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ＯＡＧが活動を支援している富士山会議が
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をしましょう！
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太田孝昭が語る元気な経営のワンポイント

受信力を鍛えれば企業は成長する
太田アカウンティンググループ代表
太田孝昭
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業にすることはできません。社員一人ひと

太田孝昭が語る春夏秋冬

りのモチベーションを高めることが大切で
す。そのためには、社員の視点で考えてみ

受信力を鍛えれば企業は成長する

るといいでしょう。
ほとんどの社員は、会社の目標を理解

03

し、その達成のために真面目に働いていま

ＯＡＧが活動を支援している富士山
会議がシンポジウムを開催しました

す。そして元気な会社ならば、大半の社員
が会社に満足していると答えるかもしれま
せん。けれども、「会社は安泰だし、給料

03

も仕事内容もそこそこ。まあ、いいんじゃ
ない？」というのが本音でしょう。

「決算公告」
をしましょう！
ＯＡＧ税理士法人では、決算公告
を推進しています

彼らの「まあ、いいんじゃない？」を「や
りがいがある」
「この会社で頑張りたい」
にするための最大の秘訣は、
「社員の気持
「スーパー経営者」といわれる人は、エ

04

従業員に給付金・社会保険料免除。
会社には社会保険料免除に助成金が
出ます。
ＯＡＧ社労士事務所
社会保険労務士 古見明子
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平成20年度
税制改正セミナーのご案内
07

ネルギッシュで発想力があり、社交的、話

「理解する」といった「受け止める」こと

し上手など、多くは「発信」型です。この

にあります。社員が経営者に求めているも

タイプの人は、とにかく目立ちますし、魅

のは、
「発信力」よりも「受信力」。それは、

力的に映ります。しかし、こうした長所と

まず社員の話に耳を傾けることから始まり

表裏一体の弱点も持っていることが多いよ

ます。

うです。例えば、自分の頭の中だけでアイ

「聞く」という行為は、経営者には最も

デアや計画を抱え込み、何でも自分の尺度

苦手なことかもしれません。けれども、そ

で計りがちです。経営者の思いだけで会社

れは受け身になるという消極的な意味で

を動かしていると、会社の成長は経営者の

はなく、
「聞く」ことによって、アイデア、

能力の限界と同じところで止まってしまい

課題などさまざまなことを「発見」し、そ

ます。

れに対して「アクションを起こす」という

自分のモチベーションが上がれば周りの

My Favorite Book

ちを受け止める」
「考えを認める」
「褒める」

能動的な行為の第一歩なのです。

人間も同じように上がると思い込んでいる

かつての日本の会社には、地位や年齢が

人は少なくありませんが、それは勘違い

違っても精神的な部分でフラットな関係が

です。企業とは、多くの人間が集まり、同

ありました。現在は会社のコミュニティが

じ目標に向かって働くことで成り立ちます。 崩壊し、個人主義が強くなり、当時のよう
言葉にするのは簡単ですが、現実的には非

な以心伝心は通用しません。すべての社員

常に難しいことは、経営者の皆さんなら実

に話せる場を提供し、それを上の人間が聞

感されているでしょう。

くという仕組みづくりを、経営者がするべ

経営者一人の力では、元気で息の長い企
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きなのです。

ＯＡＧが活動を支援している
富士山会議が
シンポジウムを開催しました

冒頭で挨拶する中曽根康弘・元首相

富士山を世界遺産にする国民会議
http://www.mtfuji.or.jp/

3 月 5 日、有楽町の東京国

世界遺産に登録する事が、私の

際フォーラムで「２００８富

人生の集大成。皆さんで協力し

士山世界文化遺産シンポジウ

て、成し遂げましょう！」と力

ム」が開催されました。この

強く宣言。基調講演では高階秀

シンポジウムは、
「ＮＰＯ法人

爾氏（大原美術館館長、元・国

富士山を世界遺産にする国民

立西洋美術館館長）が、富士山

会議」
（富士山会議）が毎年「富

は日本だけでなく世界の芸術界

士山の日」（2 月 23 日）の前

に多大な影響を与えていること

後に開催しているもので、Ｏ

を数々の巨匠の作品を例示しな

ＡＧ税理士法人では、代表社

がら解説しました。続いて行わ

員の太田が富士山会議の監事

れたパネル討論会には、歌舞伎

を務めるなど、その活動を支
援して

います。

石川嘉延・静岡県知事

の 名 優・ 中 村 吉 右 衛 門 氏、 ロ
サンゼルスオリンピック柔道

金メダリストの山下泰裕氏（ＮＰＯ法人柔道教育ソリダリ

富士山を世界遺産に登録する運動

ティー理事長）、元・文部科学大臣の遠山敦子氏（新国立

は、さまざまな問題を指摘されて一

劇場運営財団理事長）が出席して、それぞれの視点から富

度頓挫した経緯がありますが、富士

士山の存在の大きさを語り合

山は日本人にとっては自然遺産とい

いました。

うだけでなく、文化遺産として重要

富士山は昨年の６月によう

な存在であることを世界に向けて発

やくユネスコの世界遺産暫定

信しようというのが、今回のシンポ

リストに登載されましたが、世

ジウムのテーマです。会長の中曽根
康弘・元首相は、冒頭で「富士山を

基調講演を行う高階秀爾氏

界遺産に登録するまでには、国
によるＵＮＥＳＣＯ世界遺産
委員会への推薦、ＩＣＯＭＯＳ
（国際記念物遺跡会議）の現地
調査などの長い道のりがまだ
残っています。早期の登録実現
に向けて、皆さまにもぜひ、富
士山会議の活動にご理解とご

パネル討論会（左から小田全宏・運営委員長（日本政策フロンティア理事長）、

協力をいただければ幸いです。

横内正明・山梨県知事

中村吉右衛門氏、山下泰裕氏、遠山敦子氏）

「決算公告」をしましょう！
ＯＡＧ税理士法人では、決算公告を推進しています
～ 決算公告には、多くのメリットがあります ～
①
②
③
④
⑤
⑥

企業の法的防衛
社会からの企業実績評価の向上
決算書主義への対応
企業のイメージアップ
従業員のモラルアップ
企業財務の黒字体質化

特定非営利活動法人 決算公告推進協議会
http://www.kessan-koukoku.or.jp/
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従業員も安心！
出産・育児しながら仕事を続けられる制度に取り組んでいますか？

従業員に給付金・社会保険料免除。
会社には社会保険料免除に助成金が出ます。
ＯＡＧ社労士事務所

社会保険労務士

古見明子

◆ 給付金の種類は？
出産育児関連の給付金には次のような種類があります。

社会保険（社会保険事務所に申請）
雇用保険（ハローワークに申請）

①
②
③
④

出産手当金
出産育児一時金（又は出産育児一時金事前申請）
育児休業基本給付金（延長）
育児休業者職場復帰金

その他、育児休業中の保険料免除や育児休業終了後の社会保険料の改定の特例等があります。

復帰から
６カ月経過

育児休業
③育児休業
基本給付金

①出産手当金
②出産育児一時金 又は
事前申請
（予定日前１ヵ月）

職場復帰

産後休業

育児休業
開始

一歳の誕生日の前日

出産日の翌日
から56日間

産後休業終了翌日

産前休業

産後休業終了

出産日

出産日
含む＋α

出産日翌日

出産予定日

予定日
以前42日

一歳の誕生日の前前日

給付金申請の流れ

④育児休業者職場
復帰金

出産育児一時金
□育児休業開始日の属する月から社会保険料免除

① 出産手当金…出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日から、出産日後56日迄の間に被保険者が仕事を休み
賃金がでない時、欠勤1日につき標準報酬日額の2/3の額が被保険者に支給されます。
② 出産育児一時金…一児ごとに35万円が被保険者に支給されます。事業主の証明は不要です。
※出産育児一時金の事前申請…医療機関を受け取り代理人として出産育児一時金を受け取ります。
実際の分娩の費用が35万円以上の場合には差額を被保険者が負担し、35万円未満なら差額が支払われます。
出産予定日を証明する母子手帳を添付し休業中の被保険者自身が申請します。

◆ 社会保険料の免除について
育児休業等開始日の属する月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月迄の期間、事業主と本人の社会保険
料が共に免除になります。産前産後休業の期間は免除になりません。
※社会保険料翌月控除の場合…育児休業開始が5月5日とすると、5月分の社会保険料から免除になります。6月支給の給
与から保険料の控除がありません。
③ 育児休業基本給付金…育児休業中賃金が一定水準を下回った場合に被保険者に給付金が支給されます。（支給期間は子
の1歳の誕生日の前々日まで）支給対象期間の勤務状況と賃金支払状況を事業主が証明し、本人の確認印をもらったう
え２ヶ月毎に申請します。
④ 育児休業者職場復帰金… 育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者が、育児休業後被保険者として引き続き6ヶ月間
雇用された場合（在籍が要件）に被保険者に一時金として支給されます。
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   【重要事項】育児休業基本給付金の延長の支給申請手続きについて
育児休業基本給付金は子が1歳になるまで支給されるのが原則ですが、「保育所による育児が実施されない」等の延長
事由に該当する場合、申し出により最大６ヶ月給付金の受給延長申請ができます。
・延長申し出方法→延長する期間の直前支給対象期間の申請時に、延長事由と期間を記載して申請。
・添付書類→保育所に入所できない理由の場合、市区町村より発行される「不承諾通知」を添付。
※不承諾通知に記載される入所日は、子が1歳になる前までの日付でないと延長できません。

◆ 出産育児の給付申請のため必要な書類
★出産育児関連申請書一式

※該当箇所に被保険者の捺印等が必要な為、休業前に書類を被保険者に渡しておく。

｝医師の証明が必要

･出産育児一時金申請書（事前申請は被保険者本人が提出します）
･出産手当金支給申請書

･育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業基本給付金支給申請書
･雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
※育児休業者職場復帰金の申請用紙は育児休業基本給付金が終了すると出力されます
★被保険者に準備してもらう書類

※上記申請書類と共に被保険者に返送してもらう

･母子手帳コピー（出産日の記載がある部分）
･銀行通帳コピー（口座や支店名の記載がある部分）※または銀行で証明をもらう
★事業主側で用意するもの
･賃金台帳と出勤簿（出産手当金、育児休業基本給付金、育児休業者職場復帰金で必要）
･育児休業等取得者申出書（育児休業中の社会保険料免除の為提出。従業員印不要）
※育児休業を延長する場合には忘れずに延長届も提出します。
★申請書作成のため確認しておくこと
･被保険者の保険加入情報（基礎年金番号・保険証番号・雇用保険番号、雇用保険と社会保険の加入日）
･被保険者の基本情報（生年月日、住所、電話番号、本人名義の銀行口座）
･産前産後期間の社会保険料の徴収方法の確認

◆ 書類の作成と提出手順は？
出産育児一時金事前申請以外の申請書は、出産日確定後記入し完成させます。
まず出産育児一時金(事前申請の場合には不要)を提出。育児休業が始まる頃に出産手当金と事業主が作成した「育児休業等
取得者申し出書」を提出（社会保険料免除のため）。その後2ヶ月位後に育児休業基本給付金の申請書を提出します。

◆ 中小企業子育て支援助成金とは？
初めて育児休業取得者が出た中小企業の方に朗報！
  中小企業子育て支援助成金
受給要件
① 常時雇用労働者数100名以下
② 次世代育成支援対策推進法の「一般事業主行動計画」を策定し届け出ていること
③ 就業規則等の規定が整備されていること
④ 平成18年4/1以降初めて
「育児休業取得者」又は「短時間勤務適用者」が出たこと
⑤ 対象労働者が職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。
受給額
育児休業者

短時間勤務

1人目

100万円

利用期間に応じ60万円から100万円

2人目

60万円

利用期間に応じ20万円から60万円

出産育児関連の申請は煩雑なことが多く、正確な対応には注意が必要です。
ぜひ、ＯＡＧ社労士事務所にご相談ください。
the Heartful OAG
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平成20年度
税制改正セミナーのご案内
毎年行われる税制改正は、例年なら前年末に発表される「税制改正の大綱」に多少の修正を加え
て国会で可決・成立されるものですが、今年は国会の情勢が不透明で流動的な要素があります。た
だし、
「現下の経済・財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する等の観点から、法
人関係税制、中小企業関係税制、金融・証券税制、土地・住宅税制等について適切な措置を講ずる。
また、
民間が担う公益活動を推進する観点から、公益法人制度改革に対応する税制措置を講ずる」
（『平
成 20 年度税制改正の大綱』前文）という財務省の基本方針に大きな変更はないものと考えられます。
平成 20 年度は、消費税の抜本的な見直しへの地ならしという側面もあり、今後の税制改革の方向
性が決まる重要な年でもあります。
そこで、ＯＡＧ税理士法人では、経営者・税務担当者の皆さまを対象に、平成 20 年度の税制改
正を分かりやすく解説する税制改正セミナー「平成 20 年度税制改正で何が変わる？」を開催致し
ます（詳しくは別掲のご案内をご参照ください）。弊社のベテラン税理士が、税制改正に的確に対処
する方法をお伝えしますので、ぜひご参加ください。

『平成 20 年度税制改正で何が変わる？』
◆日

時：

2008 年 5 月 13 日（火）15:30 ～ 17:30〈受付 15:00 ～〉

◆内

容：

第一部

15:30 ～
講

第二部

師： マネジメント ･ ソリューション部

16:30 ～
講

今年度税制改正のポイント ―  法人税  ―
部長

税理士

榑林一典

今年度税制改正のポイント ―  資産税・所得税  ―

師： 資産税部

チーフアドバイザ

税理士

◆参加費：

無料

◆定

員：

会場の都合上、先着 50 名様とさせていただきます。

◆場

所：

ＯＡＧ税理士法人・６Ｆセミナールーム

◆住

所：

〒 160-0017

東京都新宿区左門町 3-1

渡邉正則

左門イレブンビル 6 Ｆ

◆お問合せ先： ＯＡＧ税理士法人クライアント・コミュニケーション部（担当：小林）
電話：03-3356-1239 ／ FAX：03-5312-6167
◆申込締切： 2008 年 4 月 30 日（水）
◆申込方法： 本誌同封の「参加申込書」に所定の事項をご記入いただき、
ＦＡＸでお送りください。
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My

Favorite

Book

推薦人：太田孝昭（代表社員）

推薦者：四ヶ所純子（経営管理部）

『アランの幸福論』
アラン／著 齋藤慎子／訳
ディスカヴァー・トゥエンティワン
￥1,785（税込）

『波のうえの魔術師』
石田衣良／著
文藝春秋 ￥500（税込）

「今さら『幸福論』なんて」と思ってい

大学を卒業して冴えないプータローだっ

る方にお薦めの一冊です。アランは 19 ～

た主人公が、ある日「ジジイ」に声を掛け

20 世紀にかけてフランスで活躍した哲学者

られ、わずか半年で目利きディーラーにな

で、1906 年から新聞にコラムを連載しまし

るというシンデレラストーリーですが、主人

た。そのコラムを集約したものが『幸福論』

公と一緒に投資ノウハウを覚えることができ

（1928 年刊）で、『幸福論』を更に厳選し

る「教本」でもあります。日本長期信用銀

たのが本書です。一つひとつの文章が平易

行の破綻劇や現実に起こった社会的な事件

な言葉で書かれ、心に染み渡ります。誰も

も散りばめられ、1998 年の出来事として現

が幸せになりたいと思っているのに、その

実大に感じられる奥行きもあります。

方法を知らない人、知っているのにできな

小説で標的としている『まつば銀行』っ

い人が多いのです。ほんの小さな心掛けで

てあそこの銀行のこと？ と考えながら、こ

幸せになれる、人を幸せにできるのです。

の標的がどうなるのか、主人公の行く末は？

私は枕元に置いて、寝る前に 1 ～ 2 ペー

と、一気にのめりこめます。最後にはちゃ

ジを読んでいます。生活に疲れたとき、手

んとどんでん返しもあり、一筋縄ではいか

に取ってみてください。ご子息へもお薦め

ないところが “ ニクい ” 小説です。

です。

推薦者：奥田周年（資産税部）
『小説で読む民事訴訟法』
木山泰嗣／著
法学書院 ￥2,100（税込）

話題の新刊
『「食い逃げされてもバイトは雇うな」
なんて大間違い』
山田真哉／著
光文社 ￥735（税込）

税務訴訟を数多く手掛ける弁護士が、初

著者の前作「食い逃げされてもバイトは

心者でも楽しく学べる「民事訴訟法の手引

雇うな」を全否定するタイトルで、注目を

き」を書きました。裁判に興味がある方、

集める最新作です。３年前の前作では、会

すべてにお勧めです。

計的な数字を基に、アルバイトを雇う事の

大学３年生の主人公がアルバイト先の

損得を分析し、雇わない事の会計的なメリッ

法律事務所で、事件や裁判を体験しなが

トを示しました。ところが本書では、視点

ら、民事訴訟法をマスターしていく７つの

を 180 度転換して、損得勘定という数字に

物語。主人公の友人の示唆に富んだ発言も

振り回されて本質を見失うことの危険性を

印象的です。「ある概念を理解するために

説いています。

は２つのアプローチが効果的だと思ってい

サブタイトルは、「危険な数字」。作られ

る。ひとつは具体例。もうひとつが反対概

た数字、関係のない数字、根拠のない数字、

念」など。著者は「簡単でシンプルなこと

机上の数字の４つが危険な数字で、こうし

の方が本質をついている」といいます。シ

た数字を見抜き、上手に対処することの重

ンプルで分かりやすく、楽しみながら学習

要性を小説を交えながら分かりやすく解説

でき、税務担当者にも役立つこと間違いあ

しています。

りません。

the Heartful OAG
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SUN

MON

TUE

30

31

1

7

THU

FRI

2

3

4

デビューの日
横町の日
ヘアカットの日

12

大安

5

給与支払報告に係る給
与所得者異動届出
新会計年度、エイプリ
ルフール、不動産表示
登記の日、児童福祉法
記念日、売春防止法施
行記念日

国際こどもの本の日
図書記念日
週刊誌の日
五百円札発行記念日

清水寺・みずの日
日本橋開通記念日

地雷に関する啓発およ
び地雷除去支援のため
の国際デー、沖縄県誕
生の日、ピアノ調律の
日、あんぱんの日、交
通反戦デー、トランス
ジェンダーの日

8

9

10

11

左官の日
大仏の日
美術展の日

3 月分源泉所得税・住
民税の特別徴収税額の
納付
婦人参政記念日、女性
の日、建具の日、イン
テリアを考える日、駅
弁の日、瀬戸大橋開通
記念日

メートル法公布記念日
ガッツポーズの日

東京大学創立記念日
パンの記念日
世界宇宙飛行の日

17

18

19
地図の日
最初の一歩の日

大安

友引

Vol.36

6

友引

SAT

WED

新聞をヨム日
北極の日
コンビーフの日

世界保健デー
農林水産省創立記念日

忠犬ハチ公の日
タイヤの日
参考書の日
折り紙供養の日
ヴィーナスの日

13

14

15

16

タイタニック号の日

遺言の日
象供養の日
ヘリコプターの日

国民年金法公布記念日
ボーイズビーアンビ
シャスデー
チャップリンデー
女子マラソンの日

ハローワークの日
恐竜の日

発明の日
特許制度執行記念日
よい歯の日
よい刃の日
世界アマチュア無線の日

21

22

23

24

25

26

世界図書・著作権デー
サンジョルディの日
こども読書の日
地ビールの日
国際マルコーニデー

日本ダービー記念日
植物学の日

国連記念日
市町村制公布記念日
初任給の日
歩道橋の日
拾得物の日

世界知的所有権の日
よい風呂の日

30

1

2

3

決闘の日
喫茶店の日
水産デー

20

大安

大安

郵政記念日
女子大の日
青年海外協力隊の日

民放の日

アースデー

27

28

29

国会図書館開館記念日
婦人警官記念日
哲学の日
悪妻の日
ロープデー

サンフランシスコ講和記念日
象の日
缶ジュース発売記念日
シニアの日

昭和の日

畳の日
羊肉の日

友引

友引

友引

大安

図書館記念日

4/30…2 月決算法人の確定申告、8 月決算法人の中間申告、5 月、8 月、11 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、
消費税の年税額が 400 万円超の 5 月、8 月、11 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 1 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
・4 月中において市町村の条例で定める日…軽自動車税の納付、固定資産税（都市計画税）の第 1 期分の納付
・固定資産台帳の縦覧…4 月 1 日から 20 日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで期間
・固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出…市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を受けた日後 60 日までの期間等

編集後記
電子申告、成功しました！ 私事で恐縮ですが、2 年越しの課題であった確定申告の電子申告が、

発

行

ＯＡＧ税理士法人

できました！ 今年は事務所としても 36 名が電子申告を完了させ、来年はいよいよお客さまの

（株）
シーケーシステム研究所

確定申告を電子申告で行う予定です（5 千円の控除を受けるためには、電子証明機能付きの住

（株）
経理秘書

基カードを取得する必要がありますので、早めに担当者にご相談下さい）
。この編集後記を書い

（株）
ビジコム /（株）
福祉総研

ている時点では、未だ租税特別措置法の決着がついていません。前号、前々号で書かせていた

東京都新宿区左門町3番地1

だきましたが、法律の期限切れの影響はガソリン代が下がるだけではなく、企業経営や私たち

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

の日常生活に直結する問題も数多く引き起こします。このことをマスコミはもっと報道すべき

発行人

太田 孝昭

だと思うのですが、そうすることのできない理由が何かあるのでしょうか。ちょっと勘ぐって

編集人

松本 眞一

しまいます。
（ま）

左門イレブンビル5階

