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太田孝昭が語る元気な経営のワンポイント

“適材適所”
を常に見直しましょう
太田アカウンティンググループ代表
太田孝昭
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02

相手をよく知り、それを仕事のコミュニ
ケーションなどに生かすことができる。

太田孝昭が語る春夏秋冬

⑦人を説得できる（納得させられる）

“適材適所”を常に見直しましょう

相手に伝える術を知っている。
⑧感情で動かない

03

個人的感情で人や仕事を判断しない。

外部の有識者による「顧問会」を
新設致しました
9月6日

⑨反省できる
失敗を認め、それを将来に生かすことが

弊社セミナールーム

できる。
⑩人間的な魅力がある

04

話題が豊富、趣味があるなど、仕事以外
の部分でも「素敵」だと思わせるものがある。

信託にかかわる法整備の
現状と注意点

ファンド・アカウンティング・サービス部
大江奈奈

06
今日から役立つヘルシー講座

その八

半身浴と足湯で全身を温める

これらのうち、どの項目をどの程度満た
企業は人なり―。このコーナーでも、何

しているのか、個々の社員に当てはめてみ

度か書いていますが、いつの時代でも企業

てはいかがでしょうか。それは、社員の能

にとっての一番の財産は、そこで働く社員

力を測定するためではなく、彼らの特徴を

です。元気な企業には、
「できる社員」が

より正確に把握するためです。

多くいます。そして、
「できる社員」には、
以下のような特長があります。

07

だし、その結果、適材がいなかったという

My Favorite Book

①即断即決ができる
問題の解決を先に延ばしにしない。
②整理整頓が得意

採用できれば問題はすぐに解決しますが、
中小企業では簡単に人員を増やすことはで
きません。現状の人的資源の中から、今後

けでなく、仕事に優先順位をつけ、段取り

もっとも適材となり得る人材を見極め、配

がいい。

置すること。それは、経営者としての手腕

③感度がいい

が問われる場面です。

一を聞いて二や三まで察することができ

現状で大きな問題がなければ、人材の再

たり、言われたことを正確に理解できる。

配置を考えるのは面倒なことです。けれど

④「できない」と言える

も、適所に配置されることで社員はモチ

⑤聞き上手
相手から話を引き出す力がある。
⑥人間が分かる

the Heartful OAG

ケースも出てくるでしょう。適材を新たに

ファイリングなどの物理的な整理能力だ

不可能なことを断る勇気がある。

2

社員の実態をよく知ることができれば、
より適材適所の配置が可能になります。た

ベーションを高めたり、才能を伸ばすこと
ができ、結果的にロイヤリティも高まると
いう好循環をもたらすのです。その努力は、
決して無駄ではありません。

外部の有識者による「顧問会」
を新設致しました
9月6日

弊社セミナールーム

９月６日、弊社６階のセミナールームで「第 1 回太田アカウンティンググループ顧問会」を開催しました。
一般の企業には、
「社外監査役」や「社外役員」
「委員会設置会社」など、企業の行動を監視する仕組みがいろいろと
用意されていますが、私たちＯＡＧでもよりパブリックな視点から活動を見ていただくことが大切であると考え、この
ほど外部の有識者５名をメンバーとする「顧問会」を設置致しました。顧問会は年４回開催して、さまざまなご意見を
いただくほか、各専門分野に関するアドバイザーとしてもご協力をいただく予定です。皆さまに信頼されるＯＡＧとな
るために、今後とも注力してまいりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

第１回顧問会では、冒頭に代表の太田が「顧問会の発足は、税理
士法人として社会的存在になるための第 1 歩です。これを機に、もっ
と外部に太田アカウンティンググループを知っていただきたいと思
います。また、お客さまと共にノウハウを蓄積し、会社としての基
盤を強固にしていきたいと考えています。人材の多様化が進む中で、
それぞれの能力を生かせる組織作りや太田アカウンティンググルー
プで働くことに誇りを持ち、生きがいを感じられる企業作りのきっ
かけにもしたいと思っています」と挨拶しました。
その後、出席した各関連会社から事業概要の説明を行いました。
顧問の皆さまからは「何か成したいときは難しく考えず、まず動い
てみることだ」
（清水顧問）
、
「企業の社会的責任として、きちんと
経営して儲けることが大事。ＯＡＧが新しいステップに進んでいく
姿を横から見させていただきたい」
（阪田顧問）と大変心強いお言
葉をいただきました。今後のＯＡＧと顧問会の活動に、ご期待くだ
さい。

顧問の皆さまのご紹介①
※今号では上原様、金重様をご紹介します。次号では阪田様、
清水様、森末様をご紹介します。

上原靖弘

様

◆ＯＡＧ顧問になって
太田代表との 20 年以上にわたるお付き
合いを通して感じられる、太田さんの前
向きで、明るく豊かな発想力は、実に魅
力的です。ＯＡＧが、この “ 太田イズム ”
とでもいうべきものの下でさらに社会に
認められ、発展していくことに微力なが
ら何かお役に立つことができれば幸いで
す。
◆最近の関心事
団塊世代の現役引退を機に、社会のいろいろな分野で人を育てる事
の難しさが、あらためて問い直されています。日本古来の家元制度
や師匠－弟子といったかかわり合い方、徒弟制度などの仕組みの中
に、若者を育てる仕掛けや工夫が隠されているように思います。最
近読んだ『会津藩什の掟』（中元時智信著）の中に、会津藩が藩士
の６～９歳の子弟に対して、社会生活上の教養として、従順、礼儀、
誠実、正義、優しさ、品格、自覚という７つの掟を徹底的に学ばせ
ることで凛とした藩風づくりに成功した話がありました。時代を超
えて、人材育成とは何かを考えさせられます。
◆座右の銘
「大きく考えよ、大きく考えれば、人生が大きくなる」
■ 1962 年慶應義塾大学商学部卒業後、三井銀行入行。90 年さくら
銀行取締役就任。97 年副頭取就任。2000 年退任後、三井造船監査役、
カネボウ副社長等を歴任。現在、極東証券特別顧問、オフィス上原代表。

左から、上原様、金重様、阪田様、清水様、森末様
顧問会
上原靖弘様（オフィス上原代表、元さくら銀行（現三井住友銀行）副頭取）
金重凱之様（国際危機管理機構社長、元警察庁警備局長）
阪田雅裕様 （アンダーセン・毛利・友常法律事務所弁護士、元内閣法制局長官）
清水康之様（ＮＰＯ法人福祉総合評価機構代表、元厚生省児童家庭局長）
森末暢博様（森末法律事務所弁護士）

金重凱之

様

◆ＯＡＧ顧問になって
太田代表は人柄抜群で大変なアイデアマ
ンであり、優秀な営業マンと認識致して
おります。ＯＡＧが、クライアント企業
との緊密な連携を推進し、危機管理経営
コンサルティングの専門会社・国際危機
管理機構とのかかわりの中で、リスク管
理、内部統制の観点で新しいビジネスチャ
ンスの創出、コラボレーション可能な領域について、私も、ＯＡＧの
皆さんと追求していきたい。
◆最近の関心事
時代が確実に変化していることに気付かない企業や “ 対岸の火事 ” 視し
ている企業がなんと多いことでしょう。危機に気付かず、手遅れになっ
てしまう “ ガン体質 ” 企業や気付いても体質改善を図らず、死に至る
“ 糖尿病体質 ” 企業が溢れています。企業は社会的責任を自覚し、社会
に貢献すると共に、危機に強い企業に生まれ変わることが求められて
います。これが、昨年５月に施行された内部統制に関する法の精神です。
その意味でも、今、企業にはリスク・マネージャーの育成が急務です。
◆座右の銘
「成す者は常に成り、行う者は常に至る」
■ 1969 年京都大学法学部卒業後、警察庁入庁。75 年米国ジョンズ・
ホプキンス大学ＳＡＩＳ修了。警視庁第一方面本部長、内閣総理大臣
秘書官、警察庁警備局長等を歴任。2001 年退官。現在、国際危機管理
機構代表取締役社長、トーシン・パートナーズ社外監査役など。

the Heartful OAG
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信託にかかわる法整備の現状と注意点
ファンド・アカウンティング・サービス部
大江奈奈

大学時代から税理士の勉強を始め、今は学習と実務から理解が生まれることが楽しくてた
まりません。税制を正確に把握した上で実現可能なスキームを用意し、お客さまの意向を伺
いながら机上の知識を実際に応用することでノウハウとして身につけることができます。昔
は「受験」が好きだったのですが、最近は「勉強」が好きになったように思います。日々た
くさんのことを吸収し、一刻も早く誰からも信頼される税理士になるために奮闘中です。

１．法改正に伴って
金融商品取引法、新信託法の施行や信託業法、各税法の改正などによって、集団投資スキームに対する法制度は大きく
前進しました。
不正行為防止のために、細かい規制や面倒な手続きは増えていますが、規制の強化と同時に規制緩和されている点も多
くあり、ビジネスチャンスともいえます。
ファンド・アカウンティング・サービス部の事業の柱は、ＳＰＣや組合の会計・税務コンサルティング、記帳代行、税
務申告ですが、組成からクロージングまでのサポートも行っています。少しでも興味のある方がいらっしゃいましたら、
ぜひご相談下さい。全力でバックアップ致します。

２．新信託法の活用
今回は法改正の中からかいつまんで、新信託法の活用例をご紹介したいと思います。

Ⅰ信託の基礎知識
① 信託の登場人物
信託では、以下の３人の登場人物がいます。
（1）委託者 ( 託す人 )
（2）受託者 ( 託される人 )
（3）受益者 ( 受託者に託された財産 ( 信託財産 ) から生ずる成果を受け取る人 )

② 信託のメリット
信託の最大のメリットは「柔軟性」と「倒産隔離性」です。
●「柔軟性」とは‥
信託契約は柔軟に設計できます。単なるお金の貸し借りの契約では、契約書に書かれた内容が全てですが、信託は
文字通り「信じて託す」わけですから、大まかな信託契約でも信託法による善管注意義務（※ 1）や忠実義務（※ 2）
により受益者の権利は確保されています。
（※ 1）善管注意義務
  受託者は、信託事務を処理するにあたっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。
（※ 2）忠実義務
  受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。

●「倒産隔離性」とは‥
委託者や受託者が倒産しても、信託が重大な悪影響を受けないということです。
信託は、財産を信託財産として委託者から受託者に移転し、その信託財産は受託者名義となりますが、信託財産は
受託者の固有財産と分別管理されることとなっています。仮に、受託者が倒産しても、受託者の債権者は信託財産へ
の強制執行はできません。
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Ⅱ 新信託法
新信託法においては、新しい類型の信託が創設されました。

① 限定責任信託

オリジネーター

信託財産に関して生じた債務について、受託者
の履行責任の範囲が信託財産に限定される信託

信託財産

事業部門

活用例
なったため、②の自己信託により事業信託を設

信託

売受
却益
権

資
金

新信託法では債務を抱き合わせて信託が可能と

事業部門

負
債

資
産

投資家

定し事業再編を簡略化
メリット

信託受益権

受託者が有限責任となるため、会社分割や子会社化よりもリスクが限定的

デメリット

受託者の信託事務処理上において、悪意又は重大な過失があった場合における第３者への損害賠償責
任のリスク

② 自己信託
委託者が自ら受託者となる信託。
（平成 19 年 9 月 30 日 から 1 年を経過した後から施行）
活用例
（イ）流動化・証券化の際、信託銀行へ信託する手

（ロ）オリジネーターの受益権の販売介入をまぬがれるこ

間が省ける為時間とコストを節約した資金調

とができる

達が可能

委託者
オリジネーター

委託者兼受託者

売掛債権等

自己信託

特定目的信託

信託財産

受益権
販売
資金

投
資
家

受託者
不動産の信託 （信託銀行）
信託受益権
信託受益権販売

投
資
家

収益分配金

自己信託が可能
委託者兼受託者
オリジネーター

売却

不動産

資金

受託
自己信託 財産

受益権販売

投
資
収益分配金 家

問題点
委託者兼受託者の債権者にとって、財産隠匿の問題
分別管理や受託者の義務懈怠の可能性など第三者にとって不透明

③ 目的信託
受益者の定めのない信託

委託者

受託者

オリジネーター

不動産管理処分

不動産

活用例
資産流動化スキームにおいて慈善信託をケイマ
ンを利用せず日本国内で完結

資金

不動産を信託
信託受益権

信託受益権譲渡

SPC

信託財産

社債・出資

投資家等

特定持分

ケイマン

特別目的会社

メリット
デメリット

受益権

ケイマン
チャリタブルトラスト

ケイマンを利用するためのコスト削減
信託設定時における委託者及び受託者の課税負担※
※受益者の存在しない信託を設定した場合には、委託者において信託財産価額に相当する「みなし譲渡益課税」が
行われます（所法 6 の 3 七、67 の 3) 。また、信託設定時に受託者に対しその信託財産相当額の「受贈益課税」が
行われます ( 法法 22 ② ) 。つまり、委託者においても受託者においても、担税力のない段階で負担が生ずるため、
目的信託を実行するにはかなりの資金を用意する必要があります。

the Heartful OAG
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今日から役立つヘルシー講座

その八

半身浴と足湯で全身を温める
お湯につかって病気を癒す療法は、古代ギリシアの

いように、半身浴にするか、寝そべるような姿勢にな

医師・ヒポクラテスの時代から行われてきました。日

るといいでしょう。入浴後は血液がドロドロになるの

本でも温泉につかる「湯治（とうじ）」は、昔から盛

で、水分補給を十分に行うことも忘れないでください。

んです。入浴すると、体の中に蓄積されたナトリウム、
尿酸などの老廃物や乳酸などの疲労物質が汗と共に体
外に排出され、肩こり、腰痛、痛風、高血圧などを改
善できるのです。また、ストレスで疲れた心身を癒し、
リフレッシュする効果も期待できます。

最近ブームの「足湯」も健康には効果的です。足湯は、
東洋医学でいう「気」の滞りを解消してくれます。
東洋医学では、経絡（けいらく）という「気」（生命
エネルギー）の通り道が全身を巡っていると考えてい
ます。気の流れがスムーズであれば、心身の健康状態

こうした効果を引き出すためには、半身浴がお勧め

が良く、活力が満たされます。流れが悪くなると、慢

です。体温よりやや高めの 39 度前後のお湯に、おへ

性疲労、不眠症、風邪、肌荒れ、肩こり、便秘、高血圧、

その辺りから下だけ、20 分ほどつかります。「上半身

月経痛など、さまざまな症状を引き起こしてしまいます。

が寒いのでは？」と不安になるかもしれませんが、温

気の流れが滞る原因には、食の偏りや運動不足など

められた部分の血液が全身を巡るので、体全体が温まっ

が挙げられますが、ストレスなど精神的なものも大き

てきます。

くかかわっています。こうした滞りを解消するのが「足

長くつかるのは、血流と関係があります。血液は約

湯」なのです。

1 分間で体内を 1 周するため、熱いお湯では数分間し

ツボは経絡上にあり、そのツボを刺激することで経

かつかることができず、循環も数回で終わってしまう

絡を通る気の流れが良くなります。特に足の裏にツボ

からです。ぬるめのお湯で 20 分ほどつかれば、血液

が集中しているので、押したり揉んだりして刺激する

が全身を 20 回も循環することになり、湯冷めもしま

だけでなく、足湯でツボを温めても、気の流れを改善

せん。冷え性の人には最適な入浴法といえるでしょう。

できます。
身体が冷えていると、温めるためのエネルギーが必

「そうはいっても、半身浴をする時間がない」という

要になり、食欲が増してしまうことがあります。気の

方は、心身の状態によって入浴法を変えましょう。肉

流れが良くなると全身が温まりますから、足湯はダイ

体的な疲労を癒したいときには 42 度前後の熱めのお

エットにも効果的といえるでしょう。

湯に 10 分ほどつかり、精神的な疲労の解消には、ぬ
るめのお湯に肩までつかると効果が高まります。
体質によっても、入浴法を変える必要があります。
高血圧の人は熱いお風呂に入ることは禁物。ぬるめの
お湯に 15 分ほど、毎日同じ時間に入ると効果的です。
低血圧の人は 42 度くらいのお湯に「3 分つかったら
出て休む」ことを 2 ～ 3 回行うと血行が良くなります。
入浴中は、家庭の湯船で 560 キロもの水圧が体に掛
かっているそうです。心臓や呼吸器系に負担を掛けな
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My

Favorite

Book

推薦人：太田孝昭（代表社員）

推薦者：大江奈奈（ファンド･アカウンティング・サービス部）

『佐藤可士和の超整理術』
佐藤可士和／著
日本経済新聞出版社 ￥1,575（税込）

『徴税権力』
落合博実／著
文藝春秋 ￥1,500（税込）

新進気鋭のアートディレクター佐藤可士

この本は、国税庁の活動実態と巨大な権

和さんの事は知っていました。アートディレ

力を内部資料を基に暴露していきます。内

クターというと芸術家とかクリエイターを想

容はさまざまで、金丸信・田中角栄などの

像しますが、それが整理術 !? 「ふむっ」と

政治家との戦い、検察と国税の関係、調査

思い、手に取りました。「キリンの極生」「Ｔ

部と査察部 ( マルサ ) の連携、そして最終

ＳＵＴＡＹＡ」
「ユニクロ」など、数々のヒッ

章での創価学会と国税のやりとりの内幕…。

ト作を生み出す佐藤さんの「力」はここに

実名も意外に含まれているので、少し驚く

あったのかと納得しつつ、鬼才であり、若

こともありました（小泉さんはクリーンなイ

く(1965 年生まれ )、正に新人類であると

メージだったのに…）。

感じました。そんな佐藤さんに近付きたい

何かにつけて「課税の公平」がうたわれ

人、人生をブレイクさせたい人にぜひ読ん

る中、このような実態を目の当たりにする

でもらいたい一冊です。人は同じようなこ

と悲しくなりますが、将来、国と納税者を

とをやっていたのでは、新しい何かを生み

仲介する立場を目指す私には大変興味深い

出せないとつくづく感じた次第です。

一冊でした。

推薦者：大綱小百合（法人税部）
『白夜行』
東野圭吾／著
集英社 ￥1,995（税込）

大阪で起きた質屋殺し事件。 容疑者の

話題の新刊
『格差が遺伝する！』
三浦展／著
宝島社
￥777（税込）

『下流社会』で話題をさらった著者の最

娘と被害者の息子が事件にかかわっている

新作。格差の固定化が叫ばれている中で、

事は分かるのだが、幼い 2 人の心情は全く

アンケート調査などを基にその実態に迫っ

語られず、2 人の接点も見えない。事件は

ています。格差が生まれる背景、格差が固

迷宮入りになり、そこから 19 年にわたる物

定化する原因などが実証的に語られ、特に

語が始まっていく。大人になっていく2 人

子育て世代には教訓が満載です。子どもの

にかかわる人々の視点から、2 人を浮き上

成績格差に着目し、それが将来的な格差

がらせ、やがて事件の謎が解かれる。結末

に直結するという視点から、学校や家庭で

が明らかになった時、これまでの犯罪が切

の生活実態を多面的に分析しています。東

ないものに思えてくる。そこが、この本に

大生の親が一番高収入といわれていますが、

惹かれた大きな要素である。本来は非道徳

重要なのは「収入格差」だけでなく「生活

的な人生であるはずの 2 人の道で、娘と息

の質の格差」。親の知的生活が子どもの知

子の純愛物語でもあったように思う（これ

的生活に影響し、その知的な生活レベルが

は読む人によって違うようですが）。

格差を生む原因だと著者は指摘しています。

the Heartful OAG
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SUN

MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

28

29

30

31

1

2

3

5

6

ユネスコ憲章記念日

雑誌広告の日
いいりんごの日
電報の日

アパート記念日
お見合い記念日

11

12

13

大安

大安

生命保険の日、すしの
日、紅茶の日、本格焼
酎の日、泡盛の日、玄
米茶の日、
点字記念日、
犬の日、計量記念日、
灯台記念日、自衛隊記
念日

博物館デー
阪神タイガース記念日

文具の日、
まんがの日、
レコードの日、ハンカ
チーフの日、いいお産
の日、みかんの日、ゴ
ジラの日

8

9

10

世界都市計画の日
ボイラーデー
刃物の日
いい歯の日
レントゲンの日
八ヶ岳の日

太陽暦採用記念日
119 番の日
換気の日
ベルリンの壁崩壊の日

肢体不自由児愛護の日
技能の日
トイレの日
エレベーターの日

15

16

17

パチンコの日
いい石の日
ウーマンリブの日

所得税の予定納税額の
減額申請
七五三
生コンクリート記念日
きものの日
こんぶの日
かまぼこの日

国際寛容デー
いいいろ塗装の日
幼稚園記念日

将棋の日
ドラフト記念日

21

22

23

7

14

友引

ジュエリーデー
くつしたの日
ピーナッツの日
チーズの日
電池の日
配線器具の日
公共建築の日

10 月 分 源 泉 所 得 税・
住民税の特別徴収税額
の納付
洋服記念日
皮膚の日

うるしの日

18

19

20

土木の日
もりとふるさとの日
音楽著作権の日

農業共同組合法公布記念日
鉄道電化の日
緑のおばさんの日

アフリカ工業化の日
世界のこどもの日
産業教育記念日
行政相談委員の日
ホテルの日
毛皮の日

世界テレビデー
インターネット記念日
歌舞伎座開業記念日

いい夫婦の日
大工さんの日
ボタンの日

25

26

27

28

29

税関記念日
太平洋記念日

パレスチナ人民連帯国
際デー
議会開設記念日
いい服の日

女性に対する暴力廃絶
のための国際デー
OL の日
ハイビジョンの日

ペンの日

友引

友引

ノーベル賞制定記念日
更生保護記念日

文化の日

友引

大安

勤労感謝の日

大安

大安

24

いいふみの日
外食の日
手袋の日
J リーグの日
いい家族の日

東京天文台設置記念日
オペラ記念日

30

1

カメラの日
シルバーラブの日

11/30…9 月決算法人及び決算期の定めのない人格なき社団等の確定申告、3 月決算法人の中間申告、12 月、3 月、6 月、9 月決算法人の 3 カ月ごとの期間短縮に係る確定申告、法人・
個人事業者の１カ月ごとの期間短縮に係る確定申告、3 月決算法人の中間申告、消費税の年税額が 400 万円超の 6 月、12 月、3 月決算法人の 3 カ月ごとの中間申告、消費税の
年税額が 4,800 万円超の 9 月決算法人を除く法人・個人事業者の 1 カ月ごとの中間申告、所得税の予定納税額の納付（第 2 期分）
、 特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付

編集後記
地球温暖化による（？）猛暑の夏が過ぎ、冬も暖かいのかと思いきや、大雪の予報も出ているとか。

発

行

ＯＡＧ税理士法人

富士山も雪をかぶり、紅葉の知らせも届く秋らしい季節になってまいりました。弊社では、前号の

（株）
シーケーシステム研究所

編集後記に書かせていただきましたクールビズ・ノーネクタイは９月で終了しましたが、社内業務

（株）
ＣＦＯ /（株）
経理秘書

中においてはノーネクタイを可としました。お越しいただいた際に通りかかった社員がノーネクタイ

（株）
ビジコム /（株）
福祉総研

の場合があるかと存じますが、ご了承下さい。また、この誌面をお読みいただいております皆さま

東京都新宿区左門町3番地1

の会社でノーネクタイを実践されている場合には、ぜひノーネクタイでお越し下さい。ＯＡＧでは

tel.03-3352-7500 / fax.03-3356-1180

今後も ｢チームマイナス６％｣ の一員として、地球温暖化問題に少しでも貢献していきたいと考えて

発行人

太田 孝昭

おります。
（ま）

編集人

松本 眞一

左門イレブンビル5階
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