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中国地方各県で経営品質実践セミナーを開催 
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 2010 年度、中国経営品質協議会事業として、経営

品質向上活動の普及啓発を目的とした「経営品質実

践セミナー」を中国地方各県の経営者協会、商工会

議所連合会および行政機関他との共催により開催し

ました。 

 

9 月に鳥取、岡山、広島、山口の各県で、茨城県
経営品質協議会 理事 鬼澤慎人氏を講師にお招き

して、「経営品質の考え方やダイアログ(対話)の基
礎」について、明確にかつわかり易い表現で経営品

質の本質について講演していただきました。 
なお、島根県については 8月に、島根経営品質研
究会と共催でネッツトヨタ南国株式会 VISTA WORKS．

研究所 所長 大原 光秦氏を講師にお招きして、ご

講演いただきました。 
鬼澤氏の講演要旨は次のとおりです。 

 
○講演要旨 

◇時代に次ぐ変化の時代 

  最も強いものが生き残るのではなく、最も賢い

者が生き延びるわけではない。唯一生き残るのは

変化できる者である。 

◇物事の捉え方が需要 

  すべての出来事は、前向きに考えればチャンス

となり、後ろ向きに考えればピンチになる。問題

が起きたことが問題なのではなく、どう考えたか

が、本当の問題である。 

◇変化の激しい時代をどう生きていくか 

  変化するお客様にとって価値のある製品・サー

ビスを生み続けられる組織のあり方を追求する。

変革をし続けることができる組織の状態(能力)を

高める。 

 

◇組織の成熟度を高める 

 成果を高め、成果を高める行動

れた行動を導く対話を行い、良

る思考を高める。その上で意識

ることで組織の成熟度を高めて

 

○今後の経営品質実践セミナーの

・2010 年 10 月 22 日(金)13：30～

「人を大切にする経営は危機に強

講師：広島大学大学院社会科学

教授 井上

・2010 年 12 月 10 日(金)10：00～

「２１世紀型リーダーシップの基

 講師：経済アナリスト シンク

会長 

・2011 年 3 月 8日(火)13：30～1

「経営品質向上活動は社員教育だ

講師：万協製薬株式会社  

代表取締役社長 
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ＨＯＴ情報 
決算書セミナー 

～平成２２年度税制改正の重要ポイント～ 
              税理士・米国税理士・ＣＦＰ○Ｒ 経営コンサルタント 高下淳子氏 

 

９月９日(木)広島市において、決算書セミナーを

開催しました。講師していただいた税理士・米国税

理士・ＣＦＰ○Ｒ 高下淳子氏に寄稿いただきました。 

 
１．中小法人への税制優遇措置の除外 

 資本金５億円以上の法人の「完全支配関係」（注）

にある中小法人に対して、次の中小企業向けの特例

措置が不適用となりました。（平成22年4月1日以後

開始事業年度より） 

(１)軽減税率（年間所得800万円まで18％） 

(２)特定同族会社の特別税率の不適用 

(３）一括評価金銭債権に対する貸倒引当金の法定繰

入率 

(４）交際費等の損金不算入制度における定額控除制

度（年600万円） 

(５）欠損金の繰戻しによる還付制度 

２．グループ法人内取引に係る税制改正 

 平成22年度税制改正によりグループ法人税制が導

入されたことに伴い、「完全支配関係」（注）にあ

るグループ法人間の取引について以下の改正がなさ

れました。 

(１）100％グループ内の法人間の資産譲渡（平成22

年10月1日以後の譲渡より適用） 

  内国法人が、完全支配関係がある他の内国法人

に対して「譲渡損益調整資産」を譲渡した場合に

は、その譲渡により生じた譲渡損益について、一

定の要件を充たすまで、一回に限り課税を繰り延

べることとされました。 

  譲渡損益調整資産とは、固定資産、土地等（固

定資産に該当するものを除く）、有価証券（売買

目的有価証券を除く）、金銭債権、繰延資産のう

ち譲渡直前の帳簿価額が1,000万円以上のものを

いいます。土地等については固定資産だけでなく、

販売用不動産など棚卸資産も譲渡損益調整資産に

該当することに注意が必要です。 

   譲渡法人において繰り延べられた譲渡損益は、

譲渡損益調整資産が譲受法人において再譲渡（グ

ループ法人内での再譲渡を含む）、償却、評価替

え、貸倒れ、除却等の事由が生じたとき、または

譲渡法人が譲受法人と完全支配関係を有しなく

なったときに譲渡法人において損益計上されま

す。 
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(２）100％グループ内の法人間の寄附（平成22年10

月1日以後の寄附より適用） 

   完全支配関係にある内国法人間の寄附につい

ては、寄附金を支出した法人において全額損金不

算入とし、寄附を受けた法人において全額益金不

算入とされます。ただし、この規定は内国法人ま

たは外国法人により完全支配関係にあるグルー

プ法人間の取引に限られ、個人株主による完全支

配関係にあるグループ法人間の寄附には適用さ

れません。 

(３）100％グループ内の法人からの受取配当等（平

成22年4月1日以後に開始する事業年度より適用） 

  完全子法人株式等（配当等の計算期間を通じて

継続的に完全支配関係がある子会社株式）から受

け取る配当等については、負債利子を控除せず全

額が益金不算入とされます。 

(４）100％グループ内の法人間の現物分配（平成22

年10月1日以後の現物分配より適用） 

  完全支配関係にある内国法人間での現物分配

（金銭以外の資産による剰余金の配当またはみな

し配当）については、移転する資産についての時

価評価の対象外とし譲渡損益の計上及び源泉徴収

も行なわれません。譲受法人は資産の移転を受け

たことにより生ずる収益について益金不算入とさ

れます。 

(５）100％グループ内の法人の株式の発行法人への

譲渡（平成22年10月1日以後の譲渡より適用） 

  内国法人が完全支配関係にある他の内国法人の

株式を、発行法人に対して譲渡する場合には、そ

の株式の譲渡損益は計上しないこととされました。 

 

（注）完全支配関係とは、次のいずれかに該当する
場合をいいます。 
(１)一の者（内国法人のほか個人および外国法人
を含む）が法人の発行済株式等の全部を直接
または間接に保有する関係 

(２)一の者との間に当事者間の完全支配関係があ
る法人相互の関係 

 
（事例）以下の    の範囲内が｢完全支配関係｣に

あるグループ法人 
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役員リレー寄稿 

中国生産性本部理事  

                 妹 尾   弘 氏 
情報労連広島県協議会 議長 

                ＮＴＴ労働組合 中国総支部 執行委員長 
 
「さあ、書くぞ」と原稿依頼からずいぶん日にちが

たち、気合いと裏腹に焦りが出てきている。私にと

って文書作成は苦手であり、学生時代から「国語よ

りも算数」を好んでいた。この原稿がどう決着する

かわからないが、読者の皆さんと次の投稿者に自信

を持ってもらうことに価値を見出し、気ままに書く

ことにする。 
 原稿を書く今日現在、解決していない問題として

(発行時には解決しているかも)、「尖閣列島」に関わ
る「中国問題」が存在し、一日中マスコミで報道さ

れている。この問題の捉え方については、「中国よ、

もっと大人になれ」「日本政府はもっと毅然と対応す

べし」など日本国内で多くの意見が発生しているが、

日本と中国は真反対の見解をもち、これまでの歴史

認識と資源問題・国内の統治情勢やその他の思惑も

多く、国民的感情が絡み合っている。 
 今日の中国発展の一因に強力な日本からの技術移

転と経済支援があり、日本が歩んだ高度経済成長を

続けている。これからもまだまだ生産性向上のとり

くみは日本をモデルとし、積極的にとりくまれるこ

ととなる。しかし、現状は日本のバブルの失敗経験

も生かされていない状態の中、日本企業の拠点も多

く、多くの社員がそこに働いている。また、貿易・

経済・雇用・観光などシームレスな関係にあり、一

国だけの論理ではグローバル経済や地球環境・エネ

ルギー政策など解決出来ない。 
答えは、過去の歴史を忘れず、未来思考で中期的

に判断すればよい。誰がどうするのか、またあなた

ならどうするのか、誰もがこの期に考える必要があ

る。 
「対立と調和」いろいろな場面で使われ、それぞ

れの労使間においても引用されている。故松下幸之

助氏も「我々は、全体のため、国民のために、対立

しながらも調和して、ものを生んでいくようにして

いる、対立して調和のないところに破壊があり、貧

困があり、不幸がある。その異なった意見を調和さ

せて、そこに一つのものを生んでいくことが、人類

発展のために必要であり、対立と調和する姿こそ、

繁栄を生み、幸福を生む」と後世に残ししている。

この心を今一度全体で考えることが必要であり、私

はこの言葉を大切にし、物事にあたって行きたい。 
 

◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆

 
 
 
 
９月１４日(火)ビジネス ディベロップ サポート 

代表 大軽 俊史氏をお招きし、「ロジカルシンキン

グセミナー」を開催しました。印象に残った一部分

をご紹介します。 

１．人はなぜ場当たり的な対処をしてしまうのか 
 根本的な解決をしない限り、同じような問題が起

こり続けます。それがわかっているのに、なぜ、場

当たり的な対処に留まってしまうのかというと、 
①問題を解決する方法を知らないから 
②時間がないから 
③自分の価値観を無意識に押し通そうとするから 
という３点が、大きな原因として考えられます。 
２．〝脱〟落胆的思考 
 上記の３点は全て思考を広げて深めることが困難

になります。中でも特に危険なことは、③です。「私

の周りの人間は皆･･･」という先入観により、自分の

価値観を中心

とした安易な

思考パターン

に陥りやすい

ことです。そ

のパターンに

はまらないよ

うに、自らが

自身の思考を

客観的に見つめることが重要となります。 

ロジカルシンキング実践セミナー開催 
～理論的思考を身につけ的確・迅速・明解な 
             問題解決をする～

３．論理的思考の４つの基本姿勢 
 思考を客観的に見つめるポイントは次の 4点です。 
①「目的は何か？」を常に意識する 
②前提条件やおかれた環境に合わせて考える（人は

個人的価値や過去の経験からの教訓で物事を判断

する傾向があるため、自分・相手の思考の癖を把

握することが大切。） 
③テーマを踏まえた上で、「考える枠組み」を考える 
④問い続ける（「なぜ？」「だから、何？」「それで本

当に正しいの？」の３つで考え続ける） 
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経営品質実践セミナー（第２回） 

～収益をもたらす好循環を実例に基づき解説～ 
日 時：１０月２２日(金)１３：３０～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館[旧 広島厚生年金会館] 

（広島市中区加古町3-3） 

会員参加料： 8,500円 

講 師：広島大学大学院社会科学研究科  

教授 井上 善海氏 

内 容： 

「人を大切にする経営は危機に強い」 

１．視点を変えることの重要性を知る 

２．あなたの会社の経営視点は 

３．新・三方よしの考え方 

４．人を大切にする経営を実践している事例企業３

社の紹介 

 

感動の三部作（平成２２年度第２回） 

心豊かに繁栄する法則～心には力がある～ 
 今、ＣＳ（顧客満足）とＥＳ（社員満足）で日本全

国から注目されている小倉の美容室 バグジーの久保

華図八社長とその師匠である陶芸家 北川八郎先生に

ご講演いただきます。 

日 時：１０月２９日(金)１３：３０～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館[旧 広島厚生年金会館] 

（広島市中区加古町3-3） 

会員参加料： 8,500円 

講 師：陶芸家   北川 八郎氏 

    有限会社バグジー 社長 久保 華図八氏 

 

経営幹部養成講座 

～幹部の使命と実務～ 
日 時：１１月１８日(木)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館[旧 広島厚生年金会館] 

（広島市中区加古町3-3） 

会員参加料： 15,000円 

講 師：株式会社経営エンジン研究所 代表 

    小笠原／河原事務所 代表税理士  

小笠原 士郎氏 

内 容：  

１．不況に動じず、企業の中枢となる経営幹部の姿 

２．全社の判断軸となる企業理念を復興する 

３．経営の意思は、経営計画で表現し貫徹する 

４．幹部が経営ビジョンをなし遂げるための７つの技 

５．企業の未来を築くために 

 

時代の潮流とリーダーシップ 

～激変する時代に 今 必要なこと～ 
日 時：１２月９日(木)１３：３０～１７：００ 

場  所：広島国際会議場（広島市中区中島町1-5） 

「経営革新」講演会・セミナーのご案内 会員参加料： １名様まで無料(２名様以上8,500円) 

講 師：経済アナリスト シンクタンク藤原事務所 

会長 藤原 直哉氏 

内 容：  

第１部 激変する政治・経済のゆくえ 

・日本や世界の経済・社会情勢を現場の生きた情報を

もとに鋭く解説。 

・今、何が変化をはじめ、近い将来にどういうことが

起こるかを予測 

第２部 経営を成功に導く最新のリーダーシップ 

・今までのマネジメントだけでは、この環境変化を乗

り越えられない 

・新しい時代のリーダーシップの真髄 

 

経営品質実践セミナー（第３回） 

２１世紀型リーダーシップの基本と真髄 

～人のやる気を引き出し組織を調和させる新のリーダーの姿とは～ 

日 時：１２月１０日(金)１０：００～１７：００ 

場  所：広島商工会議所（広島市中区基町5－44） 

会員参加料： 15,000円 

講 師：経済アナリスト シンクタンク藤原事務所 

会長 藤原 直哉氏 

内 容： 

２１世紀型のリーダーシップの基本的な考え方 

 ・量子力学から考える社会科学の常識 

 ・カオスとは、フラクタルとは 

 ・リーダーシップは、想念を形にすること 

 ・斬り役と斬られ役 

 ・ピラミッド型社会のリーダーとは 

 ・相乗効果と潜在効果の関係 

 ・横型リーダーシップの構造 

 ・カオスと秩序 

健全な組織をつくり進化し続けるために  

 ・リーダーシップとマネジメントの違い 

 ・数字と言葉 

 ・やる気の方程式 

 ・人の結び方 

 ・想いと行動の関係 

 ・失敗するパターン、成功するパターン 

 ・変化と進化 

〈発行〉中国生産性本部 
〒730-0041 広島市中区小町 4-33中電ビル 2号館 4階 
ＴＥＬ（082）242－7972 ＦＡＸ（082）242－7973 
ＵＲＬ http://www.gr.energia.co.jp/cpcenter/ 


