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11　連載  できるe-Tax�
12　連載  企業訪問　㈱エグゼクティブプロテクション
13　連載  企業訪問　㈱ミズホコーポレーション
14　法人会の活動［7〜8月の法人会］
15　麻布街角物語�、濱崎先生の温灸教室⑫、
　　事務局から、編集後記
16　青年部会から、女性部会から、行事日程

２　会員増強月間始まる
４　麻布税務署人事異動
　　新署長インタビュー、署職員のご紹介
６　新会員のご紹介
７　税務署からのお知らせ
８　トップインタビュー  桂由美氏（㈱ユミカツラインターナショナル）

10　都税についてのお知らせ、熱血先生の経営指南�

●会員増強月間始まる

来る９月７日、ホテルはあといん乃木坂（南青山）にて、会員増強総決起大会を行います。
今年も昨年同様、加入率のアップを目指し、結束を固めて参りましょう！

〜昨年の決起大会の模様〜

本格的に会員増強に取り組む月間がいよいよ訪れました。
私たちは会員の皆様とともに１社でも多くの新しいお仲間を増やし、
充実した法人会活動を進めてまいります。

企業市民として立ち上がろう！
ゆくゆくは当会役員に。
　企業は営利ばかりを追求するだけではなく、地
域に根を下ろした一市民として貢献していくこと
が求められています。
　そこで、法人会という組織で、税制発展・企
業発展のために貢献してみませんか？将来的には、
当会の役員として活躍されることを期待します。
ご興味あります方は事務局までご連絡ください。
⇒　麻布法人会は７事業（総務、組織、事業、税
制、広報、厚生、
社会貢献）に分
けて活動してお
ります。

メリットの再確認を！
　とても多くの特典を用意しておりますので、ホ
ームページ等でご確認ください。
◦同封メールサービス
◦健康診断
◦東法連メンバーズローン
◦研修用DVD無料貸出し
◦企業紹介コーナー（無料）
◦会員割引協賛店舗割引利用
◦無料税務相談
◦無料貸会議室
◦保険共済（生損保・ガン等）
◦特定退職金共済
◦貸倒保証制度
◦保養施設・提携施設利用
など

法人会のネットワークは
全国100万社、麻布3878社
(2010年3月末現在)！
　法人会は正しい税知識を身につけ、積極的経
営を目指して社会に貢献する「善き経営者を目
指す者の団体」です。また、全国100万社の会
員企業、41都道府県に442の単位会を要する団
体として発展しております。

当会活動に
参加されていない貴社は、
まず第一に参加を！
　周りを見渡せば、多くのお仲間に囲まれてお
ります。実際に、法人会活動に参加しないとそ
のつながりを実感することはできません。さま
ざまな行事に参加すれば、同業・異業種の経営
者と知り合うことができ、悩みを打ち解け新た
な事業展開・経営感覚を磨くヒントにつながる
かもしれません。また、悩み等に対して当会地
域のリーダーが必ず真摯になって貴社と向き合
います。

  ■新会員ご紹介のお願い
  　新規入会者への特典として、10・11月にご入会いただいた企業には、入会後２カ月
  会費無料の措置を取っております。

10・11月は会員増強月間です。新しいお仲間を当会にお誘いください。
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体温を下げるといわれる、夏野菜のナス。トマトやジャガイモ、タバコなんかも、ナス科の遠い親戚だったりし
ます。e-Taxを利用すれば、申告期限間近でも自分のペースで申告ができるので大変便利です。

「麻布はお洒落で坂の多い街」

　この７月、新宿税務署長から転任してきた脇署長。麻布
の第一印象は？と何うと、
　「坂が多いですね。それと、お酒落な街や六本木ヒルズ
の中を通っての出勤は、非常に良い気分ですね。良い所に
来ました」との答えが返ってきた。
　各国の大使館、六本木ヒルズ、東京ミッドタウンや赤坂
サカスなどのモダンな街区には、新宿の大都会ともひと味
違う印象を持たれたようだ。
　署長は鹿児島県、薩摩半島の「南さつま市」ご出身。
　近くにあるのが「知覧特攻平和会館」。
　「知覧」は、戦争末期、若者が「特攻隊員」として飛び
び立った所。
　署長は言う、「知覧を一度訪ねてください。彼らの遺書
を読んでください。人が国のために飛び立っていった所で
す。ここは、観光する所ではなく体験する所です」と。
　若者たちは、家族や、国のため、自分の身を投げうった。
　今日の平和な日本は、彼ら特攻隊員の犠牲の上にある。
　彼らの魂は、蛍になって戻って来るという。
　今の日本の姿を見て、どう思うだろうか。

「適正公平な課税と徴収の実現」

　脇署長が税務職員になられたのは、昭和44年。
　きっかけは何ですか？と開くと、
　「地元には、お茶とみかん畑は沢山ありましたが、企業
はあまりなかったものですから、公務員を目指しました。」
とのこと。
　最初に配属されたのは、武蔵野税務署。
　「初めての調査に出かける際、鞄の中に、算盤と分厚い
税法を詰め込んで、笑われたことを覚えています」
　その後、大規模法人の調査をする国税局調査部に12年。

国税庁の総務課には11年と長くいた。
　「調査部は現在１千名を超える大きな部署でして、資本
金１億円超の法人の調査を担当していますが、国際取引の
増加に対応し、国際的な税務の専担者を大幅に増やしてい
ます。」
　「庁では、売上税法案の廃案と消費税の導入時の忙しさ」
が印象に残っているそうだ。
　麻布税務署での抱負はと聞くと
　「まず、職員に指示したのは『誠実で丁寧な対応と『透
明性のある行政』です。
　私どもの仕事の基本は、『適正公平な課税と徴収』ですが、
大多数の人は、真面目に申告し納税しています。
　しかし、中には、不正にまぬがれようとする者もいる。
こういう者は許して置けません。
　この麻布税務署管内は、国際取引や外国人の方が多く、
非常に多様性に富んだ仕事になりそうです。
　また、国税庁の重要課題として取組んでいるe–Taxにつ
いては、納税者の方の利便性の向上とともに、行攻の効率
化にもなります。現在、署を挙げて、会社と顧間税理士の
双方に利用をお願いしているところですが、法人会の役
員さんには、会社の申告とともに、個人の申告についても、
100％の利用が目標です。メリハリのある税務行攻を行う
ためにも、ぜひ積極的なご利用をお願いします。」
　なるほど、海外旅行では、日本人であることの誇り、あ
りがたさを実感することが多いが、署長の言われる「正直
者が馬鹿を見ない」世の中のためには、税務職員の努力以
上に、われわれが国民としての納税義務を遂行する誇りが
必要だろう。

「気力充実は健康から」

　脇署長の趣味は「体を動かすこと」だ。（それと「適正
な飲酒」も付け加えたいとのこと。）

●特集・麻布税務署人事異動

　「健康でなければ、良い仕事はできません」
　休日は、スポーツジムに通い、汗を流すことが多い。
　スポーツ観戦も好きで、中でもマラソン・駅伝が好き。
　当然、毎年正月三が日は「駅伝漬け」。
　見るだけでなく、毎年秋に行われる、東京国税局の管内
職員駅伝大会には自身出場もされている。
　この大会、４人一組で皇居を一周ずつ(５km)走り、合
計20kmを襷で繋ぐ。
　昨年は190チームの出場があったという。
　多くの職員達に囲まれ走っている楽(苦)しそうな署長の
顔が目に浮かぶ。
　また、署長は、少年野球の監督・コーチも長くされている。
　子供たちへの指導の基本は、低学年には、

　「ほめる。ほめる。ほめる。少し叱る。ほめる。」で、高
学年になると、
　「叱る。叱る。叱る。少しほめる。叱る。」が大事なこと
だという。
　一時期は、サッカーヘ流れていた子供たちも、最近また、
野球に回帰してきたよぅで「チーム作りも以前より、楽に
なった」との事だ。

｢明るく風通しの良い活気ある職場｣
をめざして

　インタビュー時、署長は「280人の職員の名前と顔を一
致させること。」を喫緊の目標としていた。
　「仕事の面だけでは、なかなか覚えられない。署のサー
クル活動なども利用して早く覚えたいですね。
　また、組織の和は職員相互間の昼間(仕事)の付き合いだ
けでは、生まれない。先輩後輩の人間的な付き合いなど、
さまざまな場面を通して育まれるものです。
　組織という言葉には、どちらも糸がある。糸を組んで糸
を織って、糸が絡まってこそ組織が強くなります。」

法人会への期待

　最後に、麻布法人会に期待することを伺った。
　「皆様には、区民祭り等におけるPR活動など、税務行政
に対するご協力、大変ありがとうございます。
　また、献血や、街の清掃など、変化の激しい地域での地
域に密着した活動は、本当に頭が下がります。
　サンエークラブは、若手経営者の研鑽の場として、テイ
ークラブは、女性経営者のオアシスとして、絆作りをして
おられる。ユニークなネーミングと同じように、麻布の特
色を生かした活動を期待します。

（取材：齋藤竹雄・須藤純男）

●特集・麻布税務署人事異動

あかやまぶき 2010.9 あかやまぶき 2010.9

日焼けした顔の、勇猛果敢な薩摩隼人。
幼少期には、生家の茶摘みを手伝ってい
たという、南国育ちの署長さんである。
スポーツ好きの颯爽とした身のこなしに
さわやかな南風が署内を吹き抜ける。

麻布税務署

脇　孝喜 署長

岡田ティー・クラブ部会長

淺沼サンエー・クラブ会長吉田法人会会長
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●税務署からのお知らせ●特集・麻布税務署人事異動

六本木ヒルズで開催されている「地球最古の恐竜展」が大変な好評だそうです。幅広い層が文化的に楽しめると
いうのはいいことですね。

「神田の水で産湯を使い･･･」「玉川の水で産湯を使い･･･」といった江戸っ子の啖呵は有名。江戸は早い頃から上
水道を整備され、当時としては近代的な都市だったそうです。

●新会員のご紹介 交流は、企業の力。
〔平成22年6月〜7月　21法人入会〕　     　　  　　　 　　　　　　  麻=麻布　六＝六本木　赤＝赤坂　青＝青山

麻10
麻13
麻14
赤3
赤11
赤21
青5
青6
青9
青15
青15
管外
麻3
麻13
赤7
赤17
青１
青1
青2
青3
青10

㈱MIC
㈱アーク・ナカムラ
㈱オフィス・ＷＡＮ
AM3Dジャパン㈱
HCソリューションズ㈱
日本ゴム履物協会
㈲シェアエンタープライズ
PASコンサルティング㈱
㈱エスト
㈱アイブルーム
㈱アイプラン
㈲Trinity Production
麻布成形㈱
(有)浅見製本所
多聞堂ビル㈱
㈱コアステージ
㈱日本開発
㈱メップス
ジャパンハーツ㈱
㈱ＢＪＭインターナショナル
㈳グルーヴ

西麻布4-11-2
東麻布2-26-12
麻布十番1-3-5
赤坂1-6-14
赤坂4-13-18
元赤坂1-5-26
北青山2-9-15
南青山3-1-36
南青山5-4-35
南青山3-11-10
南青山3-7-16
渋谷区広尾5-16-2
千葉県浦安市鉄鋼通り1-9-3
東麻布2-16-2
赤坂2-13-19
赤坂8-6-27
南青山1-4-2
南青山1-10-2
南青山2-2-15
北青山1-4-1
南青山6-12-12

イベント企画
建設
芸能プロダクション
ソフトウェア販売
医療機器販売
ゴム履物製造業者任意団体
健康食品宣伝広告
コンサルティング
テレビ番組制作
プロジェクトマネジメント支援
建築設計・施工・不動産仲介
広告・WEBコンサルティング
鉄鋼
製本
不動産
不動産仲介
不動産
経営コンサルティング
メディア・広報
航空機関係
音響製作

5485-5312
3560-5491
5545-5531
3568-7783
5545-1363
3408-7393
3532-5581
6447-0345
5485-7530
3403-5126
6459-2311
6450-4608

047-353-9101
6697-6596
3582-1621
6804-1595
5414-3701
6438-1901
5843-4546
6804-6391
5468-2680

6月

所属支部 法　人　名 住所（東京都港区） 業　　　　種 電　話（03） 入会

①佐賀県
②読書・ウォーキング
③「明るく・正しく」
よろしくお願いします。

法人第3統括官

福
ふ く ち

地　栄
さかえ

①宮崎県
②散歩
③強く、正しく、
　頑張ります

法人審理上席

姫
ひ め の

野　雄
ゆ う じ

二

①宮城県
②野球・ゴルフ・渓流釣り
③現実を受け入れる勇気か
　ら物事の好転は始まる。

副署長(法人担当)

高
たかはし

橋　敏
としあき

明

①福岡県
②ドライブ
③審理2年目になりました。
　よろしくお願いします

法人審理官

中
なかとう

藤　修
しゅうじ

治

①千葉県
②サッカー・ラグビー・
　スキー
③Practice makes perfect.

副署長(法人担当)

秋
あきもと

元　秀
ひでひと

仁

①千葉県
②読書
③「わかりやすく丁寧に」
　を心掛けます

源泉審理上席

鈴
す ず き

木　礼
よ し み

美

①北海道
②自転車
③自然体
皆様、どうぞよろしく！

法人第1統括官

中
なかやま

山　勝
かつのり

則

①宮崎県
②読書
③一所懸命励みます。

源泉審理官

山
やまもと

本　壮
まさあき

朗

①東京都
②旅行・スノーボード
③新任ですが、10年ぶり２回目の勤務
　になります。よろしくお願いします

法人第2統括官

前
まえはら

原　一
いちろう

郎

部門
法人4部門
法人5部門
法人6部門
法人7部門
法人8部門
法人9部門

名前

池
いけ

　森
もり

　信
のぶ

　雄
お

牧
まき

　野
の

　隆
たか

　司
し

澤
さわ

　田
だ

　　　守
まもる

大
おお

　澤
さわ

　義
よし

　之
ゆき

宮
みや

　崎
ざき

　康
こう

　憲
けん

鈴
すず

　木
き

　正
しょう

　一
いち

出身地
北海道
福島県
北海道
東京都
北海道
東京都

前任
2年目
2年目
神田

麻布・管理運営
杉並

4年目

部門
法人10部門
法人11部門
法人12部門
法人13部門
法人14部門

名前

阿
あ

　部
べ

　健
けん

　治
じ

戸
と

　田
だ

　光
みつ

　雄
お

早
はや

　津
つ

　博
ひろ

　夫
お

濱
はま

　村
むら

　卓
たく

　也
や

大
おお

　口
ぐち

　克
かつ

　也
や

出身地
山形県
群馬県
静岡県
東京都
北海道

前任
2年目
東京局
3年目
東京局
中野

麻布税務署

①出身地
②趣味
③好きな言葉
その他一言

7月

※詳細は、源泉徴収義務者の皆様に後日送付予定の「平成22年分年末調整等説明会開催のお知らせ」をご覧い
　ただくか、次の問い合わせ先にお尋ねください。
■説明会、源泉所得税関係　麻布税務署（源泉所得税担当）　03（3403）0591 
■用紙請求、法定調書関係　麻布税務署（管理運営部門）　　03（3403）0591 
※自動音声案内にしたがって、説明会、用紙請求（源泉所得税関係・法定調書関係）については「２」番（税
　務署）を選択してください。なお、年末調整のしかたなど国税に関する一般的なご相談については「１」番
　を選択し、電話相談センターをご利用ください。
■給与支払報告書関係　　　港区役所（税務課）　　　　　　03（3578）2111　内線 2593〜2609
※なお、法人会におきましても次のとおり、源泉部会の会員を対象に同様の説明会を開催する予定です。是非
　ご参加ください（事務局より）。

　源泉徴収事務の総まとめである年末調整の時期が近づいてまいりました。
　港区役所との共催により、年末調整のしかた並びに法定調書及び給与支払報告書についての説明会を以下の
日程により開催いたします。

開催日 時　間 会　場

11月５日㈮
  9：45〜12：00
13：45〜16：00

麻布税務署　別棟１階会議室

開催月日 時　間 対象地域

11月９日㈫
10:00〜12:00 赤坂1〜6・元赤坂・元麻布

11月10日㈬
10:00〜12:00 東麻布・南青山
14:00〜16:00 麻布十番・北青山・六本木

14:00〜16:00 赤坂7〜9・麻布台・麻布永坂町
麻布狸穴町・西麻布・南麻布

会　場
メルパルクホール　芝公園2-5-20
　JR浜松町駅（北口）徒歩10分
　都営三田線　
　　芝公園駅（A3出口）徒歩3分
　都営浅草線・大江戸線
　　大門駅（A3出口）徒歩5分

　平成22年分の法定調書（源泉徴収票及び支払調書）の作成と提出にあたり、次の点にご注意ください。
①提出する法定調書の下部にある「署番号」及び「整理番号」欄には、次の番号を正しく記載してください。
　●「署 番 号」……「０１１１３」です。（麻布税務署の署番号です。）
　●「整理番号」……法定調書合計表の「整理番号」（８桁）です。
②法定調書の提出枚数は、原則として１枚です。非居住者分については、２枚提出願います。
③法定調書の提出に当たっては、税務署から後日お送りする「法定調書合計表」に所要の事項を記載の上、法
　定調書と一緒に提出してください。
　　なお、この法定調書合計表は、機械読み取り用の「OCR用紙」ですので、折り曲げたり、汚したりしない
　ようお願いします。
④法定調書の提出範囲等の詳しい内容については、「平成22年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と
　提出の手引」を参照してください。
⑤光ディスク（CD、DVD）磁気ディスク（FD、MO）により、法定調書を提出することができます。（合計
　表は紙による提出となります。）なお、提出に当たっては、事前に「支払調書等の光ディスク等による提出
　承認申請書」の提出が必要になります。（詳しくは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/houtei3.htm）
⑥国税電子申告・納税システム（e-Tax）により、すべての法定調書及び同合計表について作成・提出するこ
　とができます。（詳しくは、 http://www.e-tax.nta.go.jp）

平成22年分の法定調書の提出期限は、平成23年１月31日（月）です。

年末調整説明会の開催

法定調書の作成と提出のお願い

法定調書は、e-Taxでの提出が便利です。ぜひご利用ください。
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●特集・トップインタビュー ●特集・トップインタビュー

日本のウエディングを
世界一美しいものに

「私ならできる」と信じて

　ブライダルの仕事は、はじめからビジ
ネス第一として考えずにいたそうだ。「母
が経営する洋裁学校の副園長をしていた
とき、生徒の卒業時にウエディングドレ
スの制作にあたりました。素材探しなど
で一緒にお店をまわるうちに、生地やア
クセサリーなど何もないことを痛感しま
した」当時の花嫁衣裳は和装が主流で、
ウエディングドレスの需要はわずか３％
だった。　
　「当時の生徒に『先生、お店開いてあ
げたら人助けになりますよね』そう言わ
れて、たとえ３％でも不便な思いをして
いる人たちの力になりたいと思って、社
会事業のつもりで始めたんです。だから

長続きしたのかなと。日本で初めてのブ
ライダルファッションデザイナーになる
のは、すごく夢があってやりがいがある
と思ったし、ブライダルの仕事は、結婚
する人たちに大きな夢や喜びを与えられ
ると思ったんです。なにより人の役に立
つことが好きなので、この仕事は自分に
向いていたと思います」
　お客様の悲しみや喜びを、自分のこ
とのように共有する思いやりの気持ちを、
ごく自然に身につけている。それは、母・
みつ子さんから受け継いだ天性のものだ
ろうか。「母が皆さんの役に立ったこと
は、単に洋裁を教えるだけではなく、そ

れを仕事につながるようにしたこと。編
みあがった作品を出版社に納品して、本
に掲載されつつ、制作費として受け取っ
た料金を皆さんに分ける。それで近所の
人たちは喜んで集まってきたのが、学校
法人の母体になったんですね。大勢の人
のためになるのが母の生きがいで、私は、
ブライダルの仕事でそれを感じているん
です」

活躍の場はよりグローバルに

　「お店を開く前に、海外の結婚式を視
察するため約1年かけて世界中をまわり、
その時に気付いたことを手帳に書いて、

一つずつ実現してきました。その中の一
つに、伝統と革新の両立というのがあり
ます。ウエディングドレスの需要が増え
ることによって、和装が衰微することが
ないように両立しなければならないと思
ったんです。民族衣装の中でも、最も芸
術性が高いのは日本の着物だと思ってい
ます」
　世界を廻る中で、民族衣装が失われつ
つあるヨーロッパの現状が、やがてアジ
アに及ぶ危機感を強く抱いていた。その
体験をもとにアジア各国にブライダル協
会の発足を呼びかけ、婚礼の場における
民族衣装の継承の輪を広げるべく、年に

一度「アジアブライダルサミット」を開
催し、今年で13回目を迎える。
　世の中の流れを的確に読み取り、積極
的に行動を起こしてきた。「『グリーンウ
エディング』というものを、これから目
指しています。エコ素材を基準にしよう
と色々な企業と話し合い、商品化するた
めにウエディングドレスの素材を研究中
です」お客様のニーズは自分たちがつく
りだすもので、そこからまた新たなニー
ズが生まれると信じて、常に勉強してい
る。「デザイナーは、新しいことに絶え
ず取り組んでいかないと。ここで止まっ
ていてはだめ、少しでも伸びようと、ス
タッフへも事あるごとに話しています」

夢は限りなく大きい

　アイデアの種は様々なところから拾い、
仕事に活かしている。「数年前にセブ島
でひょんなことからスキューバダイビン
グをして、病みつきになりました。初
心者なのに水中からなかなか上がってこ
ないから、すごく周りに心配されまし
た。映像で見るのとは全然違うなと思っ
て。本当に体験してみないとあの美しさ
はわからないですね。それで、その翌年
のパリコレのテーマは『海』になりまし
た」イキイキとした声から、海の世界を
目にした感動が伝わってくる。
　一つひとつのお話から、今の仕事への
誇りと情熱を感じた。「ブライダルの仕

事は、私の天職だと思っています。結婚
する人がいる限り、この天職は生きてく
ると」心底好きという気持ちを原動力に、
これからも、ブライダルの世界に大輪の
花を咲かせてくれるだろう。

（取材：須藤純男・C.M  文責：神山亜由子）

　「ブライダル」と聞けば、誰でも何かしらのイメ
ージがわくだろう。この言葉が日本のどこにもなか
った時代、ブライダルのあらゆる要素を初めて発信
したのが桂さんだ。

桂 由美氏

1999年に開催したローマオートクチュールコレクションでのフィナーレ

クラフト感溢れるウエディングドレスは大人婚に相応しい至極の１着です。
ドレス　レンタル商品(ＡＫ10091)
ユミカツラパリオートクチュールフォーレンタル（桂由美ブライダルハウス本店５階）
お問合せ先　03-3403-7659(直通)

ブライダルハウス

◉好きな言葉◉
　「相手の立場に自分を置き換え
てものを考える」という孔子の
“恕の精神”。　

◉好きなもの◉
　花を見ることが大好きです。京
成バラ園が、1998年に「ローズ
ユミ」という新種の白いバラを作
ってくれました。

◉好きな色◉
　デザイナーには、あってはなら
ないと思っています。どんな色も
好きです。　

◉影響を受けたもの◉
　デザイナーは人の影響を受け
てはいけないと思っていますので、
「ない」ですね。「私は私」です。

◉コレクション◉
　ターバンを120個ほど。服に合
わせてコーディネートします。

▪桂由美氏プロフィール
ブライダルファッションデザイナー
東京都生まれ。共立女子大学卒業後、パリに
留学。1964年、日本初のブライダル専門店を
オープンし、翌年には日本初のブライダルフ
ァッションショーを開催。以来、日本のブラ
イダル文化の振興に尽力し、感動を与えるブ
ライダルシーンの創造者として世界21カ国で
ショーを開催するなどグローバルに活躍中。
著書に『世界基準の女になる！』(徳間書店)、 

「桂由美MAGIC」（集英社）など多数あり。

前ローマ法王ヨハネ・パウロ2世の祭服をデザイン
し献上（1993年）

今年１月のパリオートクチュールコレクションで
絶賛されたマリンリーフ素材（鯛のウロコを特殊
加工で染色したエコ素材）を使用した作品

和装の可能性を広げるため桂由美が考案した墨絵
オーガンジーの打掛

趣味のダイビングで海に魅せられ、’ 03年のパリ
オートクチュールコレクションで発表した辻が花
のジャパネスクドレス
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●都税についてのお知らせ

コーヒーは一般的にカフェインの作用で集中力を高めるといわれていますが、実は集中力とは関係ないという説
もあります。結局、気の持ちようということでしょうか？ 今年の夏も後半戦。残暑は相変わらず厳しいですが、実りの秋に向けてラストスパート！

●できる e-Tax

　化に対応できない。
◦後継者にプロの経営者としての
　教育がなされていない。
◦本業以外の活動に熱心で、本業
　をかえりみない。

◦過去の栄光に留まって革新ができな
　い。
⇒「そんな事は…」「今までやったこと
　がない。」
⇒社員は経営者の言いなり。
⇒革新的な改革ができない。
⇒動き始めた時には既に「手遅れ」
⇒倒産
老舗企業での根本的な問題
　「何を言ってもやらない体質」が蔓
延しています。

（例）
①メジャーな商品でも、時代の流れと
　共に顧客ニーズに合わせた変化が必
　要。
⇒「そんな事をしたら商品のイメージ
　に傷がつく。」
②販売方法を変えてみれば？
⇒「そんな事は長い歴史の中でやった
　ことがない。」

　再生のカリスマと言われる「事業再
生請負人」松本光輝先生の下で、36時
間にわたる事業再生の特訓を受けまし
た。
　松本先生は、過去40年にわたり飲食
業を中心に会社経営をしておりました
が、バブル崩壊時に25億円の個人負債
を抱え、その後３年半でその負債を解
消した経験があります。その会社を３
年かけて再生させるという独自の再生
術は他には類を見ません。また、依頼
を受けた会社は100％事業再生をして
いるという実績があります。
　事業再生は、「事業リストラ」と「財
務リストラ」からなります。その話は
また機会がありましたらご紹介します。
　今回は、再生の前にその勉強した中
で老舗企業の倒産についてお話します。
倒産への道筋
◦暖簾（のれん）の名の元に市場の変

③経営者の自宅の売却
⇒「そんな事したら世間になんと言わ
　れるか…」
④従業員の削減の提案
⇒「そんな事したらご先祖様に申し訳
　ない…」
こうした経営者の会社の社員は
◦「どうせ何を言っても聞いてくれな
　い。へたに逆らうとクビになってし
　まう。」
◦「だから言われた事だけやっていれ
　ばいいや。」
◦「社長が資産を売却し、その資金を

会社に入れてくれれば良い会社にな
るのになあ。でも本当のことは言え
ない。」
結末
　結局は毎年
何も変わらな
い。全てを景
気や政治のせ
いにして、時代の変化に対応せず、気
がついた時には既に手遅れ。
　こんな企業、聞いたことがありませ
んか？

事業再生請負人に聞く！
〜老舗企業の倒産への道筋〜
税理士・事業再生仕事人　飯島 一郎

●熱血先生の経営指南 �

Vol.26

【e-Taxの感想】  　広報委員　曽我　禎夫
　準備が面倒と思われるかもしれませんが、代理送信制度があるので、税理士に依頼してすぐに利用できまし
た。メリットも多いので、迷っている方はまず税理士に相談してみてはいかがでしょう。

昨年度に引き続き、平成22年度も

23区内の小規模非住宅
4 4 4

用地の
固定資産税・都市計画税を

減免します

耐震化のための建替え又は改修を行った
住宅に対する固定資産税・都市計画税を

減免します(２3区内)

減免対象　一画地における非住宅
4 4 4

用地の面積が400㎡
以下であるもののうち、200㎡までの部分

　　　　　ただし、個人又は資本金等が１億円以下の
法人が所有するものに限ります。

減免割合　固定資産税・都市計画税の税額の２割

減免手続　減免を受けるためには、申請が必要です。
　　　　　まだ申請をしていない方で、小規模非住宅

4 4 4

用地を所有していると思われる方には、７
月下旬に「固定資産税の減免手続きのご案
内」をお送りしております。減免の要件を
確認のうえ、申請してください。

　　　　　※前年度に減免を受けた方で用途を変更し
　　　　　　ていない方は、新たに申請する必要はあ
　　　　　　りません。

【お問い合わせ先】
　土地が所在する区にある都税事務所　

＜減免の対象①耐震化のための建替え＞
　昭和57年１月１日以前からある家屋を取り壊し、当該家屋に代

えて、平成21年１月２日から平成27年12月31日までの間に、耐
震化のために新築された住宅のうち、一定の要件を満たすもの
＜①減免の期間と額＞
　新築後に新たに課税される年度から３年度分について固定資産

税・都市計画税を全額免除
　（減免の対象となる戸数は、建替え前の家屋により異なります）

＜減免の対象②耐震化のための改修＞
　昭和57年１月１日以前からある家屋で、平成20年１月２日から

平成27年12月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるよ
う一定の改修工事をほどこしたもの
＜②減免の期間と額＞
　改修工事完了年の翌年度分から一定期間、居住部分で１戸あた

り120㎡の床面積相当分まで固定資産税・都市計画税を耐震減
額適用後全額免除

　減免を受けるには申請が必要です。建替えと耐震改修とでは減
免申請期限が異なりますのでご注意ください。
　詳しくは、当該住宅が所在する区にある都税事務所へお問合せ
ください。
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●企業訪問 ●企業訪問

　わかりやすく言えば警備保障の企業で
ある。ただ社名が示すように、この企業
が保護、援護するものは社会全体の安全
であり実に広範囲である。要人警護や施
設の警備、深夜の繁華街パトロールとか
児童通学の保全、落書きの排除、ゴミ問
題など社会全体の安全に関わっている。

特選ブランドの[安全]を

　[安全]、[良質な環境]に、抵触するも
のすべてが、この企業の業務対象となる。
たとえば、[安全]というカテゴリーでは
国内の要人や、来日された国際的VIPの
警護はもちろん、お年寄りのお出かけの
ときなどを支援するため、柔道有段者
のOGを中心とする女性の随行専門スタ
ッフなど人的安全の要員が待機するほか、
休日や夜間の公的施設や民間企業の社屋、
作業所の警備員など100名を超すスタッ
フがフル活動している。
　六本木交差点近くに本社ビルがあり六
本木商店街振興組合が中心となり地域住
民と共に活動する「六本木パトロール隊」
の一員としても活躍している。
　[良質な環境]保持の分野はさらに広く

「都市の安心安全の再構築」モデル地区
と指定されながら、深夜から早朝にかけ
国籍公表もはばかられる多くの男女の群
れが歩道を占領し客引きを繰り広げたり、
不法に設置された看板や消すたびに書き
なおされる落書きなどに悩まされている。
六本木繁華街の環境保全をまず筆頭とし
ゴミの不法投棄、工事現場やイベント会
場、駐車場などにおける人や車輛の誘導
や案内、雑踏の整理なども行い、さらに

は資源ゴミの持ち去り行為の防止、路上
喫煙の禁止などにも自治体や商店会の要
請を受けて力を注いで、質の高い安心感
を社会に提供している。

良質な都市生活の確保のために

　警備を業務とする企業は、都内で大小
4,700社もあるという。世界で際立って安
全な都市と言われる東京でこの実情だ。
　「日本人のモラルの低下は、嘆かわし
い現実です。路上喫煙のご注意をし、携
帯用の灰皿を差し出したら、わざと隊員
の手を狙って煙草の火を押し付けてくる
ようなひどい人間もいたりします。無秩
序に排出されるゴミ、屋台営業ゴミの不
法な投棄、タバコ等のポイ捨て等により
汚された早朝の歩道空間は見るに堪えな
いものがあります。港区では『みんなと
パトロール』事業や青色パトカーを巡回
させるといった環境に配慮した安全確保
のための処置実施をされていますが、と
ても追いつかない状況です。当社では二
年半前からボランティアで、麻布小学校
に通学する子供さん達の安全登校のお手
伝いをして大変喜ばれています」。
　身長183、体重110キロ、頼もしさ、正
義感が小林専務の全身に漲る。
  「警護の根本は、人の生命と財産を守る
ことです。基本は危険要素は避けること、
覚悟はありますが戦うのは最後の最後。
私達は警棒一本すら持ってはいません。
自身の安全を守るのは、危険に対する予
知能力と、対応できる頭脳です。安全確
保は実に高度な知性と努力の輝きです」。
　きれいな街には、犯罪も起きにくいと

言われる。東京ミッドタウンのすぐ隣の
明るいビルに、安全と環境保護のための
力強い企業が元気いっぱいに育っていた。
　　　　　（取材：斎藤竹雄・大西紀男
　　　　　　文責：酒井俊二）

㈱エグゼクティブプロテクション
港区六本木４−12−８　第6DMJビル3F　☎ 03−5414−7477

人と環境の安全のために[力]を尽します

小林 勝人
こばやし　かつひと

1967年、東京生まれ。東洋大学経営学部卒業。
講道館柔道四段。「武道」の、厳しい練習・生
活を通じて育つ強靭な精神力、実行力、判断力、
礼節などを重視、危機管理業務に最大の必要要
素であると信じ、社員教育にも実践している。
要人警護の実績は、海外にも著名で来日したメ
ルセデスベンツ会長、リビアのカダフイ大佐子
息、ルイ・ヴィトン会長、F1レーサーのミハ
エル・シューマッハ等の警護の実績を持つ。専
務取締役。

暖かみのあるショールーム

オフィスではお茶目な一面も

　アロマオイルには自然の恵みがとけこ
んでいる。その香りの作用は、心身をほ
ぐす、元気づけるなどさまざまだ。心地
よい香りは、水や空気のように癒しを求
める現代には欠かせないものとなった。

最高のローズオイルを求めて

　東京・自由が丘の裏通りに、ヴェリテ
ララのショールームはある。扉を開ける
とガラスの小瓶がずらり。ゆっくりとア
ロマオイルの香りを選べるお店だ。ネロ
リの香りに包まれ、大竹さんご夫妻に温
かく迎えられた。
　「もとは天然の植物油や動物油の卸売
業から始まっている会社です。最近はア
ロマオイルなどがいろいろ売られていま
すが、どれが本当の適正価格なのか疑問
がありました。ローズは特にそうですね」
卸売りを本業としているのは、ヴェリテ
ララ代表の大竹美菜子さんのご主人だ。

美菜子さんは以前からアロマオイルを愛
用しており、中でもローズオイルに対し
ては特別な思いがあった。「本物のロー
ズって意外とないんです。あったらいい
な、本物が使いたい、というのが一番の
原点ですね。たまたま主人の会社がオイ
ルなどを扱っていたので、環境が整った
んですね」

「あるがまま」の商品づくり

　本業の一部として、ネット販売を中心
に小売の部門を立ち上げ、同時にショー
ルームを展開している。アロマオイルこ
そ、手にとって香りを楽しんでほしいと
考えたからだ。「できるだけあるがまま
の、自然に近い形でご提供しようという
のが一つのコンセプトです。もともと卸
売業をしていますから、品質にはこだわ
りがあります」化学分析にかけて細かく
成分を調べるなど、卸売りにこそできる
ことを徹底して行っている。お二人の商
品への自信は、その品質によせる信頼が
あるからだ。
　ローズオイルをホホバオイルで希釈し
たマッサージオイルを、手にのばしてみ
る。肌で温められたローズエキスがふわ
りと香った。「天然の良質なローズオイ
ルは、はちみつのような甘い香りと奥深
さがあるんです。ここではいろいろ試し

てみて、自分の好きな香りを選んでいた
だきたいですね」

お気に入りの香りを気分転換に

　普段からクラリセージのオイルを持ち
歩いているご主人。特に出張先のホテル
で香りは欠かせないという。「浴槽に数
滴落とせば、部屋全体に香りますよ。気
分の切り替えが今は大事ですからね」あ
の小瓶から漂う香りに浸りたくて、また
ショールームに足を運んでしまいそうだ。

（取材：C.M・文責：神山亜由子）

株式会社ミズホコーポレーション
（本社）港区赤坂２−12−21　☎ 03−3588−1315
（ショールーム）目黒区自由が丘１−３−22 自由が丘アッシュ1F   ☎ 03−6459−5722

自然の香りはくらしを潤すオアシス

希望される企業は、当会事務局へ御社を取材します!!あかやまぶき企業訪問希望される企業は、当会事務局へ御社を取材します!!あかやまぶき企業訪問

自由ヶ丘ショップ

各種アロマオイルが並ぶ

ショールーム外観 女性へのギフトにぴったりだ

社長御自身も見事な体格 最新の装備を数多く備える 地域との関わりも大切に
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●

事業委員会　　　　　　　　　　    　
●決算法人説明会

［7/6 麻布税務署］
　決算・申告の実務、法人税の概要、改
正税法、消費税、印紙税、源泉所得税に
つき解説。44名参加。
　
　

●新設法人説明会
［8/2 麻布税務署］

　法人税、消費税、源泉所得税その他税
知識や会社設立に伴う税務手続きにつき
解説。22名参加。
　
　
　

厚生委員会　　　　　　　　　　　　　
●会員向け生活習慣病健康診断

［7/22 ホテルはあといん乃木坂］
　㈶全日本労働福祉協会と協同で、法人
会員向けの有料検診を実施しました。今
回は、32名の会員企業の皆様からお申込

みをいただきました。
　次回の検診は23年１月26日に実施いた
します。年に一度は検診を受けましょう。

●第168回ゴルフ大会　
［7/15 葉山国際カンツリー倶楽部］

　今回初めて葉山でコンペを開催。山の
頂にあるコースで、海を眺めながらプレ
ーを楽しみました。懇親パーティではお
いしい料理で楽しい時を過ごし、地元葉
山の新鮮な野菜とゴルフボールをお土産
に散会しました。

　参加者も７組28名と、賑やかな会とな
りました。

●ゴルフ部会　納涼の夕べ
［8/24 明治記念館］

　会員の皆様の親睦をより一層深めるた
め、ゴルフ場外での懇親会を催しました。
　当日は、ブリヂストンスポーツから講
師をお呼びして、ゴルフ用品についての
講演をしていただきました。続く親睦パ
ーティでは、ジャズの生バンド演奏やゲ
ームなどで、参加者のみなさまは大いに
楽しまれました。

集募
皆様からの雑学、つぶやき、ぼやき、川柳など何でも掲載していきます。
FAX・Email・郵送などで麻布法人会事務局宛で、100字以内でお送りください。匿名でも結構です。集

●法人会の活動〈7〜8月の麻布法人会〉 ホームページでは
タイムリーかつ詳細にお知らせしております

熱心に講義に耳を傾ける受講者の方々
Ｂ.Ｇ  坂本＝77    Ｎ.Ｐ  吉田・本田・杉山・東山

7/8

優勝

２位

３位

氏　名

片岡　雅敦

香山　正一

出川　淳子

法　人　名

㈱葉山国際カンツリー倶楽部

㈲フランセ洋品店

㈱ワーカース

Ｇ

93

93

96

Ｈ

32

27

29

Ｎ

61

66

67

次回は11月の新会報「法人会ニュース（仮称）」となります。次号
予告

●麻布街角物語●温灸教室●事務局から●編集後記

◎事務局から◎

◆年会費の早期納入のご協力を
　年会費は会活動最大の資金源です。お忘れのないようお
早めにお振込みください。

◆口座振替による会費納入のお願い
　ご希望の方はご連絡ください。

◆移転・休廃業その他変更点が生じましたら
　お早めにご連絡ください。年会費が発生いたします。

◆紛らわしい勧誘や集金にご注意を！
　法人会や税務署等と紛らわしい言動による参考書の購読
や研修会等へ参加により多額の料金を請求される事例が発
生しております。ご注意下さい。

◆上部団体、全・東法連のホームぺージについて
　東法連HPの「都内法人会の会員専用ページ」のご利用

（リゾート型プリンスホテル、ラフォーレ倶楽部、JALホ
テルズ、指定旅館、研修用ビデオ無料貸出、東法連法律
相談、セコム・セキュリティ紹介制度）にはユーザー名

「tohoren」、パスワード「0771」が必要です。さらに、ラ
フォーレ倶楽部お申し込みの場合、会員番号「20052-08」
が必要です。

◆HPに会員専用ページ開設
　当会ホームページ上に会員専用ページのログインにはユ
ーザー名「azabu」、パスワード「mb219」が必要です。

募

大包（だいほう）
〔位置〕
　腋の下の中央線上、第６肋間にあります。

〔主治効能〕
　肥満解消のつぼ、
喘息、全身の疼痛、
手足の無力感

体に合わない場合は、絶対にやらないこと。

参仙堂治療院院長　濱崎  正　お問い合わせ　03-3224-0438

⑫

温灸による
健康効果について解説温灸の穴

つぼ

大包

市販のお灸を用意してください

乃木坂

《解説》　
　赤坂新町へ向
かって、真一文
字の急坂だった
乃木坂は、坂上
で、竜土町（い
まの六本木７丁
目）へ行く道、
すなわち外苑東
通りに出合うこ
とから行合坂と
呼ばれた。
　また、かつて
は「幽霊坂」と
呼ばれたそうであるが、大正元年９月19日乃木将軍
の葬儀と同時に廃され乃木坂に改めたという。坂上
の北側には乃木邸跡がある。
　1997年に外苑東通りの下を交差して南青山（青山
墓地）に抜ける乃木坂トンネルが開通した。

（広報委員　曽我 禎夫）

28

14

　会報誌の中にトップインタビューの
記事があります。
　今回お伺いした、桂由美さんは、お
会いするまでは怖い方かと思っていま
したが、とても気さくで、お話も面白

くてとても楽しい方でした。
　毎回インタビューの取材を通して、
インタビューの難しさ、自分の勉強不
足を感じる事が多く、大変な緊張をし、
冷や汗を掻きながらインタビューさせ
て頂いています。
　インタビュー後はあれも聞けばよか

った、これも聞けばよかったと、反省
の連続です。
　これからも広報委員全員で良いペー
ジを作って行けるよう頑張りたいと思
います。

（広報委員　須藤純男）

講師の阪井先生の分かり易い解説

パーティー会場が検診会場になりました

プレー前の一枚

5月24日記念式典にて、
吉田会長と日本赤十字社野村港地区長

社会貢献委員会　　　　　　　　　　　
●第15回グリーンロードシックス
　路上清掃活動

［7/3 六本木Ｔキューブ］
　日本サムスン・富士ゼロックス・日本
ＩＢＭと一緒に取り組む六本木地区の路
上清掃ボランティア。当会からは13名が
協力させていただきました。

ご報告　　　　　　　　　　　　　　　
●日本赤十字社東京都支部の方が
　お礼にお越しになりました
　５月24日に行われた麻布法人会創立60
周年・社団化40周年記念式典におきまし
て、日本赤十字社東京都支部へ寄付を行
いました。吉田会長と坂本ゴルフ会会長
より、それぞれチャリティー抽選会費
498,000円とゴルフ会から22,000円贈呈い
たしました。
　これを受け、７月９日赤十字の方がお
礼のため当会事務局へお越しになりまし
た。
　寄付金は、災害救護事業をはじめ国際
救助活動、血液事業、救急法・家庭看護
法等の講習、さらに青少年の育成など赤
十字諸活動の推進に活用されるとのこと
です。
　多くの皆様のご協力、ありがとうござ
いました。



＝お知らせ＝
10月５日㈫〜　１泊研修
　老いゆく将来を考える一助の旅となると幸いです。
11月９日㈫　税を考える日
　年に一度は考えてみませんか？

〈ボランティアタオル寄贈〉
　皆様のおかげで本年も港
区立特別養護老人ホーム

「サン・サン赤坂」にタオ
ルを107本寄贈することが
できました。誠にありがと

うございます。今後も宜しくお願い申し上げます。
〈施設見学〉
　６月24日朝８時半、私たち
ティークラブ会員17名は東京
の奥座敷、奥多摩にある小澤
酒造へ見学に参りました。澤
乃井の名前で知られている酒
造です。社長自らご案内頂きました。その後、豆腐料理「ま
まごとや」で昼食。そして川井玉堂の美術館の見学もあ
り、最後には道の駅「八王子滝山」で新鮮な野菜を買い
ました。味覚、嗅覚、触覚が充実した１日を過ごしました。

発行所/社団法人麻布法人会　 発行日/平成22年9月1日  季刊発行  　〈Eメール〉info@azabu-hojinkai.or.jp 〈ホームページ〉http://www.azabu-hojinkai.or.jp/
〒106-0046　東京都港区元麻布3-1-36　つなかわビル4階　電話03（3408）1324　FAX03（3408）3193　編集発行人：齋藤　竹雄　印刷所：㈱博文堂

▶

サンエー・クラブ（青年部会）
サンエ−・クラブＯＢ・現役懇親ゴルフコンペ　

　8/11㈬軽井沢72ゴルフクラブにて毎年恒例のＯＢ・現
役ゴルフコンペを実施しました。お盆時期であり尚且
つ軽井沢でのゴルフなのでかなり無理があったようでし
たが皆様方の意思が固かったため予定通り開催しました。
残念ながらＯＢ
の方の参加はあ
りませんでした、
しかし「予定が
なければ参加し
たかった」との
お言葉を何人か
らの先輩方から
いただきました。来年はもう少し早くご連絡したいと思
います。AM６：30の新幹線に乗り８：30のスタ−トは
十分余裕がありました、気温も快晴でしたが30度までは
上がりません、途中少し雨が降りましたがむしろ爽快で
した。直ぐ横では多くの女子プロがト−ナメントの練習
中でショットの音が聞ける距離でした。結局８人のゴル
フ好きの集まりだったため１ラウンドでは終わらず1.5
Ｒ。十分に軽井沢でのゴルフを楽しみました。
　優勝はいつもの様に後藤プロが圧勝でした。
　来年もまた企画するので宜しくお願いします。

（中村武志） ティー・クラブ（女性部会）

生姜市(　 　　  　　　　)

部会員
募集中

　下記日程は変更になる可能性がございます。別途送付のご案内や本誌チラシまたはホームページ（HP）
でご確認ください。また、下記に特別に記載されていない限り、麻布法人会員が対象で無料です。～2010年11月

行　　　事 日　　　時 会　　　場 内　　　容

決算法人説明会

対象は決算期を迎える法人(会員を問わず)。主
に決算・申告の実務、法人税を解説。申込不要。
講師は、麻布税務署担当官、東京税理士会税理
士。

9/6　    13:30〜16:00 赤坂区民ホール

新設法人説明会
対象は新設法人（会員を問わず）。税知識･会社
設立に伴う税務手続を解説。申込不要。講師は
麻布税務署担当官、東京税理士会税理士。

9/8、10/7、11/11
             13:30〜16:00 麻布税務署会議室

11/12  13:30〜16:00 麻布税務署会議室

第10回健康＆
クリーンウォーキング 詳しくはＨＰをご覧下さい。9/11    10:00〜13:00 広尾駅〜西麻布

源泉部会
（源泉所得税研修会）

対象は部会員。会員募集会費無料。要申込み。
9月「給与所得（現物給与・経済的利益）」
10月「年末調整（基礎）」
11月「年末調整（計算例・合計表・給報）」

9/22・10/15
             13:30〜16:00
11/5       9:45〜12:00
             13:45〜16:00

麻布税務署会議室

会員親睦一泊バス旅行 お一人様12,000円より。
詳しくは同封チラシをご覧下さい。10/2・3 福島県会津若松〜東山温泉

みなと区民まつりに出展
（麻布税務関係団体として） タックスクイズ、バルーンアートなど10/9・10　  両日終日 増上寺会場

簿記講習会（全5回） 入門者向け講習会。詳細はチラシ・ＨＰから11/2・5・9・12・16
             18:00〜20:00 麻布法人会事務局

法人税申告書作成研修会
（入門編）

研修内容、参加方法など、詳しくは同封チラシ
をご覧下さい。

11/15・16
             13:30〜16:30 赤坂区民センター

芝大門の芝大神宮で、毎年９月11日〜21日ま
で催される祭礼。俗にだらだら祭ともいう




