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寛爾
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弊社の縁の下の力持ちを紹介します！
保険商品に関するご相談や契約内容変更
手続きなどお気軽にお問合せ下さい。
主任

宇都宮

栄子

うつのみや

えいこ

ＣＳ課に着任後、3 年目を迎えました。現在、6 名
のメンバーで更新業務やご契約者様からの新規案件、
補償内容のご相談、事故受付や営業メンバーの事務
サポートまで携わっています。今後も、お客様に安
心と快適をお届けできるよう鋭意努力いたします。

弊社内で開催している各保険会社の勉強会に参
加して、お客様にとって有益でタイムリーな情
報を積極的に仕入れるように心がけております。
今後も新鮮な情報をお届けしていきますので、
これからもよろしくお願いいたします。
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主に病院様ご加入の団体総合医療保険を担当しております。
休みの日は、季節問わずかき氷を食べにいろいろなと
ころへ出かけています。かき氷の美味しい冬が待ち遠し
いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。
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こやなぎ

みさ

保険の更新業務と家電の延長保証業務を担当
させて頂いております。ＣＳ課発足から３年経
ち、たくさん勉強させていただいております。
今後とも何卒よろしくお願いいたします。
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かねこ

ゆうき

主に保険の更新業務や精算業務を担当しており
ます。趣味は音楽鑑賞で、好きなバンドのライ
ブを観に行くことが休日の楽しみです。ＣＳ課
の一員として、精一杯お客様のサポートに努め
ていきます。どうぞよろしくお願いいたします。

櫻井

佑美

さくらい

ゆみ

4 月に入社しました櫻井です。趣味はカフェ巡りで
休みの日はいろいろなカフェに行っています。
仕事は覚えることが多く大変ですが入社 1 年目らしく
一生懸命頑張りますのでよろしくお願いいたします！

札幌営業部がお引越ししました！お気軽にお越しください！
西８丁目駅から徒歩２分！１階にあるファミリーマートが目印です。
■住所■
〒060-0061
北海道札幌市中央区
南一条西 7-12-6
ﾊﾟｰｸｱﾍﾞﾆｭｰﾋﾞﾙ7Ｆ
■電話番号■
011-596-7160
■FAX 番号■
011-596-7169

進発式後に一枚パシャリ。新メンバーも加わり、
このメンバーで札幌 No.1 保険代理店を目指します！

補助金・助成金等 中小企業支援施策の適用による事業の加速をご支援します！
補助金・助成金の活用は、事業を強く加速させる効果を生みます。
中小企業支援施策により、各種補助を受け、事業計画の達成までフォローを行い、貴社の事業拡大の加速に繋がります！

補助金・助成金について
日本では毎年、「新事業の創出」「生産性の向上」「業務効率化」「雇用促進」「農商工業の活性化」「地方創生」など
様々な目的の政策が検討され、補助金や助成金として予算化されています。
しかし、その中から自社の事業に適合するものを探し出してチャレンジするのは大変な作業です。

そもそも、補助金や助成金って何ですか？
補助金・助成金は、国や地方公共団体が、政策を実現させる
ために交付するお金のことです。
補助金・助成金が採択 ( 合格 ) されるためには？
その事業を知らない審査員が、「事業の実現可能性」「経済性」「社会的意義・波及効果」「事業モデルとしての優秀性」
などを判断できる計画であり、かつ政策目的に合致した申請書類を作成しなければなりません。

つまり、単に事業計画を作ればいいというものではないのです。
その他中小企業支援施策について
日本の雇用の大部分を担っている中小企業の維持・発展を促進するため、また、様々な課題を抱える中小企業を支援
するために、国や地方公共団体では様々な中小企業施策を用意しています。

具体的にどのような施策があるの？
企業の維持・発展のための施策としては、「設備投資に関する税制（即時
償却・税額控除・固定資産税の半減 等）」「銀行の低利融資」「保証協会に
おける保証枠の拡大」などの制度があります。
様々な課題を抱える中小企業に対する支援としては、「事業継承のための
税制やコンサルタントの派遣」「経営改善にかかるコンサル費用の補助」
「事業計画の策定のためのコンサル費用の補助」等があります。

補助金・助成金・中小企業支援施策を適切に使われてますか？
弊社が業務提携している青山裕之公認会計士事務所では、多数の補助金・助成金の採択実績があり、アイディア
レベルの事業構想から、事業計画の策定、進捗管理、入金までの一連のプロセスをサポートしています。
補助金・助成金・中小企業支援施策を積極的にご活用頂くために、
補助金・助成金・中小

簡易診断：企業支援施策紹介

決算書診断：中小企業支援
施策適用診断

総合診断： 簡易診断＋決算書診断

３つのプランを用意しました。詳細につきましては、弊社営業担当までお問合せください。
情報提供者：株式会社バリュー・エージェント業務提携

青山裕之公認会計士事務所様

【役員退職金】ご勇退に向けた準備は出来ていますか？
社長がバリバリ働いている時にはあまり考えないものですが、ご勇退の時期は必ずやってきます。
ご勇退となっても会社に資金が無ければ、役員退職金を受け取ることができません。
少しずつご勇退に向けた準備を始めて、会社に負担なく役員退職金を受け取りましょう！

自分が思ってたよりも退職金がもらえなくてがっかりだったよ。
もっと貰えるくらい会社を大きくしたつもりだったんだけどな。
後継者にバトンタッチを決め、退職金をもらうことになった会社創業者 A さん。
ご挨拶に伺ったところ、役員退職金の額に満足できず残念そうにされていました。

実際の具体例
製造業を営む X 社は創業者の A さんの積極的な投資と研究開発が実を結び、順調に成長を続け業績も安定的に黒字決算
となる優良企業となりました。Ｘ社を優良企業に育て上げた A さんも気力・体力に衰えを感じていたところ、長男の B
さんが後を継いでくれることになりました。
A さん自身の退職金がいくらになるのか気になったので顧問税理士にいくらまで出せるのか聞いたところ「ここまで会
社を育て上げた A 社長の功績は大きいので、税金的には 3 億円まで出せますよ」との回答にその気になっていました。
ところが、経理部長にそのことを話したら「うちにはそこまで払えるお金がありません。会社が潰れてしまいます」と
猛反対を受けてしまい、その後の話し合いの結果、A さんの退職金として 1 億円を支給することが決まりました。

上記の例であれば A さんの積極的な投資により借入が多かった
ため、会社の資金繰りがボトルネックとなり、思うような退職金
が支給できなかったようですね。
役員退職金はご自身のセカンドライフの原資であり、相続対策資金にもなる一方、オーナーの
リタイア後も在続していく会社にも大きな影響を与えます。下記の表でリタイアするオーナー
と退職金を支給する会社への影響をまとめていますのでご参照ください。

会

オーナー

社

メリット

■後継者へのバトンタッチが明確になる
バトンタッチを受けた後継者の自覚を促し、併せて株
式の移動を行うことで、金融機関など対外的にも説明
がつきやすくなります。

■株価の引き下げ効果

■税負担が少ない
退職所得は、所得税の中でも給与所得等と比べ税負
担が少ないため、手元に残る現金も多くなります。

■多額の資金が手元に

多額の損金計上と内部留保の取崩しで、退職金支給を
した期の翌期に株価が引き下げられるため、株式移転
のコストが下がります。

相続税の納税資金対策や遺留分対策として準備し
ておくことをお勧めします。

デメリット

■経営の第一線から引退

■多額の資金調達
確実に損金として認められるためにも、一括で多額の現
金を準備する必要があります。事前に保険を活用した積
立や金融機関からの融資を検討する必要があります。

■過大役員退職金の可能性
税務調査で著しく高額な役員退職金であると判断され
ると、過大役員退職金として法人税の損金算入を否認
される可能性があります。

長年共に歩んできた会社から離れることになり、
寂しさを感じるとともに急に出来た時間を持て余
してしまう方も多くいるのではないでしょうか。
さらに後継者のやり方にもつい口をはさみたく
なってしまうものです。

役員退職金は、経営者がこれまで経営に携わってきたことの通信簿とも見ることもできます。退職する経営者が満足する
金額を支給できるよう計画的に準備する必要があります。そこで弊社では、税理士と提携して退職金準備のお手伝いをし
ております。
まずは、弊社営業担当までご連絡下さい。30 分程度のヒアリングだけで、退職金準備に向けたご提案をさせて頂きます。
STEP 1

経営者の退職金がいくら
支給できるか気になる

STEP 2

VA に連絡

STEP 3

簡単
ヒアリング

情報提供者：株式会社バリュー・エージェント業務提携

STEP 4

退職金支給
プランニング提案

今村章太郎公認会計士・税理士事務所様

新規事業 始めました！新電力活用による電気料金大幅削減しませんか？
保険もバリュー！住宅ローンもバリュー！電気もバリュー！お客様の安心で快適な暮らしのために全力でサポートします！
すでに新電力をご利用のお客様も必見です。

9
3 10％ 削減

新電力切替の事例
削減率

8.8

割以上のお客様が
現在の電気料金の

〜

に成功しています

業界最安水準の料金設定！早めの切替でおトク増大！
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某製造工場（２施設）

％ 契 約 電 力 1,042kW

の送電線を利用する等、電力の安全供給を担保する諸制
度が電気事業法に基づき定められています。
※小売電気事業者（従来の電力会社 10 社以外で、発電・電力の小売を
行う者）の総称です。

年間削減額

某製造工業（３施設）

電気事業法改正により、電力の購入先を新電力※を含めた
なりました。
新電力※からの電力供給は、今まで通り一般送配電事業者

1,802kW

削減率

電力自由化により電力会社を選べるように！
すべての電力供給業者の中から自由に選択できるように

契 約 電 力

年間削減額

年間 343 万円削減

削

削減率 11.0％

削減率

8.5

弊社業務提携先新電力会社の強み

％

■24 時間の送電管理オペレーション（通常 20 人相当で
行います）を人工知能（ＡＩ）が算出しています。
■ゆうちょ銀行、京都府立大学、札幌市電鉄、茨城県、

減

率

某工場（１施設）
契 約 電 力

86kW

年間削減額

年間 32 万円削減

削

削減率 8.5％

減
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岐阜県、ＮＥＸＣＯ東日本等々、信頼の供給実績
■コスト削減の骨子は基本料金の単価が下がることで
あり、使用量や契約電力に変動があった場合でも確実
にメリットを享受していただけます。

新電力からの電力購買は、従来通りの品質・安定度が確保
されながら安く電気を購入することが出来る確実な手段です。
是非ご活用ください。

今年は特に熱中症被害にご注意ください！！
今年度も既に救急搬送者が出ており、さらに首都圏では前年度よりも多く出ています。
右図のように、今年は 5 月から 6 月に掛けて熱中症による救急
搬送者が 6 千人を超えました。特に、首都圏では前年度よりも

平成 29 年 都道府県別熱中症による救急搬送人員数
合計搬送人員数 前年との比較 (5 月 1 日から 6 月 25 日 )

搬送者数が多くなっています。また、発生業種では建設業と警
備業、製造業で約 75％※を占めています。

御社の業務災害保険は熱中症に対応できておりますか？？

平成28年5月1日～6月25日（全国速報値 5,768人）
平成29年5月1日～6月25日（全国速報値 6,079人）
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保険会社各社より、業務災害保険は発売されていますが、
「熱中症」
補償が特約 ( オプション ) の商品があります。
特約の場合は、付帯しないと補償されないこともあるので、ご契
約中の補償内容をお確かめ頂き、ご不明な点はお問合せください。
※出所：厚生労働省「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」
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出所：総務省消防庁「熱中症による救急搬送人員数 (6 月 19 日〜 6 月 25 日速報値 )」

