
済状態が続く。賃上げの大合唱もあるが、企業はそう簡単に大幅な
賃上げに踏み切れる状態ではない。総じて消費は低迷し、大企業の
一部は業績好調だが、大部分の中小企業は業績が芳しくないまま推
移する。医薬、医療などの分野で新しいベンチャー企業が脚光を浴
びるが、それはごく少数の世界の話し。大部分の中小企業はその恩
恵にあずからない。

■ 生活
　食料品の値上げが続き、
庶民の懐具合は一向に改善
されない。賃上げの合唱も
あったが、やはり思い切っ
たベースアップは将来への
つけを残すとの警戒感から
昨年同様程度の賃上げに終
わる。実質賃金の上昇はほ
とんどなかったと言ってい
いくらいだ。住宅の着工件数も低迷、マンションは例の杭打ちトラ
ブルの後遺症で模様眺めが多く、成約に簡単に結びつかない。新ア
ベノミクスのスローガンも、響きはいいが実際の生活に直結するイ
メージアップにはならなかった。携帯電話料金のシステムが多少改
善されて、月額金額が僅かに削減できたり、ガソリンの値段があま
り上がらないので、多少楽になっているくらいだ。翌年度の消費税
の８％から10％への値上がりが確定し、庶民は年末に向けてまた消
費税の値上がり防衛策で早め、早めの行動を起こす。一時的な前倒
しの消費増はあるが、大きな効果はない。

■ 技術
　車の自動運転の技術開発が進み、実用化の一歩手前までくるが、
トヨタの採用する方式とそれ以外のグループとでは使用する電波の
周波数が異なるので、なかなか進まない。アマゾンの配送システム
のテストが終わり、即時配達サービスが進む。生鮮食料品の配達が
可能になり、食品スーパーには脅威となる。ドローンを使った災害
探査のシステムの実用化が目前になり、他の分野への利用も見えて
くる。IPS細胞を利用した再生医療やがん発見の新しい技術が進み、
高度医療を駆使する医療機関に患者が集中する傾向が顕著になる。
くもの糸の製造を活用したスパイバーという新しい糸で製造した繊
維製品が発売され、その強度に目を見張ることになる。人工衛星の
打ち上げ技術が確立し、成功率が高いので海外からのオーダーが入
るようになる。新興国への
新幹線輸出が数件受注でき、
車輛と運行技術のビジネス
が活況を呈する。依然とし
て原子力発電所の将来が不
透明で、稼働する発電所が
限定され、石炭火力発電所
の建設が進む。新しい世界
環境基準の達成のため、省
エネ分野の企業業績が好調
に推移する。
　いずれにしても、起こっていることは事実だ。目を逸らすことな
く、冷静に事実を受け入れ、自社はどこに進むべきかを見極める
ことが大事だ。方向を誤ると100年かかっても取り戻せない。経営
トップの責任は重大だ。
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2016年を占う
成岡マネジメントオフィスからのメッセージ

　2016年は激動の年になる予感だ。アベノミクス新３本の矢が果
たして的に当たるか、外れるか。どちらにしても、起こっているこ
とは現実だ。現実を受け入れつつ、さらばどうするか？今まで以上
に経営感覚、経営判断が問われる１年になりそうだ。たこつぼのよ
うに会社のデスクに張り付いていないで、外の空気を敏感に感じる
ようにしないといけない。

■ 政治：安定するが改革は進まない
　自民党政権は参議院選挙でも圧勝し、当面政権は安泰になるだろ
う。安倍首相の独壇場だが逆に改革が進まない。選挙制度も、規制
緩和も中途半端になる。野党勢力も勢いがなく、何やら停滞感が漂
い、改革のエネルギーも閉塞状態になる。中国や韓国との関係の修
復も、現実的な妥協のうえに成り立っている。アメリカの大統領選
挙の行方も関心事だが、TPPのアメリカ国内での批准が進まず、実
質的には１年遅れで進行する。ロシアとの関係改善も進まず、大国
の事情に翻弄された１年になりそうだ。シリアのテロの脅威もます
ます大きくなり、アメリカとの全面戦争状態になりかねない事態へ
進む。沖縄の基地問題が膠着状態になり、アメリカから早期の決着
の圧力が日増しに激しくなる。安倍政権は強行突破を図るが、成田
空港闘争のような泥沼化した基地周辺の住民との確執に発展する可
能性もある。

■ 経済：内需は一向に改善しない
　大企業の収益力は相当回復したが、中国経済の失速懸念、国内消
費の停滞などから、企業は社内の設備投資に経営資源を振り向ける
にはリスクが高いとみている。中国からの観光客の「爆買」は続く
が、恩恵を受ける企業は一部の業種に限られる。大企業のM&Aは
活発だが、ほとんどが海外企業の買収案件で、国内市場の縮小均衡
を見据えた海外ビジネスへの投資となる。やはり日本国内でのビジ
ネスの成長は、今後も大きく望めないから、どうしても海外市場へ

目が向く。高齢者の消費
喚起の方策はいろいろと
取られはするが、全体の
消費支出を格段に押し上
げる力は乏しい。消費税
の増税への準備、軽減税
率の導入の混乱、相続税
の増税の影響など、一般
庶民にとっては厳しい経●IPS細胞の再生医療への応用

●世界のロケット打ち上げビジネス

●自動運転システム

●スパイバー
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　新年を迎え、気持ちを新たに何か新しいこと（新事業など）に挑戦しよう
という人も結構多いのではないでしょうか。１年のスタートは新しいことに
チャレンジできる良い機会です。何故でしょうか？過ぎ去ったことを「もう
終わったこと（サンクコスト）」とできるからです。今回は「業務効率化の
考え方」をお伝えします。新事業を始める前に必ず押さえておくべき重要な
ポイントです。

業務は放っておくと拡大傾向になる
　業務というのは、管理業務であれ現場業務であれ、定期的に見直す必要が
あります。放っておくと、いつの間にか拡大（もしくは縮小）して、本来の
目的とかけ離れていることが多いのです。
　特にオフィス業務の場合、自然と拡大する
性質を強く持ちます。それは、「多くの仕事
をこなすのが大事だと思う」総効果拡大志向
や、「より細かい仕事が重要だと思う」精緻化
志向という、人間が仕事をする上での思考回
路（志向）に強く影響されています。
　そのため、業務の自然拡大は、業務遂行上
「致し方ない宿命」と捉え、定期的にチェック
していくことが大切です。

生産性をあげるには２つの方法しかない
　近年、時間当たりの生産性の低さが問題視されています。真偽はともか
く、ここ10年ほどの日本の「就労１時間当たりの労働生産性」はOECD加
盟34ヵ国中20位でずっと推移しており、あまり高くない水準と言えます。
　生産性は一般に下記で定義されます。

　式からは、生産性をあげるためには２つの方法しかないことがわかります。
アウトプットを増加させる（＝「強化」）方法か、もしくはインプットを減
少させる（＝「簡素化」）方法の２つです。業務効率化は「簡素化」によっ
て生産性を上げる手法を指します。

人を削る縮小は良い効率化とならない
　簡素化（＝「インプットを減少させる」）の手順は、単純に人を減らすのか
というと、そうではありません。人を減らして業務の効率化を図るのは最後
の手段です。アメリカの元大統領の決定方法「アイゼンハワーの原則」や、
時間術のセルバン・シュベールが指摘した「カナル現象」によれば、単純に
人を減らした場合、残った人は忙殺され「重要度に関係なく、緊急度の高い
仕事のみを行う」ようになります。重要度の高い仕事が疎かになると指摘さ
れています。まずきちんと仕事を簡素化した上でないと、人を削る縮小は業
務効率化の逆効果になるという事です。

業務改革には正しい順番がある 
〜簡素化から強化へ
　業務改革では簡素化と強化を分けて２段階で考えます。まず簡素化して、
その後に強化があります。この順番が大切です。

診断士のデスクから

　原資ゼロから新しいことを生み出すのは極めて難しいことです。その理屈
に立てば、この簡素化から強化への順番は、等式を成立させるために当然と
いえば当然のことです。しかし、新しいことに挑戦する（人を投入する）多
くの場合、②の人の投入（割り当て）だけを最初に決め、①の簡素化にあま
り注目が行きません。①のプロセスでしっかり余力を作ることが、のちに新
事業の成果に大きく影響します。

現状、適切な余力があるかの見極めが大切
　新事業を始めるにあたって、「頑張ればでき
る」は適切な余力ではありません。頑張りは大
切な要素の１つですが、現業の余った力で成功
するほど新事業は簡単ではありません。現業で
どの程度の余力があるか（＝ムダがあるか）に
ついては、業務の可視化の技術を使って把握で
きます。時に可視化してでも無駄を取り除くこ
とで初めて、新事業に取り組む余力が生まれま
す。

改善の視点は８つ
　どの企業でもムダは必ずあります。それを可視化等で把握し、業務の目的
に照らしムダと認識する、これが改善の第１歩です。この現状分析から改善
するアプローチ方法を「科学的（積上）アプローチ」と言い、業務効率化
（簡素化）にはこの積み重ね式のやり方が最も有効だと言われています。改
善の視点としては「改善の８原則」で検討します。
　まず廃止を考え、次に簡素化（削減、容易化、標準化）を検討し、分業分
担（計画化、分業分担、同期化）の検討を経て、最後に機械化を考えます。
改善において検討する順番は成否を左右するポイントです。

　「フランス人は10着しか服を持たない」という書籍がベストセラーになっ
ています。ミニマルな文化が今の多くの日本人に共感を持って受け入れられ
たようです。経営で考えた場合、少ない資産で回転させるのは効率が非常に
良い状態です。業務では、生産性を追求したスリムなスタートが求められて
います。新事業を始める前、一度立ち止まって、スリムにできる業務がない
かを再確認してみるのはいかがでしょうか。

　まず業務をスリムにして始める新事業
　～ビジネスプロセスの革新はこうする～

北摂マーケティング合同会社　　　　　　
中小企業診断士　伊藤　友重

●図１　業務の自然拡大

●図４　業務の可視化

●図２　生産性の定義

●図３　業務改革の順番

●図５　改善の８原則

京都、北摂、西摂地域限定のコンサルティング会社。
ＩＴを活用した売上・集客ＵＰならお任せください！

北摂マーケティング合同会社（経営革新等認定支援機関）

Mail：info@hokusetsum.com
URL：http://www.hokusetsum.com

（本社）　大阪府高槻市緑が丘１丁目12-11
　　　　TEL：072-691-9111　FAX：072-685-7170

（京都シェアオフィス）
　〒604-8151　京都市中京区蛸薬師通烏丸西入 橋弁慶町222
　　　　　　　　ヒライビル
Mobile：080-7940-0783

代表社員  伊藤　友重（ビジネスプロセス革新エンジニア）
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　前回までは法人税法上の交際費について書いてきました。第11
回目からは役員報酬について書きます。
　会社法上、役員報酬とは役員が受け取る報酬、賞与、その他の
職務執行の対価として株式会社から受け取る財産上の利益とされ
ています。したがって役員報酬は、企業会計上は費用になります。
ところが法人税法上は少し取り扱いが違います。
　法人税法上、役員報酬（法人税法上は役員給与といいます）は、
原則として損金（税金上の経費）に算入されないこととされてい
ます。原則として損金不算入であるというのは、一定の条件を満
たす役員報酬は損金に算入されることとなるからです。では、一
定の条件とは何でしょうか？　法人税法上、損金に算入できる役
員報酬は、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③利益連動給
与の３つになります。

　①の定期同額給与とは、その支給時期が１か月以下の一定の期
間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額
が同額であるものをいいます。これは職務執行期間中は、毎月同
額でなければならないということを意味しています。同額でない
場合は、損金に算入することができなくなってしまいます。ただ
し、経営状況が著しく悪化した場合に、役員報酬を期の途中で減
額することは認められています。この場合、経営状況の著しい悪
化とは、単に経営計画を達成できていないという等の理由ではな
く、大幅な赤字になって融資元である金融機関等から改善の要求
をされる等の理由が必要になります。
　次回は②事前確定届出給与、③定期同額給与についてお話しし
ます。

第11回 役員報酬に関して
知っておくべきこと
〜その１〜

税務のコーナー

法　人　名　　税理士法人りたっくす
代 表 者 名　　久乗  哲
住　　　所　　京都市中京区橋弁慶町234ゆたかビル8F
電 話 番 号　　075-255-9990
ＦＡＸ番号　　075-255-9991
Ｕ　Ｒ　Ｌ　　http://rita-x.tkcnf.com/pc/
ア ド レ ス　　satoshi-kunori@rita-x.com

シリーズ

施設紹介
京都
の 杉本家住宅

　杉本家住宅は、町家としては市内最大規模に属し、各１間半
の床と棚のある座敷、独立した棟として西に張り出した仏間、
大きな台所など下京における大店の建築遺構として、きわめて
高い価値を有する建物だ。建物全体にわたって、京大工の技量
が遺憾なく発揮されており、技術性・意匠性ともに非常に優れ
たものだ。
　元治の大火（1864年／蛤御門の変に際する大火）の際に一度
焼失したが、その後明治３年（1868）に現在の建物が再建され
た。その建築・文化的価値が高く評価され、焼け残った土蔵３
棟とあわせて、平成２年（1990）年に京都市の有形文化財に指
定された。現在、年中行事の公開や年３回の企画展を開催して
いるほか、その他様々な催しも随時開催されている。平成22年
国の重要文化財に指定された。
　通りに向かって戸口を開け、京格子を建て付け、「鰻の寝床」
と呼ばれる奥へ深く建物が延びる構成になっている。典型的な
京町家の姿をそのまま保っている。
　暮らしのしきたりや年中行事の作法などを記した「歳中覚」
など、代々伝来している古文書のほか、門徒の年中行事や商家
の冠婚葬祭の機会に江戸時代から用いられてきた什器や祭具類
もよく保存されており、江戸〜明治にかけての民俗資料、工芸
資料として高く評価されている。年に三度の特別公開時には、
部屋のしつらえとして季節・行事にあわせその所蔵品を展示公
開している。特に夏の祇園祭の際には「屏風祭」を開催すると
同時に、「伯牙山」のお飾り所としても利用されている。

※施設の概要
公益財団法人 奈良屋記念杉本家保存会
http://www.sugimotoke.or.jp/
〒600-8442　京都市下京区綾小路通新町西入ル矢田町116番地
TEL：075-344-5724　　FAX：075-343-3773

第8回

▲ 座敷

▼ 杉本家住宅全景
▲ 祇園祭の伯牙山

▲ 中庭
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送付先の変更は、上記へＥメールまたはFAXでお知らせください。

あっという間の年末になってしまった。10月からいろいろな仕事が重なって、気が付けば年末になっていたというのが実感だ。今年は
６月末に事務所を移転したことが最も大きなニュースだったか。オフィスは広くなったが、その分集積密度が低くなり、かえって生産
性は落ちたように感じられる。シンプルに、コンパクトに、手際よくやることが大事だ。このオフィスレターのお届けが年末ご挨拶と
年賀状の代わりです。来年もよろしくお願いいたします。（な）

編集
後記

今月の
推薦図書

プロフェッショナル仕事の流儀
「壁を打ち破る34の生き方」
　さまざまな分野での第一線で活躍する一流のプ
ロたちの「仕事」を、徹底的に掘り下げるドキュ
メンタリー番組、ご存じ「プロフェッショナル仕
事の流儀」を手掛ける制作チームが編集した話題
の一冊。登場する超一流と言われるプロたちも、
さまざまな挫折を経験しながら今の地位まで上り
詰めてきた。その生き方の流儀とは？どのような
心構えで仕事と向き合っているのか？スランプか
ら抜け出す秘訣とは？登場する34人の超一流の
プロたちの珠玉の言葉と感動のエピソード。ここ
から我々は、人生の壁を打ち破る方策を学ぶこと
ができる。

＜登場人物の例（一部）＞
・メジャーリーガー「上原浩治」／・マンガ編集
者「佐渡島庸平」／狂言師「野村萬斎」／ラグ
ビー日本代表HC「エディー・ジョンズ」／ヴァ
イオリニスト「五嶋みどり」／外科医「笹子三津
留」／カツオ漁師「明神学武」／大相撲第69代
横綱「白鵬翔」

書　名：�プロフェッショナル
仕事の流儀「壁を打
ち破る34の生き方」

発　行：NHK出版
著　者：�NHK「プロフェッ

ショナル」制作班
発行日：2015年08月10日
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1 月度・2 月度勉強会のご案内  　

日　時： 01月30日（土）15：00〜17：00
会　場： キャンパスプラザ京都２階第１会議室
基調講演：  
    株式会社ファーマフーズ 代表取締役社長　金�武祚氏�
    　　　http://www.pharmafoods.co.jp/ 
    「バイオビジネス　着想の原点」〜タマゴの神秘に導かれて〜
NMO勉強会主宰者より： 
� � � � 株式会社成岡マネジメントオフィス 代表取締役　成岡�秀夫�
    　　　http://www.nmo.ne.jp/ 
    NMO勉強会の今までとこれから
定　員：60名
会　費：無料

NMO勉強会 京都例会
NMO勉強会 大阪例会

目�次
第１章：すべては、自分を信じることから
第２章：強みを知り、強みを伸ばせ
第３章：いまやるべきことを、見極めろ
第４章：オープンな心が、成功を導く
第５章：初心を忘れなければ、人は必ず成長する
第６章：不安がなければ、大きな成功は勝ち取れない

第169回

第130回

日　時：01月30日（土）17：00〜18：30
会　場： アパホテル京都駅前Ｂ１Ｆレストラン　ラ・ベランダ 
　　　　（キャンパスプラザ正面玄関前）
会　費：3,000円

おかげさまで2002年に始まったNMO勉強会（当時はIT経営塾勉強会）
は、京都地区、大阪神戸地区での通算開催回数が300回を数えるまでに
なりました。
今回300回を記念して、特別講演会、交流会を開催いたします。多数の
皆様のご来場をお待ちしております。
 特別講演会 
⃝日　時：2016年01月30日（土）
　　　　　14:30開場／15:00開会／17:00終了
⃝会　場：キャンパスプラザ京都
　　　　　（京都駅烏丸中央口西ビッグカメラ京都店前）第１会議室
　　　　　http://www.consortium.or.jp/about-cp-kyoto/access
⃝参加費：無料
⃝定　員：60名
 交流会 
⃝日　時：同日17：00〜18：30
⃝会　場：アパホテル京都駅前
　　　　　Ｂ１Ｆレストラン　ラ・ベランダ
⃝参加費：3000円
・基調講演
　　株式会社ファーマフーズ 代表取締役社長　 金 武祚氏
　　　　http://www.pharmafoods.co.jp/
　　「バイオビジネス　着想の原点」～タマゴの神秘に導かれて～
・NMO勉強会主宰者より
　　株式会社成岡マネジメントオフィス 代表取締役　 成岡 秀夫
　　　　http://www.nmo.ne.jp/
　　NMO勉強会の今までとこれから

特別講演会NMO勉強会
300回記念

NMO勉強会第300回記念講演会です

交 流 会

NMO勉強会 京都例会
http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

第170回
日　時： 02月11日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
当日は祭日ですが会場の都合もあり祭日に開催します
会　場： COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
    http://www.citylabo-ino.com/
    （ 市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」下

車すぐ　「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）
講　師： 松田　雅子氏�
� � � �（ 京都城南診療所　健康増進部保健師）
テーマ：始まった「ストレスチェック制度」 
    〜具体的に何をやるの？どう活用するの？〜

［いずれも参加費1,000円］

第131回
日　時： 02月16日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です
会　場： 大阪産業創造館６F-D会議室（地下鉄堺筋本町駅徒歩３分）
講　師： 松田　雅子氏�
� � � �（ 京都城南診療所　健康増進部保健師）
テーマ：始まった「ストレスチェック制度」 
    〜具体的に何をやるの？どう活用するの？〜

NMO勉強会 大阪例会
http://www.nmo.ne.jp/business/it-osk.html

［いずれも参加費1,000円］


