
       平成 25 年 5 月 7 日付  

 
  
ずいぶん久しぶりですが、事務所ニュースをつくりました。 

今後はお役にたつ情報をタイムリーにお届けしたいと思っています。 

お暇なときにでもご覧いただけると嬉しいです。 

 

１、税制改正などの研修会を行います！（詳細は別紙 1 です） 

今年の税制改正がほぼ確定しました。 

大きな改正や重大な改正もありましたので、税制改正の研修会を行うことにしました。 

その他に、最近の税務調査の動向や国が進める中小企業支援などもお話しします。 

わかりやすくお話させていただきますので、どうぞお気軽にご参加ください。 

 

2、将来のための資金計画作成を行っています！（別紙 2） 

事業計画と言うと堅苦しいのですが、決してそうではありません。 

わかりやすくてお役にたつお金の計画を作成しています。 

経営者の方が頭の中でぼんやりと描いている会社の将来像を仮に実行 

したら 5 年先、10 年先までの業績や資金繰りがどうなるかがわかるシステムです。 

ぜひご利用ください。 

 

3、便利なマイ顧問をどうぞご利用ください！（別紙 3） 

 税務や経営、労務、助成金などに関する情報のご提供ができて、 

当事務所とお客様との間で簡単に文章やエクセルやワードのやり取り 

ができるシステムを導入しました。 

当事務所のお客様は無料です。どうぞご利用ください。 

 

4、経理サポートサービス開始のお知らせ（別紙 4） 

当事務所では 6 月より経理サポートサービスを開始します。 

経理担当者が産休などで短期間不在になるときのサポートや 

経理担当者の能力向上のためのご指導を行っていきます。 

具体的な業務は、記帳代行、領収証整理、給与計算、 

売上請求書発行、売上入金管理、支払管理、銀行振込手続き 

（ネットバンクを利用）などの代行またはご指導となります。 

 詳しくは当事務所までお気軽におたずねください。 

税理士・ＣＦＰ・宅建主任者 野崎地平
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将来のための資金計画作成を行っています！（別紙 2） 

 

5～10 年後のために「夢や希望」を「実現」し、 
「不安」があれば「安心」に変えましょう！！ 

 

・ 会社の将来について、明るい「夢や希望」が頭の中にはあるんだけど、「実現」に向

けて行動したときに会社の業績はどうなるのだろう。 

・ 不況が長引く昨今、「利益が上がらない…」、「返済が厳しい…」、「このまま事業

を続けていくべきなのか…」 

などといった、事業の将来に対する相談が当事務所にも多数寄せられます。 

  

夢や希望を実現し、現状の不安を取り除くには、未来のビジョンを持ち数値化することが

大事だと思います。 

 

当事務所では「ＭＡＰ経営シミュレーション」というシステムを使って、社長様の今後の

事業に対するお考えをお聞きして、それを具体的に数字にしていくことをはじめました。 

 

5 年後、１０年後の損益面はもちろんのこと、お金がどのようになっていくかの計画を作

ります。現状から将来に向けてどうなるのか、数字にすると一目瞭然！ 

 

計画作成後は将来の計画実現のために、実績がどのように推移しているかをチェックし、

より良い方向に進むためにはどうすべきかを考えていきます。 

 

毎月の試算表や前年度の決算書は「過去の帳票」、これに対してこの事業計画は「未来

の帳票」となります。 

 

当事務所の顧問先様には初回無料で行いますので、ぜひご利用ください。 

 

ご希望の方は下記に会社名をご記入の上、メール、ファックス、お電話にてご連絡ください。 

 

 

    ＭＡＰ経営シミュレーションのサービス（初回無料）を希望します。 
 
 
 
     会社名（またはお名前）                    
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便利なマイ顧問をどうぞご利用ください！（別紙 3） 

 

当事務所では、所内業務効率の向上を図るとともに、 

関与先様の利便性の向上を目的として、経営サポート 

システム「MyKomon」を導入しました。 

 

具体的には、無料で①電子会議室、②共有フォルダ、③お役立ち情報のご提供といったサー

ビスを受けることができます。 

 

① 電子会議室では、当事務所と関与先様間において1対１のＷＥＢ会議を実施できます。

隙間の時間を有効活用して、相談内容をＷＥＢ上で共有できますので、ご多忙な経営

者様にはピッタリです。 

 

② 共有フォルダでは、議事録や契約書、試算表等のデータをＷＥＢサイト上で共有・保

存できます。わざわざＦＡＸやメールせずに、共有フォルダに入れるだけで、共有・

保存できますので、便利です。 

 

③ 税制、経営、助成金、労務などに関する最新お役立ち情報が満載です。 

契約書や就業規則などの書式集も充実しています。 

    

  

経営サポートシステム「MyKomon」の利用には、登録が必要になりますので、 

ご希望の方は下記に会社名をご記入の上、メール、ファックス、お電話のいずれかにて 

ご連絡ください。 

 

 

1、経営サポートシステム「MyKomon」の利用を希望します。（無料） 

 

２、経営サポートシステム「MyKomon」の詳しい説明を聞いてみたい。 

 

 

    会社名（またはお名前）                    

 

メール （ｱﾄﾞﾚｽ      ） 
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経理サポートサービスのご案内（別紙 4） 

当事務所では 25 年 6 月より経理サポートサービスを開始します。 

経理担当者が産休などで短期間不在になるときのサポートや 

経理担当者の能力向上のためのご指導を行っていきます。 

 

具体的な業務内容は以下のとおりです。 

 

経理サポート業務 

業 務 内  容 

記帳代行 会計ソフトに日々の取引を入力して、会計帳簿や試算表を作ります。 

領収証整理 領収証を整理して貼り付けます。 

請求書整理 支払請求書を整理します。 

予実管理 予算（計画）に対して実績がどのように推移しているかをご報告します。

分析帳票作成 経営に役立つ売上推移グラフや原価率の分析帳票を作成しお届けします。

給与計算 出勤簿などをもとに給与明細を作ります。 

売上請求書発行 売上請求書の発行および取引先への送付を行います。 

売上入金管理 売上代金の入金状況を確認し報告します。 

支払管理 買掛金などの支払い状況および月末ごとの残金を報告します。 

銀行振込手続き ネットバンクの振込依頼書を作成します。 

その他 その他、ご要望に応じてサポートします。 

 

経理担当者スキルアップサポート業務 

経理担当者の方のスキルアップのために、定期的に数か月間ご訪問してご指導します。 

具体的には、上記の「経理サポート業務」にある業務のほか、銀行業務、電話対応業務、接

客業務などができるようになるまでご指導します。 

新入社員の方にはご要望に応じて一般的な社会人としてのマナーもお教えします。 

 

 

料金は、会社の規模や業務の内容によって異なります。 

見積書をつくりますので、お気軽にご相談ください。 
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研修会のお知らせ （別紙 1）                平成 25 年 5 月 

税制改正などの無料研修会を行います！             

平成 25 年度税制改正はすったもんだありましたが、ようやく出揃いました。 

最近の税制はどんどん複雑化する傾向にあるようです。我々も理解するのがとても大変です。

そこで、税制改正や最近の税務調査の動向や国が進める中小企業支援などについて、 

ポイントを絞って、とにかくわかりやすく、ご説明する研修会を行います。 

ぜひ、お気軽にご参加ください。 

 

記 

    日  時 平成 25 年 6 月 12 日（水）午後 2 時～午後 4 時 

    場  所 長崎市立図書館 新興善メモリアルホール   

長崎市興善町 1-1 電話 095-829-4946 

          （裏面の地図をご覧ください） 

    内 容 ① 平成 25 年度税制改正のポイント 

 

 

 

② 税務調査の動向 

③ 中小企業支援対策（融資制度や助成金など） 

④ その他のお役立ち情報   

    講 師 野崎税理士事務所 野崎地平 

    参 加 費 無料です。どなたでも大歓迎です。 

--------------------------------------------------------------------------------- 

宛先 野崎税理士事務所 ファックス 095-894-9202 

          6/12 の研修会に参加いたします。 

会社名  

お名前    

電話番号   

ファックス番号  

住  所  

 

ご参加の方は、5 月 24 日（金）までに、 

ファックス、電話、メールのいずれかによりご連絡くださいますよう、お願いいたします。 
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消費税税率アップ、相続税増税、贈与税新制度、 

事業承継税制の緩和、住宅ローン控除の拡充、 

交際費の緩和、雇用促進税制、印紙税改正など 



研修会会場 

 

日  時 平成 25 年 6 月 12 日（水）午後 2 時～午後 4 時 

場  所 長崎市立図書館 新興善メモリアルホール   

長崎市興善町 1-1 電話 095-829-4946 

 

 
 

 

 

入口は

こちら

です 


