまベンチャー社長塾入塾式が行われました。塾長であ
る太田理事相談役のもと第5期生4社((株)ニソールの田崎様、(株)想画の田中様、
(株)ハッピースマイルの佐藤様、(株)ウォッチ･ホスピタルの北川様)とサポート塾生
11社でのスタートとなります。関係者から多くのエールをいただきました。
・８月2日(土)役員会が開催されました。

Topics

会社・法人を強制解散されないようご注意ください！

さいたまベンチャー社長塾入塾式

司法書士

中田真人

この秋、法務省により休眠会社の解散が強制されます。

＜強制解散させられる休眠会社＞
・「直近の登記」の日が平成 14 年 11 月 16 日以前の株式会社
・「直近の登記」の日が平成 21 年 11 月 16 日以前の一般社団法人又は一般財団法人
「直近の登記」とは、次のうち最後に行なった登記のことです。
設立、名称・住所・事業目的の変更、役員・理事・株式・資本金などの変更
※会社の登記証明書や印鑑証明書をとることは「直近の登記」ではありません。
＜対象外の会社・法人＞ 次の会社・法人は対象外なので大丈夫です。
・有限会社、合同会社、合名会社、合資会社
・ＮＰＯ法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人、学校法人、管理組合法人、協同組合
・設立登記日が平成14年11月17日以降の株式会社
・設立登記日又は移行の登記日が平成21年11月17日以降の一般社団法人又は一般財団法人
対象の会社又は法人が強制解散を避けるためには、平成27年1月19日までに、登記所に届出をする必要
があります。詳しくは当事務所までお問い合わせください。http://www.nakata-shihoshoshi.com/

Schedule

今後の活動予定

■月例会(起業塾)※会員限定：８月８日（金）18時よりMioオフィス様と合同の暑気払いを行います。
■月例会(起業塾)：９月１９日（金）18時30分よりこの春オープンのMio川口にて出張開催いたします。新築
施設でのオフィス見学会も予定しております。また起業塾前の17時30分より起業講座を行いますので、新会
員だけでなく、多くの皆様のご参加お待ちしております。（詳細は裏面参照）
◆賛助会員

埼玉りそな銀行、武蔵野銀行浦和支店、埼玉縣信用金庫、有限責任監査法人トーマツさいたま事務所、大起理化工業㈱

〒338‐0013 さいたま市中央区鈴谷2‐794 Mio浦和 TEL 048‐851‐7566 FAX 048‐856‐9746 E‐mail info@saitama‐kk.org
特定非営利活動法人さいたま起業家協議会 理事長 佐原 雅史 編集 事務局 URL http://www.saitama‐k.org/

さいたま起業家協議会発行
平成26年9月１０日

9月号
巻頭言

田幡

悦子

『まず与えよう』

News. Vol. 150

世の中にはお互いに与え合い、与えられ合うことによって成り立っている。それ
はお金とか品物といった物質的な面もあれば、思いやりといったような心の面も
ある。…人間には、他からもらうことも嬉しいが、他に与え、他を喜ばすことに
より大きな喜びを感じるということがあると思う。そういう喜びをみずから味わ
いつつ、しかも自分を含めた社会全体をより豊かにしていくことができるのであ
る。『まず与えよう』これを合言葉にしたいと思うのだが、どうであろうか。
道をひらく（173頁）松下幸之助

What’s new 最近の活動
・8月８日(金)Mioオフィス様との合同暑気払いが開催されました。多くの会員の参加で賑やかな会合となりました。
・8月25日(月)第５期目を迎えた「さいたまベンチャー社長塾」。牟田学先生の「販売戦略塾」が
新塾生４名、先輩塾生１１名の１５名で開催されました。先ず社長の人生計画・理念について、
時にはジョークを交えての第１回目講義が楽しくスタートしました。
・8月30日(土)「創業準備の”イ・ロ・ハ”」セミナーが開催されました。
定員30名を上回る参加を頂き、好評でした。
→写真：社長塾の様子
・9月6日(土)役員会が開催されました。
↑写真：暑気払いの様子

Topics

「補助金制度は知らないと損」

中小企業診断士･認定事業再生士 楢村淑子

✉yoshikonaramura@yahoo.co.jp
今回は国の施策の一つである、「創業補助金（創業促進補助金）」についてお話しします。この制度は、新たに
起業する方のビジネスを「補助金」という形式で国が支援するもので、昨年度から数回にわたり補助金の申請公募
を実施してきました。日本は、廃業率が上昇し開業率が減少傾向にある状況が続いています（グラフ参照）。また、
開廃業率もアメリカでは10％程度で推移しているのに対し、日本は５％程度にとどまっているため、本補助金は、
産業の新陳代謝を促し開業率を上げる施策となっています。採択された方は、創業に関する費用の2/3（最大200
万円）を受け取ることができます。
直近の補助金申請は、6月30日に締切られましたが、その結果が8月29日に公表されています。平成26年3月
25日から6月30日までに7,649件の応募があり、2,363件の補助金の交付先が決定しました。うち、埼玉県での
採択は77件で、全体の3.3％でした。日本の人口に占める
埼玉県民の割合が5.6％程度ですので、単純にこの比率で考
えると全国平均を下回っており、少し残念な結果です。
これを踏まえて考えると、補助金や助成金制度等の仕組みや
活用を、私のような業務に従事する者や、関連する団体等が
積極的に紹介する必要があるのではないかとしみじみ感じて
おります。補助金に関しては、その内容や時期をタイムリー
に知るには？という課題がありますので、積極的にアナウン
スして、情報提供に努めていきたいと思っています。
(グラフ：厚生労働省「雇用保険事業」をもとに厚生労働省制作担当参事官室にて作成)

Schedule

今後の活動予定

■月例会(起業塾)：９月１９日(金)１８時３０分より、この春オープンのＭｉｏ川口にて出張開催いたします。新築施設でのオ
フィス見学会も予定しております。また起業塾前の１７時３０分より起業講座を行います。新会員だけでなく、多くの皆様のご
参加おまちしております。(詳細は裏面参照)
■第１０回懸賞付学生自由研究発表会：９月３０日論文提出締切です。今年は２８組の学生の方々がエントリーしております。

◆賛助会員

埼玉りそな銀行、武蔵野銀行浦和支店、埼玉縣信用金庫、有限責任監査法人トーマツさいたま事務所、大起理化工業㈱

〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷2-794 Mio浦和 TEL 048-851-7566 FAX 048-856-9746 E-mail info@saitama-kk.org
特定非営利活動法人さいたま起業家協議会
理事長 佐原 雅史
編集 事務局 URL http://www.saitama-k.org/

さいたま起業家協議会発行
平成26年１０月１０日

１０月号
巻頭言

山口恵美子

「経営者は、心眼をもって物事の本質を見なければならない」
News. Vol. 15１

What’s new

（サイト「上甲晃塾長一日一語」
バックナンバー９月２２日より）

最近の活動

・９月１７日(水)戸田市起業支援センターオレンジキューブにて、「起業家のための販路開拓手法とＰＲ法」と題し
た行政書士の田幡悦子理事のセミナーが行われました。
・９月１９日(金)出張起業塾が、この春オープンのＭｉｏ川口にて開催されました。太田相談役による
起業講座「入門編」と㈱ＩＣＳＴの横井社長による起業塾が行われ、ともに貴重な内容で盛況とな
りました。
起業講座の様子→
・１０月４日(土)役員会がありました。

くすのき測地登記

Topics

土地家屋調査士

野沢 豊

準天頂衛星システム（参考ＵＲＬ http://qz-vision.jaxa.jp/）
結構なニュースなのに世間的にはあまり知られていない話に、準天頂衛星システムがあります（初号機名 みちび
き）。測量をなりわいとする調査士にとっては結構厄介なことになりそうな代物で、初めて聞いたときには少々辟
易いたしました。
簡単に言うと「みちびき」は、恐ろしく高性能な国産のＧＰＳのことです。ご存じのとおり、本家のＧＰＳはア
メリカが無償提供している全地球的な測位システムのことですが、日本は山が多く平地が少ないうえに高い建物が
密集しているために、測位に理想的な角度で衛星を捕まえるのは容易ではなく、求めるデータを獲得するために時
間も費用もかかっていました。
「みちびき」は測位に最も有利な日本の天頂（真上）にあり、既存のＧＰＳシステムを強力に補完し、現在すで
に運用されています（2019 年までにあと３機追加配備の予定）。測位精度は既存の千倍、位置誤差は１センチと
言われ、将来、列車やクルマの無人運転のための重要なインフラとなるのは間違いなさそうです。
厄介と言ったのは、既に実用化されているスマホの測量アプリでこのデータを利用できるようになると、一般の
人が手軽に高精度な面積測量をできるようになる可能性が高いと考えるからです。（ 但し実測と
境界確定は似て非なるものではありますが ）
ＩＴで生まれる仕事もあればなくなる仕事もあります。多分なくなる仕事の方が圧倒的に多い。
先端技術が半年で陳腐化する現在、自分の業態の将来性について折々に注意しておかなければな
らないのは大企業だけではない、と気づかされた昨今でありました。

Schedule

今後の活動予定

■月例会(起業塾)：10月１8日(土)１８時３０分より、新都心ビジネス交流プラザ４Ｆ会議室にて開催いたします。
会員だけでなく、多くの皆様のご参加おまちしております。(詳細は裏面参照)
■第１０回懸賞付学生自由研究発表会：１１月８日(土)１３時より開催されます。
◆賛助会員 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行浦和支店、埼玉縣信用金庫、有限責任監査法人トーマツさいたま事務所、大起理化工業㈱
〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷2-794 Mio浦和 TEL 048-851-7566 FAX 048-856-9746 E-mail info@saitama-kk.org
特定非営利活動法人さいたま起業家協議会
理事長 佐原 雅史
編集 事務局 URL http://www.saitama-k.org/

１１月号
巻頭言

さいたま起業家協議会発行
平成26年１１月１０日
静谷

雅人

自分を信じることなくして
いったいどうやって将来の成功のための第一歩を
踏み出すことができるのでしょう。

News. Vol. 15２

あなたの信念が

人生を切り開いていくのです。

～マーク・フィッシャー～

What’s new

最近の活動

・１０月１８日(土)例会が開催されました。起業塾では弁護士の峯岸孝治会員に「弁護士から見た、経営者の陥りや
すいトラブル」というテーマで、契約書の留意点、債権回収、労務問題等々経営者にとり、大変興味深い講義にな
り、20名を超える盛況となりました。
・10月21日㈫さいたまベンチャー社長塾第３回目が終了しました。第４回目は１１月２６日（水）サイボクハム
を訪問しサイボクの笹崎社長と牟田先生のお話を伺う予定です。
・１１月１日(土)役員会がありました。

Topics

福薗会計事務所 公認会計士・税理士 福薗 健

『継続企業の前提に関する開示』
主に公開会社を対象としますが、企業会計のルールに
『継続企業の前提に関する開示』というものがあります。
企業が作成する財務諸表は、企業が将来にわたって継続し
て事業活動を行うことを前提とした会計ルールに基づいて
作成されます。
しかし、企業はさまざまなリスクにさらされながら事業活
動を営んでおり、将来にわたって事業活動を継続できるか
どうかは確実なものではありません。
そのため、期末日時点において、『継続企業の前提』に重
要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合
であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するため
の対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実
性が認められるときは、財務諸表に注記することとされて
います。
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況としては、右記のようなものが列挙されていますが、
公開会社に限らず、あらゆる規模の企業に当てはまる内容
ですので、留意したいものです。

Schedule

【財務指標関係】
売上高の著しい減少
継続的な営業損失の発生又は営業キャッシュ・フ
ローのマイナス
重要な営業損失、経常損失又は当期純損失の計上
債務超過
【財務活動関係】
営業債務の返済の困難性
借入金の返済条項の不履行又は履行の困難性
新たな資金調達の困難性
売却を予定している重要な資産の処分の困難性
【営業活動関係】
重要な市場又は得意先の喪失
事業活動に不可欠な重要な権利の失効
事業活動に不可欠な人材の流出
法令に基づく重要な事業の制約

今後の活動予定

■月例会(起業塾)：1２月２０日(土)１７時００分より、新都心ビジネス交流プラザ４Ｆ会議室にて開催いたします。
会員だけでなく、多くの皆様のご参加おまちしております。(詳細は裏面参照)

◆賛助会員 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行浦和支店、埼玉縣信用金庫、有限責任監査法人トーマツさいたま事務所
〒338-0013 さいたま市中央区鈴谷2-794 Mio浦和 TEL 048-851-7566 FAX 048-856-9746 E-mail info@saitama-kk.org
特定非営利活動法人さいたま起業家協議会
理事長 佐原 雅史
編集 事務局 URL http://www.saitama-k.org/

さいたま起業家協議会発行
平成26年12月10日

12月号
巻頭言

千田

英博

テニスの錦織選手のいろんなインタビューを聞いた。
自分の心の動きを把握し、また、うまく表現する。
世界一という明確な目標を持ち、また、驕ることなく、
それを物静かに表現する。
大した男だ、好感の持てる男だ。

News. Vol. 15３

(写真:Tennis Magazine (テニスマガジン) 2015年 01月号 [雑誌] )

What’s new 最近の活動
・11月８日(土)第10回学生自由研究発表会が開催され、ノミネートされた4論文の発表及び
審査結果発表がありました。結果は以下の通りです。
埼玉県知事賞「カスタマイズ可能な高性能多機能ペンの設計製作および開発」
ものつくり大学 柏山蒼一郎様 他1名様
さいたま市長賞「温泉にすむ細菌の単離・培養 –草津温泉にすむ細菌で納豆を作る-」
↑発表後の交流会
埼玉大学 近藤久海香様 他2名様
産学連携賞「学生による評価を重視するアルバイト募集サイトの構築 –バイゴルのビジネスモデルの可能性-」
新潟国際情報大学 佐藤雄介様
さいたま起業家協議会賞「大月ヘルシーガイドの高度化と教育方法に関わる考察」
大月短期大学 長崎莉奈様 他1名様
・11月26日(水)第5期さいたまベンチャー社長塾の「販売戦略塾」にて「サイボクハム視察」が行
われました。サイボクハムの笹崎社長にご講話いただき、事業承継に関する取り組みと企業家精神
だけでなく、人としての生き方そのものに関しても考えさせられることが多い内容となりました。 ↑ｻｲﾎﾞｸﾊﾑ社長講話
・12月６日(土)役員会がありました。

Topics

『法的な書面はタイトルではなく内容で判断してください』
行政書士大森法務事務所

代表

大森

靖之

Blog：www.ameblo.jp/urawa-yasu18

Facebook：www.facebook.com/omoripartners

起業家が目にすることの多い契約書。「内容をよく精査せずに契約書にハンコを押してしまうと、過大な責任を
負ってしまったり、最悪トラブルに発展してしまうので、細心の注意を払う」ということはよくご存知のことと思
います。
ここで、私が契約に関するご相談をお受けする中で気になっていることがあります。それは「契約書ではなく覚
書なら何となく効力が弱そう」という誤解。
そもそも契約は、「相手との約束事（意思の合致）」があれば成立します。通常ビジネスシーンにおいては、
後々、契約の存否や内容に疑義が生じることのないよう、口約束のまま放置せず書面にしたためます。この書面の
タイトルは原則自由に決めてよいことになっていて、その代表格が「契約書」というタイトル。その他にも、「覚
書」をはじめとして、「合意書」、「協議書」、…etcと、タイトルのバリエーションが豊富であるという次第です。
つまり、相手との約束事が記載された書面に「契約書>覚書」のような優劣はありません。
従いまして、タイトルで判断するのではなく、あくまで「内容をよく精査してからハンコ
を押す」という姿勢を堅持することが肝要です。
参考文献：『契約用語使い分け辞典』日本組織内弁護士協会監修（新日本法規）

Schedule

今後の活動予定

■月例会(起業塾)：12月20日(土)１８時００分より定例会を開催します。また、起業塾前の１７時００分より起業講座を行いま
す。新会員だけでなく、多くの皆様のご参加お待ちしております。(詳細は裏面参照)

◆賛助会員

埼玉りそな銀行、武蔵野銀行浦和支店、埼玉縣信用金庫、有限責任監査法人トーマツさいたま事務所
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