新年のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。旧年中に賜り
ましたご厚情に改めて感謝申し上げます。
昨年は、明治維新 150 年という近代日本の節目の
年にふさわしい、本庶佑教授のノーベル医学生理学
賞受賞や「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺
産」の世界文化遺産登録、スポーツ界では、平昌オ
リンピックやサッカー W 杯、更に大リーグでの大谷
翔平選手の活躍といった日本人選手の活躍など、晴
れがましいことが多くあった一方で、日本国内の多
くの地域で地震、台風や豪雨などの自然災害が立て
続き、災害の恐ろしさを改めて認識させられた年で
した。本年が穏やかな年であることを願ってやみま
せん。
さて、現在、日本経済が置かれている状況は、緩
やかな回復基調が続いているとは言われているもの
の、思うに任せぬデフレ脱却や、少子高齢化に伴う
人口減と国内市場の縮小、深刻な人手不足などの懸
念材料は依然として多く残されています。また 10 月

干支コラム
2019 年の干支は、十干の「己」と十二支の「亥」
を組み合わせた「己亥（つちのとい）」です。
己は次のステップに備える年、亥は内部の基盤を
固める年とされており、この二つの組み合わせで
ある本年は「次の段階への飛躍に向けて内部の充実
を心がけるべき年」となります。2019 年はインプッ
トをいつも以上に意識して 2020 年の新たな展開に
つなげたいですね。
また、亥年は大地震が多いと言われています。
1923 年 関東大震災、1995 年 阪神淡路大震災、
2007 年 新潟県中越沖地震 等大きな地震が起きてい
ます。災害への備えが必要なのは、亥年に限った
ことではありませんが、この機会に日ごろの備えを
見直されてはいかがでしょうか。

には消費税の増税が予定されており、引き続き厳し
い経済環境に直面するものと思われます。
そんな中、リスクマネジメント、事業承継、人事
労務管理、健康経営、資産防衛等の分野において、
ますます多様化する企業の皆様の課題へ対応してい
くために、弊社グループのすべての社員が顧客本位
の業務運営方針を念頭に置き、一層の自己研鑽を通
じてお客様の安心で快適な未来の創造に向けて
貢献していく所存です。
皆様にとりまして、今年が
さらに飛躍の年となりますよ
うご祈念申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願い
申し上げます。

貴社のＢＣＰ策定を支援します。

「BCP(Business Continuity Plan) 事業継続計画」
とは、災害時でも企業の中核となる事業を中断させない、仮に中断しても可能な限り早期に復旧
させるための計画であり、地震・台風・豪雨・土砂災害などが多発する昨今、ますます関心が高まっ
ています。

ＢＣＰを策定していないと、もしもの時どうなるのでしょうか。
事業停止が長引くことで

倒産や事業縮小の可能性 があります。

実際の事例

原因

東日本大震災や熊本地震など、近年の大地震
で多くの企業が倒産や事業縮小を余儀なくさ
れる事態に追い込まれました。

当該企業が直接被害を受けたこと以外に、
原料の仕入れ先など取引企業の事業中断の
影響を受けたケースが多く見受けられました。

これを受け、近年では取引先企業やお客様から BCP 策定を求められるケースが増えており、今後この傾向は
強くなることが予測されます。

大企業でＢＣＰが必要なのはわかるけど、
中小企業でも必要なの？

必要です。

現状では BCP 策定は大企業が先行している傾向にありますが、
突然の災害からの早期復旧は中小企業でも最重要課題です。
BCP 策定は企業の規模に関わらず必要となっています。

ＢＣＰ策定
のメリット

災害時、不測の事態に対応
する企業全体の適応力向上

企業イメージと取引先企業
からの信頼性アップ、販路拡大

BCP 策定の過程で自社の体制を客観的に分析することで、
今後の経営方針明確化に寄与

BCP に貢献する保険の例
物的損害に備える火災保険や企業総合保険に加入してい
れば台風・豪雪・落雷等に備えることができます。
ただし、「地震・噴火・津波」による損害は通常保険金お支
払いの対象外（免責）となるため、企業の場合、これらの
損害を補償する「地震危険拡張担保」等を別途検討いただ
く必要があります。
また、災害により事業縮小や停止を余儀なくされた場合、
当該期間中の逸失利益をカバーする「利益保険」が手配さ
れていると、BCP の内容を充実させることができます。
具体的なご提案に関して、バリュー・エージェントでは
複数の取引保険会社から最適なプランを選択しご案内いた
します。是非私たちにお声がけください。

BCP 策定ガイド差し上げます
内閣府や中小企業庁をはじめ、さまざまな機関が策定ツー
ルの提供やセミナーの開催をしておりますが、中小企業の
策定率はなかなか上がっていません。BCP が重要であるこ
とは理解しているが、「何から着手して良いかわからない」
「自分にはハードルが高すぎる」とい
うお悩みはございませんでしょうか？
当社では、BCP の全体像をたった
1 枚の紙で俯瞰でき、かつ必要記載項
目を極力少なくした「BCP 策定シート」
を提供いたします。
当社担当者が説明・支援いたします
ので、この機会にぜひ BCP 策定に
チャレンジしてください。

経営者様の認知症リスクは、企業存続の危機です！

経営者様、

認知症リスクには備えられていますか？

経営者が認知症になった場合の法人のリスク
2025 年には 65 歳以上の 5 人に 1 人。つまり 65 歳以上の社長が 5 人いれば、1 人は認知症という
時代になると言われています。経営者が認知症になってしまい、意思判断が難しいと判断されると、
あらゆる契約行為ができず会社経営が行き詰まるということが多々発生しており、経営へのダメージ
は計り知れません。

発生する代表的な問題
①代表権のある経営者としての問題

②資格取得の問題

その事業において資格（弁護士、司法書士や税理士、
社会保険労務士など）を必要とする場合、後継者が資格
を有していないと事業を継続することが困難になります｡

取引先企業や金融機関との間で有効な契約ができ
なくなる！社長の配偶者や後継者などの押印は文
書偽造の罪に問われる場合もあります！

（ex. 弁護士事務所で弁護士資格を有する人が代表のみの場合等）

事実上、事業の運営が困難になる！

事実上、事業の運営が困難になる！

③社長個人名義の資産管理の問題

④株主である経営者が認知症になると ...

個人の財産（預貯金・土地・自社株 etc）について、
処分できなくなります。例えば、会社の土地・建物が
社長個人名義である場合、財産管理人を裁判所に選定
してもらう必要があります。法定相続人との調整や話
し合いがつかず、事業を継続することが出来ないとい
うケースも少なくありません。

株主の権利の行使（議決権の行使）ができなくなり、
株主総会で重要な決議※ができなくなることも！
⇒デッドロックという状態に

※重要な決議とは…
■取締役選任・解任■代表取締役の選定（会社によっては取締役会）■定款の変更

相続、事業承継共に難題化する恐れがある！

社長を交代させ、
新代表取締役を選任することもできなくなる！

認知症になる前に出来る 3 つの対策
経営者が認知症になる前に講じる対策として、下記のような３つの方法があります。いずれも発症
前にしかできない対策でありＭＣＩ（軽度認知障害）の状態で気付くことが重要となります。

後見制度

属人的株式の設定

家族信託

認知症保険の活用
中小企業において、社長が認知症になり業務ができなくなってしまうと、デッドロックの状態となり会社の
経営は停滞します。早急な停滞復帰の対策として上記の方法は有効ですが、一定期間の経営停滞と売上低下
は防ぐことが出来ません。売上が低下したとしても毎月経費は発生しますので、資金繰りの悪化が懸念され
ます。社長が認知症になった場合の、体制を持ち直すまでの資金繰り対策は非常に重要です。

事業保障 ( 運転資金 ) として活用

60 歳

認知症

介護・認知一時金
合計 600 万円

61 歳
退職

退職まで（事業承継が終わるま
で）の社長自身の給与への充当
や金融機関への返済資金、取引
先への支払いのための資金とし
て活用

社長の退職金として活用

（認知症発症と同時に退職）

60 歳
認知症

介護・認知一時金
合計 600 万円
介護年金の受給額※
合計額 3,000 万円

70 歳
死亡
社長が受け取れる金額
合計 3,600 万円

※介護年金は終身年金のため、上記金額は例示です。

「いざ」というとき、お客様をお守りする

Drive Agent Personal
ドライブ

エージェント

パーソナル

をご存知ですか

ドライブエージェントパーソナル（以下、DAP）は、東京海上日動社の自動車保険で「事故発生の通知等に関す
る特約」をご契約いただいたお客様に、通信機能付きオリジナルドライブレコーダーを活用した先進的なサー
ビスをご提供するテレマティクスサービスの名称です。

事故時、ドライブレコーダーの映像は、
自分を守る重要な証拠となります。
近年、自動車事故の中でも煽り運転のニュースを度々
目にします。自分に非がない事故であっても、目撃者が
いないケースや、自分と相手の言い分が食い違っている
ケースは、実際にどの様な事故だったのか、客観的に証
明することができません。
しかし、その様なケースであっても自分の車にドライブ
レコーダーが搭載されていれば残された映像から当時の
状況が判り、自身を守ることが出来ます。
上記の様な理由からドライブレコーダーの普及率も年々
高くなっており、特にこの１年では倍増しています。

ドライブレコーダーの搭載率
【2013 〜 2018 年：経年比較】
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16.4 ポイント
増加！
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全国カーライフ実態調査」より抜粋

ドライブレコーダーの必要性は感じるけど、
どれを買えば良いかわからないのよね ...
自動車保険を東京海上日動社で加入されている方

DAP がおすすめです！

DAP をご契約いただくと、保険会社の事故受付センターとの通信機能付き
オリジナルドライブレコーダーをお届け（貸与）します。

もしもの時は ...

DAP の魅力

事故受付センターに

連絡します！

・万が一、事故に遭った際は衝撃（一定以上の強い衝
撃に限ります）を感知し自動で事故センターに連絡す
るため、スピーディな初期対応をご提供いたします。
・GPS 機能搭載のため、レッカー、救急車の手配等を
お客様に代わって行います。
・事故時の映像は自動で保険会社に送信されるため、
事故後、状況確認や示談交渉がスムーズに行えます。

いつもの運転時も ...

安全運転サポートで

安心のカーライフを実現します！

・お客様の運転情報を元に、お客様専用の「安全運転
診断レポート」を作成します。
・運転中の天候・時間帯およびお客様の運転状況（走
行速度・過去の運転特性）をもとに危険地点を予測。
リアルタイムで注意喚起をし、事故を未然に防ぎます。
・危険挙動（急アクセル・急ハンドル・急ブレーキ）
を検知した際に警告音で注意喚起します。

このように ...

DAP であれば万が一事故が起きてしまった際の映像記録や自動発報はもちろん、普段の運転もお客様一人一人に
合わせてしっかりサポート出来る内容となっており、月 650 円（保険期間 1 年で分割割増ありの場合の月払保険料）
でお付けできる特約となっております。
また、ドライブレコーダーに関する自動車保険の特約は、他の大手損保でも取り扱っています。
まだドライブレコーダーをお車に付けていない方、詳細を知りたい方、是非お気軽にご連絡ください！

※本サービスは、車両の状況や事故の状況、天候、通信環境等により、その機能が発揮できない場合があります。
※保険期間 3 年以内のトータルアシスト自動車保険（総合自動車保険）、TAP（一般自動車保険）のノンフリート契約またはトータルアシスト超保険
（新総合保険、地震保険）で、ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車以外の場合にご契約いただけます。
※ご契約にあたっては、
必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点等がある場合は、
代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
お問い合わせ先・取扱代理店：株式会社バリュー・エージェント 〒101-0047 東京都千代田区内神田 1-10-1 平富ビル 5F TEL：03-3233-2700
引受保険会社：東京海上日動火災保険株式会社
2019 年 1 月作成 18-U8739DAP

