
と、「自分の選挙も強く、身内（他
人）の選挙にも強い」候補という
ことになる。ヒラリー・クリント
ン候補は、泡沫の筈のサンダース
候補を振り切れずにいた。本来な
らば、ユダヤ系自称「社会主義者」
のサンダース氏が指名を得ること
は有り得ないが、それでも苦戦し
ていたのは、クリントン候補が
「自分の選挙にも、身内の選挙にも弱い」からだ。2008年において
も、民主党の大本命はクリントン候補だったが、当初は無名だった
オバマ候補に苦杯を嘗めさせられた。今回も最後までサンダース候
補を突き離せなかったのは、「自分の選挙に弱い」からだ。

■ 気乗りしない候補者のまま
　また、2010年と2014年の中間選挙でもさしたる活躍を残さず、
共和党の躍進を許したから、「身内の選挙にも強くない」と言わざ
るを得ない。民主党の上下両院及び州知事候補者が、目を凝らして
視ているのは、果たして大統領候補が自分を勝たせてくれるかどう
か。肝心の予備選における投票総数だが、８年前（４年前はオバマ
候補の実質的信任投票）と比べても、伸び悩んでいるか下回ってい
る州すら存在する。それだけ民主党員にとってクリントン氏は気乗
りしない候補だ。民主党の支持基盤は黒人、ヒスパニック、白人系
低所得者層、それに労働組合だが、黒人層から圧倒的支持を受けて
いる同氏の現状を裏返せば、それ以外の層からの支持が希薄である
ことがうかがえる。

■  忠実な「信者」を抱える
　 共和党ドナルド・トランプ候補
　トランプ氏の支持基盤は、プ
ア・ホワイト（白人系低所得者層）
とヒスパニック（中南米系移民）。
日本も米国も事情は同じで、「労
働貴族」と呼ばれる一握りの上層
部が、労働組合全体を仕切ってい
る。彼らには楽して暮らせる結構
なご身分が保障されているが、首
切りの対象になるのは常にその他大勢、正規より不正規雇用の方が
不安定なのも同様で、しかも組合（労働貴族）が自分達を護ってく
れないのを、身に沁みて感じている。ヒスパニックも良く似た境遇
で、プア・ホワイトとヒスパニックは職を巡って取り合う関係にあ
るが、両者には共通の敵が存在する。後からやって来る不法移民。
新参者ほど、悪い就労条件でも請けるから、プア・ホワイトと先に
住み着いたヒスパニックは、失業したくなければ不利な雇用条件を
甘受せざるを得ない。不法移民流入の根絶を訴えるトランプ候補の
人気が衰えない理由も、この辺りにある。要はトランプ支持者は、
「トランプ氏に忠実」であって、共和党には必ずしも忠実ではなく、
彼ら「トランプ信者」は非常に強固なグループを形成している。

■ 「クリントン・キラー」のトランプ
　従って、トランプ氏以外ならヒラリー・クリントン大統領の誕生
間違いなし、だがトランプ候補なら事情が異なる。相手がクリント
ン氏なら、トランプ氏が勝つ可能性が高い。今回も今後、景気が後
退局面を迎える。この様な逆境下にあって、自分の選挙にも弱い与
党民主党候補が、果たして勝利できるか、大いに疑問だ。やはり共
和党がトランプ候補で一本化したので、同党の勝利とみるのが順当
かもしれない。
� ※８月中旬のWEB情報から筆者改編
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　先日の国民投票によってEUからの離脱を決めた英国は、世界経
済に大きな影響を与えている。米国の大統領選挙も、過去とは全く
異なる様相を呈している。米国も英国も、感情が先に立った意思決
定をしているとしか思えない。国民の感情を過度に刺激する大統領
候補を擁立してまで次期政権を奪おうとしている共和党の姿は、ま
るで今の米国社会のひずみを象徴しているかのようだ。英国がEU
からの離脱を決定したのは彼ら自身にとっても、大英帝国としての
自尊心をくすぐる以外にろくなメリットがない決定だ。

■ 英国のEU離脱の影響は？
　多くの報道で日本経済への影響が取り沙汰されているが、実際に
そのインパクトはどれほどのものだろうか。短期的には円高、株安
傾向は続くとしても、実際に英国がＥＵから離脱するためには、今
から２年ほどの時間を要することから、それまで足もとのような混
乱が長期にわたって続くようなことは、恐らくないだろう。直近に
ついて言えば、輸出産業における一時的な為替差損による収益減少
や、訪日外国人観光客の減少などはあるかもしれないが、反対に日
本人が海外旅行に行きやすくなり、バーバリーを買いやすくなるメ
リットもあるかもしれない。もしEU離脱が英国だけであれば、の
話しではあるが。

■ EU他国の動きが心配
　英国のEU離脱の決定を受けて、ほかのEU諸国での動揺が広が
ることのほうが重大だ。特に心配なのは、イタリア、スペイン、ス
コットランドなどだ。イタリアはローマ市長に離脱推進派の若手市

長が当選した。経済状態も悪く、
またぞろギリシャの二の舞のよう
な状態にならないとも限らない。
金融機関の破たんなどが起こると、
一気にEU離脱の動きが加速する
可能性がある。スペインも同様に
経済危機を抱えているし、スコッ
トランドは再度国民投票を行う可
能性がある。

■ そもそも国民投票が間違い
　このような大きな意思決定を劇場型の政治手法である国民投票と
いうイベントに委ねることがおかしい。政治家はいったい何をして
いるのだろうか？国を、国民を、正しい方向に導いていくのが政治
家の役割ではないか。このような
右か左かという二者択一を民主主
義の国が国民投票という選択をす
ることが間違いだ。双方の利害を
調整し、バランスをとって偏らな
い方向に正しく導くのが政治とい
うものだ。いまの政治家はそのこ
とを忘れて一番大事なミッション
を放棄している。

■ 民主党のヒラリー・クリントンは大丈夫か？
　「理想の大統領候補」とはどの様な人物か。大統領選挙と同日に、
多くの州で上下両院議員及び州知事選挙が実施される点を踏まえる

海外の動きが日本経済に与える影響
〜英国のＥＵ離脱とアメリカ大統領選挙のゆくえ〜

●選挙結果に落胆するキャメロン首相

●ヒラリー・クリントン候補

●ご存じトランプ候補

●喜ぶ離脱派の人々

成岡マネジメントオフィスからのメッセージ
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　消費税が、現行の８％から来年４月に10％へ増税される予定が、
平成31年10月に２年半先延ばしにするという方針が政府から発表
されました。正直なところ、あの「転嫁」の難しさや極端な「売上
の落ち込み」を思い出すとほっと胸をなでおろした事業者も多かっ
たことと思います。その消費税増税の延期を受けて、今からどうす
べきかを考えます。

我が国の消費税
　私が学生の頃にはなかった消費税。社会人となって働き始めた数
年後にそれは導入されました。当時の職場では、システムの入れ替
えや金額が記載されている全ての印刷物の更新など、かなり混乱し
た記憶があります。この消費税が始まったのが平成元年で、もう27
年も前です。今では当たり前となり、最も身近な税金になりまし
た。最初の増税は平成９年で３％から５％に、二回目の増税は平成
26年で８％に上がりました。思い出せば、３％から５％に上がった
平成９年は、多少影響はあったものの、さほど大きな「売上の落ち
込み」はなかったような気がします。まだ景気の良かった時期でも
あったのでしょう。しかし、一昨年の増税時はかなり影響がありま
した。先行きの不透明感や所得の伸び悩みもあって、消費者心理が
大きく違ったように思います。今回の増税もあの一昨年を思い出す
と、その不安や心配はどの事業者も同じだと思います。今回、先延
ばしとなった増税ですが、その準備期間が長くなったと捉えるべき
だと考えます。

消費税軽減税率制度とは
　今回予定されている消費税には、軽減税率というものがあります。
すでにご存じとは思いますが、その制度がどういうものかをよく理
解することが必要です。軽減税率制度とは、簡単に言うと「消費税
は10％ですが、飲食料品に関しては現行の８％のままでいいです
よ」というもの。飲食料品といっても、飲食店での「外食」は軽減
税率の対象ではなく10％です。でも「お持ち帰り」は軽減税率の対
象なので８％です。これは「仕入れ」に関しても同じことがいえま
す。私が心配だと思うのは、まさにここで、食べものや飲みものを
販売している飲食店や小売店だけに関係する制度ではなく、すべて

の事業者の「仕入れ」に関わっ
てくるという点です。例えば、
お客様にお出しする「お茶」や
「コーヒー」はどうでしょう。
取引先にお送りする「お歳暮」
が食品だったらどうでしょう。
この場合は、複数の税率を仕入
れ時に区分しなければいけなく
なり、事務処理が煩雑になりま
す。会計ソフトや帳簿のつけ方
の変更など、かなり面倒になり
そうです。

やっかいなインボイス制度
　もうひとつやっかいな制度があります。それが通称「インボイス
制度」です。事業者が仕入をする際に仕入先に対して発行するイン
ボイス（適格請求書等）に記載された消費税額を控除することがで

診断士のデスクから

きるという「仕入税額控除の方
式」をいいます。当初の増税予
定が来年４月だったとき、この
インボイス制度は、その４年後
の平成33年に導入される予定
でした。増税が２年半先延ばし
になったことで、このインボイ
ス制度もさらに２年半先延ばし
になるかというと、どうやらそ
うではなく、そのまま平成33年
４月に導入されるという声が聞
かれます。これは売上時にお客
様から受け取った（預かった）
消費税から、仕入時に支払った
消費税を差し引いて、その差
額を納税するというものです。
問題は「免税事業者」からの仕
入れは、このインボイス制度が
導入されることで、仕入税額控
除ができなくなることです。

免税事業者は排除される？
　現在は、免税事業者（年間売上１千万円以下の事業者は納税の免
除が認められています）から仕入れたときであっても、仕入税額控
除ができます。しかし、このインボイス制度の導入によって、課税
事業者からの仕入だけが仕入税額控除の対象になります。これに
よって、仕入先を課税事業者にしようとする動きが容易に想像され
ます。すなわち、免税事業者（多くの小規模事業者）が取引先から
排除されるという懸念があります。

支援者として
　私たち支援者は、このような小規模事業者をどう支援していくか、
それが大きな課題です。今のまま免税事業者であり続けると、平成
33年４月には、多くの小規模
事業者が取引先から排除され
る可能性があります。確かに
増税が先送りになった今、意
識が遠のいた事業者が多いの
も事実だと思いますが、この
機会に税や会計についての理
解をより深め、数字で見る経
営を積極的にしていただくよ
う支援していきます。

消費税増税の延期を受けて
軽減税率とインボイスを知る

中小企業診断士　
　湯川　俊彦

●消費税軽減税率の対象品目

●インボイス制度となった場合の納税

●従来の仕組みの場合の納税

●軽減税率とインボイス導入予定
スケジュール

京都生まれの京都育ち、美大卒の元ホテルマン。得意分野はデザインを活用し
たマーケティング支援、得意業種は飲食店などの接客サービス業支援。

湯川俊彦中小企業診断士事務所

〒612-8112　京都市伏見区向島本丸町46-8
連絡先：070-5664-6578 / toshihikoyukawa@gmail.com

中小企業診断士  湯川　俊彦
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　経営者はいくつもの時間軸を持たねばなりません。
　一番短期的に待ったなしなのは、資金繰りです。キャッシュフ
ローが落ち着いたとき、本当にホッとしますし、様々な短期的課題
に対処する余裕ができます。企業経営の仕組みが確立するまでは
あらゆることに判断が求められています。営業や仕入れやクレー
ム、社員のトラブル、採用など、時間の割り振りと優先順位はい
つも注意を払っていなけれればなりません。しかし、一度資金繰
りがひっ迫すると文句なしにこれに翻弄され、他の事は二の次、
三の次になってしまい、結局、ずいぶん無駄なことをする羽目に
陥ります。
　ベンチャービジネスの中には、バイオや半導体など相当巨額な
開発資金が先行するビジネスモデルもありますが、充分な資金調
達がなされていない場合はまずできるだけ早いキャッシュフロー
の安定が得られる戦略を取ることが肝要だと思います。まして、
比較的早くから売り上げが期待できる商売では、なおさらです。

　ミニコンピュータで一世を風靡したディジタルイクイップメント
（DEC）という会社がありました。この会社のスタートアップでは、
いきなりコンピュータの開発の目指すのではなくより早くキャッ
シュフローが得られるモジュールの開発発売を先行させ、１年目
からの黒字化を達成しました。（因みにDECはベンチャーキャピ
タルの歴史を語る上で外せない会社で、世界で最初のベンチャー
キャピタルであるAmerican�Research�&�Development�（ARD）が
投じた７万ドルが、DECの株式公開で３億5500万ドルになった
話は有名です。）
　もう少し長い時間軸は営業活動です。顧客開拓、販売方法やルー
トの設定、リピート性や将来の展開の判断、地域や分野の拡大な
ど「いつどこでなにをするのか」を決めるのは経営者の仕事です。
また、設備投資、特に工場新設はかなり長い時間軸を考えなけれ
ばいけません。単に今作るもののためだけではなく、将来に亘っ
て流通面やインフラ、雇用などの点での立地の優位性や地域との
関わりを考えなければなりません。

その４ 時間の概念

シリーズ

施設紹介
京都
の 京都伝統工芸館

　見る人、触れる人に美と技への深い感動を誘う伝統工芸。伝統
工芸の価値を未来へ伝える発信拠点として「京都伝統工芸館」は、
京都の中心部烏丸御池から、その魅力を広く発信することで、多
くの方にその価値を伝え、伝統工芸を次代に活かす新たな可能性
を追求することを目的としている。
　京都伝統工芸館では、国や京都府より支援を受けている第三セ
クターの一般財団法人京都伝統工芸産業支援センターが、優れた
伝統工芸の素晴らしさを広く周知することを目的として、京都伝
統工芸大学校の卒業生や在校生が伝統工芸の制作実演を行ってお
り、学校や工芸に関する生の声にいつでも触れることができる。
　常設の実演コーナーでは、竹工芸、陶芸絵付、金属工芸、仏像
彫刻、木彫刻、漆工芸の実演と見学を交代で行っている。
１Fの企画展コーナー
　ものづくりの魅力を発信し、素晴ら
しさを伝えることをテーマに、作家や
職人の個展、テーマ別展など、伝統工
芸はもちろん、さまざまな分野の作品
を期間ごとに展示するコーナー。本学
院卒業生の企画展示を随時行っている。
２Fの伝統工芸作品展示新人ギャラリー
　京都伝統工芸大学校の学生作品などを
展示するコーナー。歴史と伝統の中で
育まれた多彩な匠の技と造形美の数々
をじっくりと楽しめる。
２Fの伝統工芸作品展示名匠ギャラリー（京都工芸美術館）
　京都の伝統工芸に携わってきた名匠の作品を展示するコーナー。
長年に渡る経験の中で磨かれ、洗練された技が凝縮された作品の

数々。その素晴らしさをじっくりと堪能できる。
３Fの伝統工芸作品展示 若手職人ギャラリーショップ
　京都での活躍をはじめ、本学院を卒
業した新人職人や作家たちの作品発表
のコーナー。作品発表・販売の場を提
供することで、職人と社会との橋渡し
の役割を行い、伝統工芸業界の活性化
を図っている。
３Fの実演見学コーナー
　実際の工芸品の制作実演をご覧いた
だけるコーナー。陶芸（絵付け）や竹
工芸や木工芸など通常は見ることがで
きない制作の様子を一般の方へも広く
開放し、伝統工芸の魅力を伝える。
４F　ギャラリー “k3nord”
Gallery
　本学院が運営するギャラリー「k3nord（ケイスリーノルド）」。
　建築・デザイン・アートに関するさまざまな情報・アイデアを
発信する拠点。
※施設データ

〒604-8172　京都市中京区烏丸通三条上ル
TEL.075-229-1010
開館時間：午前10時〜午後６時（入館は午後５時半まで）
休 館 日：水曜日（祝日の場合は翌日）　お盆、年末年始
ACCESS：［電車］地下鉄烏丸線烏丸御池駅下車⑥番出口すぐ
http://www.task.ac.jp/karasuma/

第13回

▲ 実演見学コーナー

▲ エントランスロビー
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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。

今年の夏は忙しかった。例年の高校野球に加えて、リオ五輪があった。時差もあり興味ある競技を見ようと努力したが、なかなかうま
く行かなかった。朝が早いので夜更かしは禁物だ。早起き早寝が基本になるから、このようなビッグイベントが重なると体調異変が起
きやすい。しかし、地球の真裏で起こっていることがリアルタイムで見ることができるなど、考えてみれば信じられない。今回も、少
し音声と映像の間に時差があった。デジタル放送だからなのだろう。地球の裏側までの距離を感じた。（な）

編集
後記

9 月度・10 月度勉強会のご案内  ［いずれも参加費1,000円］

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

第178回
日　時： 10月13日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
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： 南原　一輝氏（株式会社ユニサーチ代表取締役） 
    http://web.gogo.jp/uni-search/pages
テーマ：注目の大学生のみで立ち上げたベンチャー企業 
    「ユニサーチ」 
    〜学生視点だから提供できるホンネの調査と提案〜

第177回
日　時： 09月08日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
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： 大塚　尚武氏（株式会社ミュー　代表取締役） 
    http://www.mu-frontier.com
テーマ：自走式カプセル型内視鏡の開発ドラマ 
    〜自らが動く新しい内視鏡によるイノベーション〜

第139回
日　時： 10月18日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です�
会　場： 大阪産業創造館６階D室� �
� � � �（地下鉄堺筋線「堺筋本町」徒歩３分）
講　師： 南原　一輝氏（株式会社ユニサーチ代表取締役） 
    http://web.gogo.jp/uni-search/pages
テーマ： 注目の大学生のみで立ち上げたベンチャー企業 
    「ユニサーチ」 
    〜学生視点だから提供できるホンネの調査と提案〜

第138回
日　時： 09月21日（水）19：00〜21：00…第３水曜日です��
� � � � ※ 通常の例会は第３火曜日ですが、当月は主催者の成岡の都合

により09/21（水）の第３水曜日に変更します
会　場： 大阪産業創造館６階D室� �
� � � �（地下鉄堺筋線「堺筋本町」徒歩３分）
講　師： 大塚　尚武氏（株式会社ミュー　代表取締役） 
    http://www.mu-frontier.com
テーマ： 自走式カプセル型内視鏡の開発ドラマ 
    〜自らが動く新しい内視鏡によるイノベーション〜

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

成岡秀夫経営塾
マネジメント基本講座シリーズ
時間　13：30〜17：00
場所　�京都市下京区烏丸四条COCON烏丸ビル４階シティラボ内� �

セミナールームにて
形式　成岡からの講義形式／毎回自由参加
費用　�毎回5,000円（テキスト代金・諸費用込み）� �

※６回すべて受講される方は25,000円（ただし前納ください）
定員　10名で先着順／申込後のキャンセルはできません
申込　��ホームページ、Eメール、FAX、電話にてお申込みください

第20期（2016年度後期）

 スケジュールと内容 
講座番号 開講日 曜日 課　　　　題

20-1 10月16日 日曜日 決算書・試算表を理解する
〜貸借対照表〜

20-2 11月13日 日曜日 決算書・試算表を理解する
〜損益計算書〜

20-3 12月18日 日曜日 決算書・試算表を分析する
〜キャッシュフロー計算書〜

20-4 01月22日 日曜日 設備投資と資金繰りの基本
〜投資判断基準と現実の資金繰り〜

20-5 02月19日 日曜日 管理会計と財務会計の違いと活用
〜収益管理の方法〜

20-6 03月12日 日曜日 経営計画を作成する
〜中期計画を作成する際のポイント〜

今月の
推薦図書

孫正義の参謀
〜ソフトバンク社長室3000日〜

　少し発行は古いが、今回大型の買収劇を演出したソフトバンクの孫社
長に関する著書。ビッグマネーで呼び寄せた稀代の副社長を後継者とし
つつ、あっさり首にして社長をもう10年やるという。そうかと思えば、
世間がびっくりするくらいの大型の買収劇を10年かけてやってのける。
この稀代の経営者の実像に迫るには、もちろん自身が書いた著書もある
が、側近のスタッフが記したもののほうが実像に近い。著者は衆議院議
員から民間企業に転じ、孫社長と８年間まさに疾走した。その激動の記
録である。少々膨大だが、その面白さは群を抜いている。事実、発行さ
れてすぐに増刷になった。いま、読み返してもワクワクする。やはり、
経営はワクワクしないと面白くない。

書　名：孫正義の参謀
　　　　〜ソフトバンク社長室
　　　　　3000日〜
発　行：東洋経済新報社
著　者：嶋　聡
発行日：2015年01月22日発行
定　価：1,800円＋税
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版　型：四六版
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