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企業繁栄のアドバイザー 

日本の農産物高くても買いましょう。それは日本の自然環境と生命、
健康等を守ることです。（日本の農産物を高く買う国民運動連盟）    当事務所は、熊本県知事選に現職蒲島郁夫さんを支持することを決定しました。皆で頑張りましょう。 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

立冬を過ぎても暖かい日々が続きましたね。

天候の変化、自然現象が年々温暖化になって

いると確実に肌で感じるようになりましたね。

１２月は仕事や忘年会等で何かと多忙のこと

と存じますので、どうかお体をご自愛くださ

いますようにお願い申し上げます。 

そして新年を迎えるようにしましょう。あと１ヶ月のうちに世の中

で良いニュースがあることを願いたいものです。今年の最大の話題

はＴＰＰではなかったかと思います。まだＴＰＰ決定したわけでは

ありませんが、以下述べてみます。 

 
 

 
 

10月 5日に大筋合意された TPP（環太平洋パートナーシップ）。農林

水産物は 2328 品目のうち 81％の関税が撤廃される。対象から除く

よう求められた「重要 5品目」（コメ、麦、牛・豚肉、乳製品、砂糖）

についても、約 3割が関税撤廃される。 

政府は「攻めの農業」を繰り返すが、国内農業への影響は避けられ

そうにない。「重要 5項目」については、関税の引き下げや輸入枠の

新設などの対応をとった。その他の主要農畜産品をみても、ほとん

どの関税が撤廃となっていることが分かる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
失うものが最大で得るものが最小の史上最悪の選択肢 
TPP問題を冷静に議論するには、「経済連携を進めて貿易拡大するためには

TPPしかない」わけでなく、目の前に、日中韓FTA(自由貿易協定)、日EU、ASEAN

＋3(日中韓)が年内に具体化しようとしていることを忘れてはならなりませ

ん。 

兼業農家の皆さんもこう言います。TPPやって農業収入は減るかもしれない

けれど、兼業収入が増えるからいいじゃないかと。間違いです。TPPをやった

ら農業収入も減りますが、兼業収入も減ります。ほとんどの方は得しません。

これが TPP なんです。経済連携そのもの、貿易拡大の流れそのものを誰も反

対と言っているわけではありません。これが重要です。日本にとって、アジ

アにとって、世界にとって、本当に均衡ある社会の発展、人々の幸せにつな

がるような経済連携を我々は選ばなければなりません。それなのに、その中

で一番失うものが大きい、全ての関税をゼロにして、社会のシステムをガタ

ガタにして、失うものは最大なのに、得るものは、内閣府の試算でも、日本

が 10カ国で TPPやっても日本の GDPは 0.5%しか増えません。2兆 7千億円、

これは 10年間くらいの累積だということで、1年にすると誤差の範囲です。

日中 2国でもそれより多いし、ASEAN+3(日中韓)だと TPPの倍です。TPPのメ

リットは他の FTA と比較して一番小さいわけです。失うものが最大でメリッ

トが一番少ないのだから、これは最悪ということですね。なんでわざわざ最

悪の FTA を選ばなければならないのか、もっと柔軟で互恵的な、みんなの幸

せにつながるような経済連携がアジアの国々やEUとたくさん具体的に出てき

ているのに、それをやらずになぜ TPP に飛びつかなければいけないのか、選

択肢として間違っています。このことをきちんと議論しないといけません。 

     参考ＨＰ(http://notpp.jp/2012_07_11_Prof_Nobuhiro_Suzuki.html)  

 
 
 
 
 

当事務所は、税理士及び中小企業診断士を有し、『経営革新等支援

機関』として国の認定を受けております。 

ここで皆さんに耳より情報っ♪♪ 

制 度 概 要 

金融機関から借入のある会社が、借入金の条件

変更、借り換え、新規借入等をする場合において、

認定支援機関（当事務所）の支援を受けて、経営

改善計画書を策定することができます。 

その場合に、経営改善計画書の

作成費用やモニタリング費用の、

総額の２／３（上限 200万円）

まで国の補助金が受けられます。

つまり、経営改善計画を策定し

たい！と思ったときに、従来の

1／３の費用で策定することが

できます。 

※信用保証協会の「経営力強化保証

制度」の利用を予定している場合は、

従来の費用の1/6（上限30万円）で策定することができます。 
 

― こんな方にお勧めです ― 

金融機関への返済条件等を変更し資金繰りを安定させながら、 

☐売上を増加させたい 

☐人件費以外でコストを削減したい 

☐黒字体質の企業に転換させたい 

☐業況悪化の根本的な課題を見つけたい 

☐従業員に会社の方向性を示したい 

☐計画策定後も継続的にフォローアップをお願いしたい 

― 当事務所 中小企業診断士 片平希望より皆様へ ― 

 経営改善計画書とは、会社の今後の方針、具体策、数値目標を目

に見える形に整理したものです。経営者が自社の財務状況・経営

実態・危機管理を確認する上でも、また従業員の意識を変えてい

く上でも役立つものです。 

ぜひこの機会に、外部の専門家の指導・助言を受けて経営改善計 

画書をご作成下さい。 

→詳しい内容については、当事務所にお尋ね下さい。 

 
 
 
 

年末調整とは給与所得から源泉徴収された所得税の過不足を年末に

精算することです。前職のある方は、そちらの源泉徴収票も必要と

なります。年末調整に必要な書類・証明書等の早めのご準備をよろ

しくお願いします。また、個人住民税の徴収方法が原則、特別徴収

となります。年末調整で切り替えとなりますので、変更の有無を当

事務所担当者までご連絡ください。  
●必要書類（税務署より） 

・給与所得者の保険料控除申告書 兼  

給与所得者の配偶者特別控除申告書 

・給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

・給与所得者の（特定増改築等）住宅借入金等特別控除申告書 

中小企業を応援！ 

経営改善計画策定支援事業について 

ＴＰＰ影響ポイント解説 
 

光陰矢のごとし １年が早いこと早いこと 

 

農林水産業への対策は、生産者の競争力強

化とコメや麦など重要５項目の経営安定

化が柱となっています。 

それぞれの強化につな 

がるように補てん金な 

ど打ち出されているが、 

それが本当に自分たち 

にとって良い方向につ 

ながるのか。東京大学大学院 教授 鈴木宣

弘氏の意見を参照する。 

参考ＨＰ((http://www3.nhk.or.jp/news/imasaratpp/article11.html)  
) 

年末調整と確定申告の準備について 

http://notpp.jp/2012_07_11_Prof_Nobuhiro_Suzuki.html
http://www3.nhk.or.jp/news/imasaratpp/article11.html
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チラシ配布希望者は

担当者まで♪ 

当事務所は、熊本県知事選に現職蒲島郁夫さんを支持することを決定しました。皆で頑張りましょう。 

●必要証明書（１０月中旬より発送） 

・生命保険料控除証明書  

・地震保険料控除証明書 

・国民年金保険料控除証明書 

・小規模企業共済控除証明書 

・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書 等 
 

年末調整が終わっても油断してはいけない＼(◎o◎)／！ 

次は、確定申告っ！！ 
 

確定申告とは、個人がその年の 1月 1日から12月31日までを課税

期間としてその期間内の収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・

売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申

告書を税務署へ提出し納付すべき所得税額を確定することです。申

告書は 1月下旬に税務署より発送されます。その他に上記の必要証

明書が必要となりますので、捨てずに保管をお願い致します。 
 
 

 

 
今、話題の「マイナンバー制度」。みなさんのところに届き始めた

ことと思います。この「マイナンバー制度」、事業者のどの業務に

影響があるのでしょうか。一番影響を与える業務は「給与業務」で

す。給与計算システムを導入している企業は、現行のシステムでは

対応できませんので、早めの改修を検討する必要があります。税制

改正で変更点もございますので、合わせてこの機会に仕組みから理

解しましょう。是非、御参加くださいませ。 

日 時：平成２７年１２月１６日（水） 

     １３：３０～１５：３０（受付１３：００） 

      「マイナンバー制度への対応準備について」 

                講師 片平 希望 

場 所：未来税務会計事務所 

熊本事務所 ３Ｆ 大会議室 

受講料：１，０００円(資料代)       （別紙参照） 

 
 

  
 

誠に勝手ながら、１２月２９日～１月３日まで 

年末年始の休暇を頂戴いたします。 

お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、 

何卒ご容赦いただきますよう、よろしくお願い申 

し上げます。 

 

＜企業シリーズ Ｎｏ．２３０＞ 

 

【お歳暮特集】 
 

 

●株式会社 瀬川製茶 

“じ～んとしみるこれが人生の味 ますえおばあちゃんの玉緑茶” 

 ご注文は０ １ ２ ０ － １ ７ ０ ８ ０ ４
          いいなおちゃおいしい

 

 

 

●有限会社 いりえ茶園 

 土に生きる!! 

無農薬栽培３３年!! 

地球に優しいお茶づくり!! 

ご注文は０ １ ２ ０ － ７ ４ １ １ ８ ８
          しなよい  いいはっぱ

 
 
●フィッシャリーナ天草 株式会社 

天草より、穏やかな瀬戸内の海が育んだ生きのいい魚介類を、新鮮な

まま販売！ 

 お問合せは 熊本県上天草市松島町合津７５００番地 
 ℡ 0969-56-3043  FAX 0969-56-3083 

 

 

●有限会社 宮川洋蘭 

            産地直送の洋蘭を安く買うならココ！ 

             ギフト用胡蝶蘭からミニ洋蘭まで、 

全品卸価格＆安心のｱﾌﾀｰﾌｫﾛｰで全国へ 

お届けします。 

 

  
●有限会社 のだ・香季園 

自社で育てた茶葉を同社工場で製茶したこだわりのお茶です。 

熊本県菊池郡大津町瀬田１０２１ 

              ＴＥＬ： 096-293-5389 

 

 

 

●小山製茶 

地元の「岳間茶」や「鹿北茶」を用いて 

造られているギャバロン茶・紅茶は、今 

話題の品！高血圧や動脈硬化などに効果 

があるとされ大人気！ 

熊本県山鹿市鹿北町四丁 1684-1 

お問合せは０９６８（３２）２１３５   
●有限会社 山下精肉店 

黒毛和牛、天草大王地鶏、その他 

ホルモン類、各種品揃えにて販売中！ 

 福岡県八女市吉田 1574-5 

 ℡ 0943-23-2753 

 

●有限会社 ファームヨシダ 

 阿蘇山のふもとで、地下 200ｍから地下 

水を汲み上げ与えるなどのこだわりを 

もって育てられた「えころとん」。 

ご予算に応じての詰め合わせ可能です。 

 

     

●株式会社 米村常次郎商店 

 創業明治４５年 

～ 伝 統 の 味 噌・醤 油 の 味 ～ 

是非一度、ご賞味くださいませ。 

TEL （０９６）－３７２－５３１５ 

FAX （０９６）－３６２－００２３ 

    

 

●有限会社 コーシン 
霜降りが綺麗な柔らかい極上豚肉！くせのないさらっとした甘み 

ある脂！電話注文の他、オンラインショップでの商品購入にも対 

応しております。 
■本社農場 
〒869-1103 熊本県菊池郡菊陽町大字久保田 911 
TEL：096-232-6411    ＨＰ http://www.cohsin.jp/．  

●香心ポーク直売所：熊本県菊池郡菊陽町大字原水 5666-5 
営業日：金・土・日 13：00～日没まで 

森水木のラン屋さん 

瀬川製茶 

フィッシャリーナ 天草 

のだこうきえん 

えころとん 

米村常次郎商店 

 

今回で最終回となりました！ 

  マ イ ナ ン バ ー セ ミ ナ ー 

年末年始の御案内 
 

http://www.ndg-kumamoto.com/search/73/images.html
http://www.cohsin.jp/

