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次号(82号)は平成31年4月10日発行予定です！ 

 平成最後の〇〇。そんなワードをよく耳にした一年でした。最後だからなにか意味があるのだろうか。とずっと思っ

ていました。最後だから頑張る？最後だから名を残す？最後だから楽しむ？最初から最後まで全力を出し切るよう

に何事も取組めればそれが一番いいと思います。私自身も自分が追い込まれるまで事を進められない性格なの

で、今年は「良い癖」を付けていこうと思います。これがなかなか簡単ではないですが、頑張ります。 

 本年もどうぞよろしくお願い致します。（中澤） 

  
 

 

 

 

   10月のＭＶＰ賞・・・丹下 優子    
 『選択肢は上に増やす』 
 

 11月のＭＶＰ賞・・・土肥 宏行 

 『ハイボールはじめました』 
 

 12月のＭＶＰ賞・・・工藤 正悟 

『感情のコントロールとセルフイメージ』 

 全員投票で決定するおすすめの言葉月間ＭＶＰ。 

10〜12月のＭＶＰは下記のとおりになりました。ＨＰに全
文掲載中です。 

 スタッフおすすめの⾔葉  

  
 

  

ＳＭＣ税理⼠法⼈社員旅⾏ ご報告 

  ＳＭＣ社員旅行、今回は少し遠出をして京都へ。 
伏見稲荷、清水寺、嵐山を回りました。一日20キロほど歩
いて観光をしたので、クタクタでしたが、京都ならではの

雰囲気を2日間満喫してきました。夜は豪華な京料理を
いただき、ギリギリ紅葉も楽しむことが出来ました！ 

どんな旅行だったか各担当者に聞いてください！ 

伏見稲荷大社 

有名な千本鳥居 

多分千本以上ありました。笑 

美々卯 うどんすき 

着いて駅ビルで昼食！ 

効率♪効率♪ 

また社員旅行行けますように。。。 

祇園 岩元 

「夜の懐石」をいただきました。 

おいしい料理の後の笑顔です。 

清水寺 舞台 

只今改修中でこんな感じです。 

  渡月橋をバックにパシャリ 

気になるワードがある方は是非ＨＰをご覧ください！ 

10月に入社しました竹内と申します。 
気遣いのある仕事ができるように 
がんばりたいと思います。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

竹内 純子 

－あなたの企業の繁栄と共に！…それが願いです。－ 

第８１号 

あなたの企業の繁栄と共に！・・・それが願いです。 
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２０１９ 年   １ 月号 

江原 智恵子 

平成が終わる節目の年になりますね。 

災害のない平和な一年になりますよう

に。 

亥年にちなんで"前進"をモットーに頑

張ります！ 

今年もよろしくお願い致します。 

中澤 正裕 

「転ばぬ先の杖」 

事前準備を怠りません。 

本年も宜しくお願い致し

ます。  

 

柴﨑 誠 

やるべきことをしっかりやる！

この意識を持って一年を過ご

してまいります。本年もどうぞよ

ろしくお願い致します。 

石原 あい 

「継続は力なり」 

何事にも熱意をもって

行動できる一年にした

いです。 

今年も宜しくお願い致

します。 

堺 友樹 

そうは見られませんが、 

今年で４０を迎えます。 

４０代はVSOPの“O”の代です。 

今までの経験にOriginalityを加えて、 

独自性を形成する最初の一年にした

いと思います。 

渋谷 佳代 

「気づき、学び、身に付ける」を 

念頭に置き、行動していきます。 

今年もよろしくお願い致します。 

工藤 正悟 

今年で29歳になります。 

30歳目前なので、謙虚さを身に着けたい

と思います。 

早速謙虚に3つ目標を掲げます。 

・彼女を作る（前年から継続） 

・腹筋を6つに割る（前年から継続） 

・年間MVPを獲得 

丹下 優子 

『あんなおばちゃんにだっ

たらなってもいいな！』と 

若い人に思ってもらえる

年の重ね方ができたらと

思います。 

今年もよろしくお願いいた

します。 

土肥 宏行 

土肥が来るのを毎月楽しみにしていただけるよう 

１年間頑張ります。よろしくお願いいたします。 

竹内 純子 

視野を広くして、いろいろなことを吸収

できるように取り組みたいです。 

今年もどうぞよろしくお願い致します。 
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理事長 関 根   威 

 

中小企業の生産性向上策の一番は『値決め』 
 

～お客様が喜び、会社も儲かるただ一点の値決めを探る！～ 
 

明けましておめでとうございます。 

 

経営者の方々とお話をしていると、昨年ぐらいから、 

「これからは、うちの見積もりに納得してくれた仕事（得意先）だけやる」 

「値引きしてまで無理して仕事はとらない」 

「この秋から一律○％の値上げを実施する」 

などというお話が急に増えてきたように感じます。 

 

その背景には、慢性的な「人手不足」や「最低賃金の上昇」、「社会保険の加入促進」などの要因

があるのでしょうが、もう少し大きい枠で捉えると、 

① 売り上げ至上主義から、生産性重視へ軸足が移ってきた 

② 各業界での低価格競争に限界がきた（低価格競争から高付加価値競争へのリバウンド） 

などの時代の要請です。 

 

大手企業における生産性の向上策は、ＩＴによる自動化や働き方改革ですが、私の目から見た中

小企業の生産性向上策は、ターゲットとするお客様に納得して買ってもらえ、従業員にも十分な

給料を払え、会社も十分に利益を得ることができる『社長の芸術的な値決め』が、他のどんな策

よりも一番です。 

 

私の業界の話で恐縮ですが、大阪のほうで、ものすごく儲かっている税理士法人があるそうです。そ

の税理士法人は、「年商3億円以上の企業しか顧問契約しない」という方針を打ち立てました。私ども

の市場である中小企業のうち、年商3億円以上はだいたい年商上位15％ぐらいです。残り85％の企

業を捨てて、年商3億円以上の企業のコンサルティングに集中したら、一社当たりの報酬（値決め）は

業界平均の2倍になりました。経常利益は売上高の21％、社員一人当たりの稼ぎは年1,800万円（業

界平均は年950万円）、約30人いる社員の平均年収は700万円を超え、今でも採用人材には事欠か

ないようです。（驚異的です） 

 

この先生は、年々若い人から敬遠されるこの税理士業界（給料が安い、残業が多い）を、何としても

魅力ある業界に変えたいという強い思いを実現させる方法が、顧客ターゲットは年商3億円以上、売

りものは「税務」から「コンサルティング」という結果に行きついたようです。 

 

平成最後の年に当たり、今の値決めを5％上げる方法をまず考えてみませんか？中小企業の

売上高に対する経常利益の割合の平均は3％ですから、実現できれば経常利益率は8％まで上が

ります。できるできないは別として、考えはじめなければ絶対に8％にはなりません。 

 

2019年もどうぞよろしくお願いします。 

ＳＭＣ＆ＣＬＩＥＮＴ 

ＮＥＷＳ 

ＳＭＣ杯ゴルフコンペのご報告 
平成30年11月6日（火）狭山ゴルフ・クラブ 

難コース狭山ＧＣで今年も開催!! 

 お陰様で、平成30年のSMCゴルフコンペも多くの方にご参加いただき、開催するこ
とができました。今回は女性の参加もあり、非常に盛り上がったコンペになったので

はないでしょうか。当日は、生憎の天気でしたが、皆様全力を出し尽くして最後まで

プレーしてくださいました。毎年ハイレベルになっているわけではありませんので、

今回参加をためらった方も次回はご参加して頂きたいと思います。 

 ご参加ありがとうございました！ 

優勝は（株）多摩樹脂工業 

村上 大介様 

ハイスコアに全員驚愕！ 

見事二年連続優勝！ 

（有）小手指商事  

安座間 洋様 

豪華景品ゲット♫ 
おめでとうございます！ 

智音接骨院 

阿部 加津幸様 

おめでとうございます♪ 

次回もお待ちしてます！ 

協賛いただいた皆様 

株式会社 北斗ハウジング 様 

株式会社 多摩樹脂工業 様  

有限会社 梶原造園 様 

大同生命保険株式会社 様 

♪ 

ありがとうございました！ 

  第３位  準優勝 優 勝 

SH-Space 様 新建ハウジングに掲載されました︕ 

 こよなく愛するアメリカンスタイルの住宅を

提案し、憧れの暮らしを実現の支援を行う、株式

会社SH-Space 様が住宅・不動産業界の新聞、新
建ハウジングに掲載されました！ 

 
「お金のあるなしに関係なく、愛する家族と大

好きなアメ車やインテリアに囲まれて生活出来

るとしたら最高。」という柿澤社長の言葉に共

感される方も多いと思います。 

 

 記事では、耐震や断熱等の性能・コストパフォーマンス・子育て

住宅、屋上庭園などのライフスタイルの提案が紹介されています。 

 ショールームは暖炉、バーラウンジ、おもちゃなど「アメリカの

生活」が詰まっています。 

 ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。 
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今までの経験にOriginalityを加えて、 

独自性を形成する最初の一年にした

いと思います。 

渋谷 佳代 

「気づき、学び、身に付ける」を 

念頭に置き、行動していきます。 

今年もよろしくお願い致します。 

工藤 正悟 

今年で29歳になります。 

30歳目前なので、謙虚さを身に着けたい

と思います。 

早速謙虚に3つ目標を掲げます。 

・彼女を作る（前年から継続） 

・腹筋を6つに割る（前年から継続） 

・年間MVPを獲得 

丹下 優子 

『あんなおばちゃんにだっ

たらなってもいいな！』と 

若い人に思ってもらえる

年の重ね方ができたらと

思います。 

今年もよろしくお願いいた

します。 

土肥 宏行 

土肥が来るのを毎月楽しみにしていただけるよう 

１年間頑張ります。よろしくお願いいたします。 

竹内 純子 

視野を広くして、いろいろなことを吸収

できるように取り組みたいです。 

今年もどうぞよろしくお願い致します。 
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