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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）  
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早いもので今年も半分、６ヶ月が経過しました。後半になります

が、年齢と共に１年が早いこと早いこと。７月は夏のボーナス、

お中元、また初盆等、色々な行事が入ってまいりますね。当事務

所も６月末で熊本地震での被害の復興が完了して後半６ヶ月で

経営目標に向かって努力する所存です。ところで今、金融機関は

どのようにして決算書・経営者を見ているのでしょうか？金融庁

も貸付金に対して担保を取るということよりも、どれだけ地域経

済を担う企業等に対して、支援しているのかという評価の視点が

変わってきています。ＪＡ金融法務６月号より抜粋して報告しま

すと、 

(Ｑ１)事業性評価融資とは何ですか？ 

(Ａ１)金融機関は、財務データや、担保、保証に必要以上に依存

することなく、借り手企業の事業内容や成長可能性などを

適切に評価し（事業性評価）、融資や助言を行い、企業や

産業の成長を支援していくことが求められています。 

(Ｑ２)どんなところに目をつけて見るのですか？ 

(Ａ２) 

１．融資先企業の財務内容（財務情報） 

２．経営者の資質、経営能力 

３．外部環境の変化 

４．競合他社の状況や差別化要因等 

５．企業の強みや競争優位性、弱み、ＳＷＯＴ分析 

６．経営戦略、経営課題 

７．今後のアクションプランと実現可能性 

８．内部管理体制 

(Ｑ３)財務内容について教えて下さい。 

(Ａ３) 

１．売上高増加率（売上持続性） 

(当期売上高－前期売上高) 

前期売上高 

２．売上高営業利益率（収益性） 

営業利益 

売上高 

３．労働生産性（生産性） 

①機械投資効率 ②加工高比率 ③加工高対人件費比率 

④労働分配率 ⑤従業員１人当たり年間売上高（加工高） 

４．ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率 

有 利 子 負 債 

ＥＢＩＴＤＡ※ 

※ＥＢＩＴＤＡとは 
税引前当期純利益＋(特別損益＋支払利息＋減価償却費) 

５．営業運転資本回転期間（効率性） 

(売上債権＋棚卸資産－仕入債務) 

 (売上高÷12) 

６．自己資本比率（安全性） 

自己資本 

総資産 

(Ｑ４)非財務内容ではどのようなものがありますか？ 

(Ａ４) 

１．経営者への着目 

  ①経営者の思いやビジョン ②経営理念 

  ③企業経営の目的 ④地元経済界との交流・立場 

  ⑤やる気 ⑥仕事ぶり 

２．関係者への着目 

  ①市場規模 ②シェア ③競合他社との比較 

  ④顧客リピート率 ⑤主要取引先企業の推移 

  ⑥協力業者の営業外経費率 ⑦取引金融機関の数推移 

３．事業への着目 

  ①事業の高流 ②ビジネスモデル ③製品サービスの内容 

  ④製品原価 ⑤企業の沿革 ⑥事業用資産の有効活用 

  ⑦技術力・販売力の強み・弱み ⑧取引先数分散度 

４．内部管理体制への着目 
(Ｑ５)経営者能力・経営戦略の評価項目と着眼点はどこですか？ 

(Ａ５)図表の通りです。 

(Ｑ６)ＳＷＯＴ分析とはどんなことですか？ 

(Ａ６)自社の強み(Ｓ)、弱み(Ｗ)、外部環境からの機会(Ｏ)と

脅威(Ｔ)です。表にすれば以下の通りとなります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年度税制改正では、取引相場のな

い株式について、相続税法の時価主義の下、

より実態に即した評価の見直しが行われるこ

とになりました。 

上場企業の株価の上昇に伴い、中小企業の中には、業績に大きな変化

のない状況下であっても、想定外に株価が高く評価されることにより、

円滑な事業承継に影響を来す可能性が生じていること、また、上場会社

のグローバル連結経営の進展や株価の急激な変動が、中小企業の円滑な

事業承継を阻害することなく、中小企業等の実力を適切に反映した評価

となるよう見直しを行う必要があることから、平成 28 年度税制改正に

おいて、早急に総合的な検討を行うとされていたものです。 

【平成 28 年度与党税制改正大綱（抜粋）】 

 取引相場のない株式の評価については、企業の組織形態が業種や規模、

機会(Ｏ) 脅威(Ｔ)

Ａ：農地集積の加速化
Ｄ：地域の離農者が多い

Ｂ：補助金の仕組みや対象者の度々
　　の変更
Ｃ：米価は長期的に下落傾向

強
み

(

Ｓ

)

ア：Ｊ_ＧＡＰによる生産・
　　管理を徹底
イ：担い手として地域の農
　　地が集積

①【積極的な攻勢(攻め)】
《戦略》
・農地集積による規模拡大
・米乾燥調製施設の更新による処理
　能力の向上
《戦略実施の課題》
・経営の規模拡大に伴う農地集積の
　計画策定と進捗状況の確認
(担当者：代表取締役)

②【差別化の促進】
《戦略》
・商品の差別化による販売力強化
・Ｊ_ＧＡＰを生かしたブランド化
《戦略実施の課題》
・商品のブランド化による付加価値
　向上
(担当者：▲取締役)

弱
み

(

Ｗ

)

ウ：気象等の影響で低迷
エ：価格交渉力が乏しい
オ：債務超過
カ：乾燥調製施設の老朽化
キ：保管場所(倉庫)の不足
ク：保管倉庫が遠方で作業
　　効率・コストが発生

③【段階的な着手】
《戦略》
・老朽化した施設の再整備による効
　率化
・保管倉庫の設置の検討や外部委託
　業者の見直しによるコスト削減
《戦略実施の課題》
・米の保管方法の見直しによるコス
　ト削減
(担当者：代表取締役)

④【専守防衛(守り)】
《戦略》
・収益構造を改善
・収量低迷の原因分析と対策（生産
　技術や品種の導入等）を図る
《戦略実施の課題》
・収量安定化に向けた対策と生産技
　術の導入
(担当者：○▲取締役)

内
部
環
境

外部環境

着眼点

①人間力
意思の強さ、行動力、リーダーシッ
プ、柔軟性をもっているか等

②技術力
地域の標準単収以上の生産技術を有
し、技術向上に努めているか等

③ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ力
財務状況を把握し、経営課題に対し
て機動的に対応できるか等

④地域親和力
地域の中で円滑に経営展開できてい
るか等

①明確性
経営理念、将来ビジョンは明確にさ
れているか等

②具体性
経営の強み・弱みを踏まえた具体的
な経営戦略が立てられているか等

③必要性
事業は経営戦略上必要であり、実施
のタイミングは適切か等

④実行体制
事業を実行する役職員の役割分担と
責任が明確化されているか等

評価項目

Ⓐ
経営者
能力

Ⓑ
経営
戦略

×100 

×100 

＝ ×100 

＝ 

＝ 

＝ 

＝ 

さあ、今から創造的復興だ！ 

取引相場のない株式の評価の見直し 

 

(Ｑ７)経営者としてもっと勉強したいのですが、どうしたらいいですか？ 

(Ａ７)当事務所ではＭＡＳ監査をやっています。具体的には経営

計画(１年ごと・５年ごと)立案サポートや経営計画に沿っ

た経営サイクル(ＰＤＣＡ)の確立サポート、また決算書か

ら見る経営課題を抽出し、リスク改善への糸口を見出す決

算分析を行います。詳しくは当事務所４人の未来会計コン

サルタントにご相談ください。 
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チラシ配布希望者は

担当者まで♪ 

意見３両、堪忍５両（人手不足） 
職場では何が何でも我を通そうとするとうまくいかない。他人の助言を素直に聞くのは３両の値打ち。 

自分の意に添わないことを我慢するのは５両の値打ちと辛抱することが必要である 

上場・非上場の別により多様であることに留意しつつ、相続税法の時

価主義の下で、比較対象となる上場会社の株価並びに配当、利益及び

純資産という比準要素の適切なあり方について早急に総合的な検討

を行う。 

この改正は、平成 29 年１月１日以後に相続等により取得した財産

の評価において適用されます。 

『取引相場のない株式の相続税評価』 

会社支配権を持つ同族株主等にかかる取引相場のない株式等の相

続税評価は、評価対象会社の会社区分（大・中・小）に応じ、類似業

種比準方式または純資産価額方式、もしくはそれらの併用方式にて計

算されます。        参照：平成 29年度税制改正大綱 

 

 
 
 

 給与等の源泉所得税の納付期限が７月１０日(月)までとなっ
ています。１月から６月までの給与・司法書士等から徴収した所
得税を年２回にまとめて納付している事業所の方は、期限内の納
付をよろしくお願いします。 
 
 

 

 

【お中元特集】 
 

 

●株式会社 瀬川製茶 

夏はやっぱり“水出し緑茶”  

大好評発売中です！！ 

 ご注文０１２０－１７０８０４
いいなお茶おいしい

 
 

 

 

●有限会社 いりえ茶園 

自然の茶畑からお客様のお手元へ 

福岡県と熊本県県境に位置する標高４５０メ

ートルほどの釘山の頂にある「いりえ茶園」。

３５年前から完全無農薬栽培のお茶を作り続

けています。 

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

 

 

●お茶乃のぐち 

～先祖から受け継いだ滋養林の恵み、 

         吉無田水源の名水～ 

 お問合せは０９６（２８４）２７３３ 

 

 

●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 

季節に合った限定商品はいかがでしょ 

うか？ 

翠王青汁(コラーゲン入)や 

自社農園栽培完全無添加 

奇跡のブルー茶！！ 

 

 

●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 

   

●合資会社 金山本店 

明治 35年創業の味噌、醤油の醸造元様です。 

各種味噌、醤油等のセットがございます。 

熊本市南区城南町島田１９ 

TEL （０９６４）－２８－７１３７ 

FAX （０９６４）－２８－７０６４  

●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が可能です。 

 

 

●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 

 

 

●株式会社 オオヤブデイリーファーム 

一回食べたらやみつきになる美味しさ！！ 

まろやかでクリーミーなヨーグルトはまるで

レアチーズケーキのような味わいです！ 

是非一度ご賞味あれ♪ 

お問合せは ０９６（２４２）７９１３ 

 

●Le Plaisir（ ル・プレジール） 

ルプレジールのお手製自慢の梅ゼリーと巨峰ゼリー 

梅が入った爽やかな梅ゼリーと甘くて 

美味しい巨峰ゼリーをお楽しみください♪ 

営業時間 ８：００～２０：００ 

〒895‐0072  

鹿児島県薩摩川内市中郷 4-17 

Tel.0996‐22‐1461/Fax.0996‐20‐1163 

 

森水木のラン屋さん 

お茶乃のぐち 上益城 

のだこうきえん 

えころとん 

米村常次郎商店 

ルプレジール 薩摩川内 

オオヤブデイリーファーム 

瀬川製茶 

いりえ茶園 八女 

源泉所得税の納付の特例 

＜企業シリーズ Ｎｏ．２４７＞ 


