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代表髙木の【日々是勉強！】

九段会計事務所 代表 税理士 髙木 功治 

うだるような暑さが続いていますが、6 月

の終わりから風邪を引いてしまいました。 

高熱が 2 日続き、それで完治すると思った

ら、その後 3 週間だらだらと咳や鼻炎、だる

さが続いています。こんなに長引いたのは初

めてです。やる気も出ないし、食事もおいし

くないし、改めて健康の大切さを実感しまし

た。エアコンの利かせ過ぎなど、みなさまも

充分お気をつけ下さい。特に風邪の引き始め

に無理をしないで下さい！過信は禁物です！

私はこれで失敗しました。元気いっぱいで夏

を楽しんでください！ 

最近はひっきりなしに世界中から大きなニ

ュースが飛び込んできます。まさかの英国の

ＥＵ離脱、世界中のあちらこちらで起こるテ

ロ、 

トルコのクーデター未遂、共和党大統領候補

のトランプ氏指名、国内でも、参議院選挙や

舛添都知事の辞職騒動と都知事選挙戦など、

世界や日本で目まぐるしく変化しています。 

そんな中、いよいよリオ・オリンピックが
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いつも九段会計事務所をご愛顧いただき、 

また九段会計通信をご愛読いただき 

ありがとうございます。 

『九段会計通信 2016 夏号』をお届け致します。 

代表・税理士 髙木 功治



税理士法人九段会計事務所 九段会計通信（2016 年夏号） 2016 年 8 月 4 日

開幕です！日本とリオデジャネイロとの時差

は 12 時間ですが、「毎日、寝不足です」なん

て事にならない様に気を付けたいと思います。 

五輪開催を楽しみにしていましたが、ロシ

アのドーピング問題が水を差しました。なん

と国家ぐるみでやっていたというから驚きで

す。恐らく 1960、70 年代から引き継いだもの

であろうと言われています。ソ連や東ドイツ

の選手が 80 年代に打ち立てた陸上の世界記

録がいまだに破られていないのも、このドー

ピングの疑惑がささやかれています。 

ＮＨＫで放送されていたロシア、シンクロ

のナタリア・イシェンコ選手の番組を見まし

た。5 歳の時からシククロを始め、その辛さ

から 9 割が脱落していく選抜選手の中で、8

歳から毎日 10時間、息を止めて倒立をする練

習を 16 年間続けた結果、脾臓を水素タンクと

して使える体になったそうでする。さらに驚

いたのは、常に一定方向に回転しているので、

背骨がＳ字に曲がりその周りの筋肉も左右全

然違う形で付いていました。 

人生のほとんどの時間を競技に費やし、自

分の肉体まで変化させる程の努力をしてきた

選手達が、連帯責任で五輪に参加できなくな

る事は、我々の想像力をはるかに超えたとこ

ろで絶望感を感じるのだと思います。 

一方で国家としてドーピングをしていたに

もかかわらず、お咎めなしでは正直者が馬鹿

をみる世界になってしまいます。 

国家と個人の二つの視点が出てくるので、

どちらに比重を置くのか、非常に難しい問題

です。結論的には個々の競技団体の判断にな

りましたが、後味が悪いものとなりました。 

各競技とも、とても楽しみですが、まずは

サッカー日本代表のナイジェリア戦から気持

ちを盛り上げていこうと思います！我が浦和

レッズから、キャプテンの遠藤選手とオーバ

ーエイジ枠の興梠選手が選ばれています。そ

の二人を中心に気持ちを込めて応援します！ 

そしてすべての競技で日本人選手のメダル

に大興奮できる事を願っています！ 

社長を知る！

九段会計事務所 塩田 俊彦 

今回で 21回目を迎えます『社長を知る！』

を担当します、塩田と申します。 

今回インタビューさせて頂くのは株式会社

PureNext の塚田社長です。 

株式会社 PureNext 様は群馬県吾妻郡にあり

ます、介護事業のデイサービスをされている

会社様です。紅葉の時期には、ドライブに行

くなど、様々なイベント等をされております。

また、施設には温泉気分が味わえる、ひのき

風呂やゆったりとおしゃべりしたり、くつろ

げるスペースもあり人との出会いや、つなが

りを大切にされている会社様です。 
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―起業されたきっかけをお聞かせ頂けます

か？  

塚田社長―きっかけは元々、実家が商売を営

んでいたので、いずれは自分で何かをやりた

いというのが漠然とありました。それで大学

卒業後に学校に通い看護師の免許を取得し、

救急医療の勉強をして救急が出来る病院に勤

務しました。その病院に勤めている時に、介

護に興味が湧いて介護の勉強ができる病院に

転職しました。そして子供ができて将来の事

を考え自分の10年後20年後を想像した時に、

独立してやりたいと思ったのがきっかけです。

すごく迷いましたけど、やらないで後悔した

くないと思い起業しました。 

―大学卒業後、看護師の免許を取得するため

に学校に通われたという事ですが看護師や救

急医療にご興味を持たれたきっかけをお教え

頂けますか？ 

 以前、交通事故の現場に直面した事があり

ました。夜でしたのでまわりに誰もいなくて、

若い子は血を流して倒れているし、車は横転

しているしで、救助活動をしなければいけな

い状況でした。その事故の時にすごいアドレ

ナリンが出ていて救助をした後にこういう仕

事もいいかもしれないと思ったのがきっかけ

ですかね。 

―実際に救助を行ったのがきっかけだったの

ですね。 

PureNext という会社名にはどういう由来があ

りますか？ 

 由来はピュアが純粋なという意味でネクス

トは次のという意味なので、純粋に、また立

ち止まらず次へ進んでいくという事ですね。

というのは後付けで、本当は自分の名前の純

次からとったんです。笑 

―会社名の由来の後付けがずいぶんしっくり

きました。笑 

社長は経営する上で気を付けている事はあり

ますか？ 

 まだやり始めて 3 年のため日々勉強ですけ

ど、やりながら強く感じてきているのは人の

部分かなと思います。スタッフは財産であっ

て財産であるスタッフ自身の財産も増やして

いってあげないといけない、またお客様にも

喜ばれないといけない。なので、スタッフだ

ったり、お客様、地域の方々に対して会社と

してできる事をしていきたいですね。株式会

社にしたのも利益を生むというのがひとつの

目標ですし、税金を払って社会貢献して町を

活性化させていきたいですね。 

―スタッフの方々を大切にするという意味で

何かされている事はありますか？ 

 男性が私ひとりで、スタッフは働くお母さ

んが多いので時間に関して結構タイトで夜遅

くまで飲みに行くとかは出来ないんですよ。

ですから食事会とか歓送迎会は出来る限りや

るようにしています。最近、本当に日々心掛

けているのは仕事以外の事でも自分からコミ
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ュニケーションをとるようにしています。 

―スタッフの方々の事をすごく考えていらっ

しゃって、スタッフの方々は幸せですね。起

業されてから特に苦労されたことはあります

か？ 

 やっぱり人に関する事ですかね。私の人材

育成の考え方としては、ジャンプすれば届く

ようなちょっとの負荷をかけないと人は成長

しないというのがありました。また負荷がき

ついようだったらそこで応援をしてクリアし

ていければと思っていたのですが、これは男

性の考え方のようで、ちょっとの負荷の幅も

全然違うんですよ。価値観とかが大きく違っ

ていたのにそのまま突っ走っていたら疲弊し

ていて、疲れているなというのは感じていま

した。でも超えなきゃいけない壁だろうと思

っていたら、中心になってやってくれていた

方に辞めたいと言われてしまいました。その

時はすごく悩みましたね。それでその方と話

し合いをして解決できましたけど、それから

考え方を変えないといけないと思いましたね。 

―スタッフの方としっかり話し合いが出来た

のはお互いの考えが知れていい機会になりま

すよね。社長は将来的に会社をどうしていき

たいかイメージを教えて下さい。 

 自分の中で地域に育てられたというのがす

ごくあるんですよね。もう 40歳を過ぎたので

そろそろ地元へ恩返しがしたいと思っていま

す。税金を払って地元を活性化させていくと

か、人を呼び込めるようにするとか、地域の

方々との接点を多く持てるようにしていきた

いですね。また、今は介護をやっていますけ

ど今後いろいろな事をやりたいと思っていて、

そのために株式会社にしたというのもありま

す。例えば、うちの施設の利用者様で元気に

なられた方がいて、次に仕事を探すときに仕

事ができるように人材派遣をするかもしれな

い。なので、色々な可能性はあると思ってい

て柔軟な考え方を持っていかないといけない

と思っています。 

―ありがとうございます。起業されてからの

お話しをたくさん聞かせて頂いたので、社長

の事をもっと伺いたいのですが、社長は幼少

期をどのように過ごされましたか？ 

 わんぱくガキ大将でしたね。笑 

 本当に力が有り余っていたので、親がどう

にかエネルギーが消耗できるところを与えよ

うということで知り合いの方に頼んで柔道を

始めたんですよ。柔道はエネルギーが消耗さ

れるし、人を投げても怒られないですし、む

しろ人を投げて褒められますからね。笑 

当時の自分に合っていたと思います。笑 

―今、スポーツはやられていないですか？ 

 地域の子供の柔道教室にいって教えていま

す。ただ、今、柔道は人気がないんですよ。

でも地域から柔道がなくなるのは嫌ですし、

柔道の人気が出た時にやる場所がないのが、

かわいそうですし、自分が地域の方に育てて
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頂いたのもあるので恩返しのつもりでやって

います。 

―最後にこれから起業を目指す方たちへメッ

セージを頂けますでしょうか。 

 いやーそんな偉そうな事言えないですよ。

笑 

 言える事としたら色々な困難に耐えうるだ

けのメンタルと自分一人だけでなく、周りの

人たちも幸せにできるような意欲をもって取

り組んでいってもらいたいですね。 

インタビューを終えて 

 今回のインタビューで、初めて塚田社長と

お話しさせて頂きました。 

 スタッフの方々や地域の方々に対する愛情

に溢れ、また社長の温かい人柄は人として尊

敬する部分がたくさんありました。 

 最後にお忙しい中、インタビューの時間を

割いて下さった塚田社長、本当にありがとう

ございました。 

今号の税務トピックス

九段会計事務所 山岡 至 

～平成 28 年度 路線価について～ 

平成 28 年 7 月 1 日、国税庁は平成 28 年分

の路線価の公表を行いました。 

最高路線価は 25 都市で上昇、17 都市で横

ばい、5都市で下落となりました。 

また、標準宅地の評価基準額の対前年変動

率の全国平均は昨年までは下落が続いていま

したが、平成 28 年については、0.2％上昇し、

8年ぶりの上昇となりました。 

＜路線価とは＞ 

さて、ニュースでも目にする事が多い、こ

の「路線価」についてご説明します。 

路線価とは、道路（路線）に面する宅地 1

㎡あたりの評価額で、用途としては、相続税

や贈与税を算定する時の基準として使用され

ます。また、路線価が付される地域は主に市

街地としての地域のみで、市街地でない場所

や、道路がない場所については、路線価は付

されません。 

また、路線価は、取引価格の参考となる公

示地価の概ね 8 割程度として設定されていま

す。ですので、通常売買する価格よりも、低

くなる傾向があります。 

＜公示地価・固定資産税評価額＞ 

路線価による評価額と似たものとして、「公

示地価」や「固定資産税評価額」があります。 

公示地価も路線価も固定資産税評価額も、

九段会計 塩田 俊彦
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土地の価額を求めるための指標ですが、それ

ぞれ、内容や公表時期、公表する機関が異な

ります。 

(1)公示地価 

公示地価とは、国土交通省が全国に定めた

地点を対象として公表する価額です。 

毎年 1 月 1 日時点の価額を基準として、平

成 27 年では、全国で 23,380 地点が対象とな

っています。 

用途としては、土地売買の際の目安など、

客観的な指標として使用されます。 

公表時期は、例年 3月頃になります。また、

公示地価については、国土交通省の HPから検

索をする事が出来ます。 

（2）固定資産税評価額 

固定資産税評価額は、市町村が公示地価を

基準に、原則として 3 年に 1 度、設定される

価額です。固定資産税・都市計画税・登録免

許税・不動産取得税を計算する際の課税標準

額を計算する際の基準として使用されます。

例年、4 月頃に公表され、固定資産税の納税

通知書に記載された状態で、所有者に通知さ

れます。 

こちらは、公示地価の概ね 7 割程度として

設定されます。ですので、路線価による評価

額よりも若干低くなります。 

<平成 28 年の路線価について> 

平成 28 年分の路線価の動きですが、次のよ

うになっております。 

（表 都道府県庁所在都市の最高路線価の対

前年変動率の内訳） 

従来の傾向と変わらず、大都市圏について、

上昇率が高くなっております。 

また、最も上昇した大阪では前年の 10.1％

から 22.1％と大幅に上昇しております。 

＜相続税・贈与税の評価の方法＞ 

路線価は、相続税・贈与税の計算の際に使

用します。 

相続税と贈与税の計算の方法をご説明する

と、次のようになります。 

上昇した

都市：25

(前年21)

上昇率 10％以

上：10(前年 4）

札幌、仙台、東京、金沢、

名古屋、京都、 

大阪、神戸、広島、福岡

上昇率 5％以

上 10％未満：5

（前年 6） 

さいたま、横浜、岡山、

大分、那覇 

上昇率 5％未

満：10(前年

11） 

福島、千葉、甲府、富山、

岐阜、静岡、 

大津、奈良、松山、熊本

横ばいの都市：17(同 14) 盛岡、山形、宇都宮、前

橋、長野、福井、 

津、和歌山、松江、山口、

徳島、高松、 

高知、佐賀、長崎、宮崎、

鹿児島 

下落した

都市：5 

(前年12)

下落率 5％未

満：5(同１１)

青森、秋田、水戸、新潟、

鳥取 

下落率 5％以

上：0(同１) 

― 
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(1)路線価がある地域 

  路線価×宅地面積 

(2)路線価がない地域 

  固定資産税評価額×倍率 

単純に概算で相続税評価額を求める場合、

国税庁で公表されている路線価のページから

対象となる地域を探して、路線価を把握し、

評価の対象となる宅地の面積を掛ける事で、

おおよその相続税評価額を求める事が出来ま

す。 

なお、（1）の方法ですが、土地の形が悪か

ったり、上空に高圧線があったり、裏が崖や

お墓等だったなどの場合には、評価が下がり

ます。 

また、2 つ以上の道路に面していたりする

と、評価が上がります。 

相続税評価額の計算については、細かい論

点が多く、計算方法も多岐に渡ります。 

相続税・贈与税の税額や土地の評価額が気

になる方がいらっしゃいましたら、九段会計

事務所までお問い合わせ下さい。相続税の専

門チームがご対応させて頂きます。 

中期経営計画の重要性 
九段会計事務所 成田 縁 

 中期経営計画を作成したことはあります

か？中期経営計画と聞くと、「時間がかかりそ

う」「よくわからない」「難しそう」とマイナ

スなイメージを持たれる方も多いのではない

でしょうか。確かに、短時間で簡単に作成で

きるものではありません。それでも多くの会

社様が中期経営計画をつくられるのは何故で

しょうか。理由を考えてみましょう。

まず、中期経営計画という言葉の意味を考

えてみましょう。文字通りではありますが、

企業の中期的な経営計画、という意味です。

『中期』の捉え方はさまざまですが、一般的

に 3～5 年を指すことが多いです。では、なぜ

『中期』なのでしょうか。中期経営計画が重

要視されるのは、3～5 年の計画期間が、重要

な戦略を具体化するのに適した期間だからで

す。

近年は、環境の変化が激しいため、長期経

営計画を作成しても実現可能性が低くなりが

ちです。また、単年度の経営計画だけでは、

企業の方向性を定めるのが難しく、成り行き

経営に陥る危険性があります。そこで、3～5
年を計画期間とした中期経営計画が特に重要

視されています。

それでは、中期経営計画を作成するメリッ

トとは何なのでしょうか。

第一に、社長自身の考えがまとまることが

あげられます。忙しい毎日の中で自社をじっ

くり見つめ直す時間はとれていますか？5 年

九段会計 山岡 至
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後の会社の姿を明確に描くことができていま

すか？中期経営計画を作成するということは、

会社の現状分析をおこない、会社の目指す姿

を、社長自らが決定し、それに向かったシオ

リオを描いていくことです。これにより、い

つも頭の中で考えていたビジョンを具体化す

ることができます。

第二に、社員の士気が高まることがあげら

れます。どんなに優秀な社長でも、会社が大

きくなればなるほど、一人で会社を引っ張っ

ていくことは難しくなります。そこで、社員

ひとりひとりのモチベーションをあげ、会社

の持つポテンシャルを 100％発揮する組織に

することが大変重要であると言えます。中期

経営計画は、全社員に会社の理念やビジョン、

行動目標や数値目標を共有させることができ

るツールでもあります。計画の策定、そして

実行するというプロセスを通じて、社長の描

くシナリオを共有し、社員の意識を変革する

ことができます。

中期経営計画について、イメージがわいた

でしょうか？ここで、中期経営計画の作成に

あたり、最も重要なことをお伝えします。中

期経営計画は、作成して完了、というもので

はありません。それを確実に実行することが

何よりも重要なのです。多くの時間をさいて

素晴らしい中期経営計画を作成された会社様

でも、その計画を全く実行しなかったために、

作成にかかった時間が全て無駄になってしま

った会社様もありました。経営は『Plan（計

画）』→『Do（行動）』→『Check（点検）』→

『Act（改善）』の絶えざる繰り返しです。な

ぜ計画通りにいかなかったのか、どのように

改善すればいいのか、と客観的に自社を見つ

め直し、これを繰り返すことが大切になりま

す。

ここまでお読みになっていただき、ありが

とうございます。この記事を読んで、興味を

もたれた方の中でも、いざ中期経営計画を作

成しようと思っても何から始めたらいいかわ

からない、PDCA サイクルをまわそうとして

も本業の忙しさに追われて後回しにしてしま

う等、うまく中期経営計画を使いこなせない

方もいらっしゃると思います。弊社ではお客

様の中期経営計画作成・運用のお手伝いもさ

せていただいておりますので、ご希望やご質

問のある会社様はぜひスタッフまでご連絡く

ださい。

編集後記 

九段会計事務所 遠藤 洋輔  

先日、気象庁より梅雨明けが発表されまし

た。いよいよ本格的な夏が始まります。 

九段会計事務所 成田 縁
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編集担当 遠藤 洋輔

全国各地で花火大会が開催され始めていま

す。夏の夜空に華麗に花を咲かせる花火。皆

さまそれぞれの楽しみ方で満喫していること

と思います。そこで、この花火に関して知っ

ているようで知らなかった雑学をご紹介した

いと思います。今年の花火の楽しみ方のひと

つになればと思います。 

一つ目は花火があがる時の「ヒュ～」とい

う音。この正体は、花火玉が空気を切り裂く

音ではなく、花火玉につけられた笛の音なの

です。私たちが、花火が開くのを今か今かと

期待するあの音は、自然に作られたものでは

なく、あえて作られた効果音だったのです。 

ちなみに親玉が開花する前に小花を開かせ

たり音を出させたりするために、本体と同時

に打ち上げる付加物があるものを曲導（きょ

くどう）と呼び、その曲導のうち、上昇中に

音を出すものを「笛」と呼びます。パイプに

詰められた薬に点火すると音が出る仕組みに

なっているそうです。 

二つ目は、皆様も疑問に思ったことがある

と思いますが、なぜ花火はどこからみても丸

く見えるのでしょうか。実は、これは日本独

自の技術によるものなのです。日本の花火は、

玉を割る火薬が中央に仕込まれていて、中心

から爆発したのちに「星」と呼ばれる火薬が

四方八方に球状に散ることから、上下左右ど

こから見ても円形に見えるようになっていま

す。 

これは日本では花火大会が町のあらゆる角

度から見られていたため、どこから見ても同

じキレイな球状にする必要があった為に発達

した技術なのです。 

この技術で作られた花火が開いたときの球

（円）を「盆」と呼び、完全な円になるのが

理想的で花火を球状に割ることを目的に発達

し、花火競技大会でも「盆が良いか悪いか」

ということが重要な審査基準となっているよ

うです。 

三つ目は、日本人で初めて花火を見た人物

についてです。そもそも花火は中国で紀元前

3世紀頃から始まったと言われており、2000

年以上の歴史があります。日本にいつ花火が

伝わったかといいますと、実は長らく、1613

年に英国王の使者ジョン・セリスが江戸幕府

初代征夷大将軍、かの徳川家康に献上したと

いう『駿府政事録』の記録が最も古く、これ

が最初とされてきました。 

しかし、1972 年に出版された『伊達家治家

記録』に、1589 年には米沢城で伊達政宗が唐

人による花火を楽しんだとの記述がありまし

た。 

他にもたくさんありますが、紙面の都合上

三つご紹介させて頂きました。今年の夏も猛

暑が予想されています。体調に気を付け楽し

く過ごしたいものです。 

今号もご愛読くださ

いましてありがとう

ございました。 

広告掲載ご希望の方

はお気軽に弊所まで

ご連絡ください！

Follow me !! 

@kudankaikei 

Like me !! 
「九段会計事務所」 
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