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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１３６ － 中野区で税理士を探すなら 土谷税理士事務所

〒165-0026 東京都中野区新井1-20-7 MTビル2階
TEL 0120-228-256 http://www.tsuchiyatax.jp/

JR中野駅より、徒歩10分

独立・起業や起業後の会計・税務顧問に関わるご相談なら
お気軽にどうぞ！
※初回相談は無料です 。

節税対策ももちろん重要ですが、それ以上にお客様から
よくご要望をいただくのが資金調達についてです。

どんなに有効な節税対策を行っていても資金がショート
してしまったら倒産してしまいます。

当事務所では、経営者様からお話を伺い、過去の実績や
将来の予測に基づき資金繰りの策定をし、融資などの
資金調達が必要な場合のサポートも行っております。

融資の場合、ある程度の期間事業を行っており銀行との
付き合いがあり、銀行の担当者の出入りなどもある会社
であれば比較的銀行からの融資を受けやすいと思いま
すが、創業前や創業して間もない企業はなかなかそうも
いきません。

都銀や地銀、信金などの一般の金融機関からの融資だ
けでなく日本政策金融公庫などの公的金融機関からの
融資のサポートも行っています。

資金繰りを改善し、安定した経営を行える会社を一緒に
目指しましょう！

当事務所は喜んでお手伝いさせていただきます。

土谷税理士事務所様では、「計算書類の見方の説明」や「資金繰
りの検討」など、お客様の経営にとって有益なご提案をすること
も税理士の職務だと考えています。決算、税務申告などの一般的
なサービスはもちろんのこと、経理のプロとして経営に関するア
ドバイスや参考となる情報の提供を通じて、会社の経営と成長を
サポートし続けていくことを目標とされています。

会計事務所の報酬の妥当性について、お考えになったことはありますか？毎月の顧問料が1万円を切るような事務所があること

を鑑みると、値段だけを見たら当事務所の報酬は決して安くはないと思います。

電化製品のように同じメーカーの同じ性能のものであれば、安いにこしたことはありません。しかし、税理士事務所はモノを売って
いるのではなく、サービスを提供しています。単純に価格だけで判断できるものではありません。

当事務所は、経営者様のお役に立てるような「付加価値のあるアドバイスやサービス」を提供しているものと自負しており、
お客様である経営者様の会社経営にお役立ていただくと共に、経営者様よりご満足のお声をいただいております。

「単なる記帳代行や申告書の作成だけのサービスでは物足りない」とお考えの経営者様、「今の税理士に不満がある」という
経営者様、是非一度お話を聞かせてください。当事務所の代表税理士が経営者様のところに伺い、お話を聞かせていただきます。

未来をたっくす

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-５３６８－６８２８まで、直接ご連絡お願いします。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアをみました」 と、
TEL 0120-228-256まで、直接ご連絡お願いします。

報酬の妥当性をお考えになったことはありますか？

資金繰りと資金調達 事務所はこちら
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〒231-0047 横浜市中区羽衣町3-63 羽衣ビル2階
http://ecocap007.com/

エコキャップ活動は、子どもから高齢者まで誰でも参加
できます。小さなキャップを通して未来の地域環境につ
いて考え、子どもの命を考え、そして限られた資源を有
効に活用することなどを考え、さまざまな人たちが参加
しながら組織や世代間、そして地域の絆が深まっていけ
ば本当に素晴らしい活動になることと思っています。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１３７ － ペットボトルのキャップで世界の子どもにワクチンを
エコキャップ推進協会

エコキャップ活動とは？

ペットボトルのキャップを外して集め、「再資源化」するこ
とで「CO2の削減」。キャップの再資源化で得た売却益を

もって「発展途上国の子どもたちにワクチンを贈る」。

この3つのテーマをシンボルフレーズとして「エコキャップ

推進協会」様は設立されました。

もともとは、神奈川県の女子高校生たちの「ペットボトル
のキャップを一般ゴミとして捨てるのはもったいない。
これを集めて何かできないか？」という思いがきっかけで
スタートした活動です。

そこから、集めたキャップをリサイクル事業者に買い取っ
ていただき、その売却益をワクチンを購入するお金とし
て寄付するという活動の仕組みができました。

エコキャップ

☆小さなキャップでも、分ければ資源
リサイクルして価値ある材料に。
ゴミとして焼却処分されると、キャップ400個で
3,150ｇのCO2が発生します。

☆ペットボトルのキャップをみんなで集めよう！
キャップは400個で10円になります。

☆ポリオワクチンは1人分20円！
キャップ800個で1人の子どもの命が救えます。

※ワクチンの単価（1人分概算）
1.ポリオ（小児マヒ） 020円
2.はしか 095円
3.BCG（結核） 007円
4.MMR（はしか・おたふく・三日ばしか）114円
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少人数でも始められるビジネスですので、取り組みが容易です

ｃｐＳＴＹＬＥは全国展開していますので、販路拡大にも有効です

ＦＣビジネスとは異なり、ロイヤリティがありません

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１３８ － ｃｐＳＴＹＬＥ 地域パートナー募集中！

ＯＮＥ’Ｓホールディングス

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-1-16                                     
テイケイトレード新宿ビル6Ｆ

TEL 03-5272-1558 http://ones-holdings.co.jp/

ワンズグループ

株式会社ONE’Sホールディングス

わたしたちは、広告クライアントに価値ある販促ツールを
開発提供する企業グループです。常にエンドユーザーの
視点に立ってニーズを分析・把握し、使いやすく、広告効果
が期待できるツールとサービスを提供することを通じて、
セールスプロモーションの分野に新しい風を吹き込み、
社会のコミュニケーション向上に貢献してまいります。

西田 一雄
ワンズグループ代表

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-５３６８－６８２８まで、直接ご連絡お願いします。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアをみました」 と、
TEL 03-5272-1558まで、直接ご連絡お願いします。

ｃｐＳＴＹＬＥ地域パートナー事業とは、
その地域の店舗・企業情報をサイト上に掲載、
広告宣伝を代理し、集客・募集等のサポートを
行う広告代理店ビジネスです。

は、数多くあるクーポンサイトの中でも唯一小規模エリアまでカバー
しているクーポンサイトです。店舗ページもこれまでに無いほどの大ボリューム
なので、ユーザーへの新しいアプローチが可能になります。
登録店舗数も2011年3月で60,000店舗を超え、引き続き増加しております。

メリット１

サイト上の収益は御社の売上となりますメリット２

既存ビジネスとの連携・相乗効果も見込めます

メリット３

メリット４

メリット５

【業種別メリット 一例】
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新規ビジネスをお考えの企業様へ

あなたのお店のＦＡＮづくり

ユーザが、生活の中で利用するあらゆる
ジャンルのお店を取り扱っています。
また、各地域に分かれて情報を掲載して
いるので検索しやすくなっています。

お店毎に管理画面をお渡ししますので、
リアルタイムにお店の情報・魅力を効果的
に発信することができます。

発信された情報は、ＰＣ・携帯どちらからも
閲覧可能です。

お店毎の管理画面で、各ページのアクセ
ス数を見ることができるので、よりページ
を作りやすくなります。

・サイトサービスや媒体力を利用して、より大きな
ビジネスを展開！

・同業者間のネットワーク強化で、地元の美味し
いものを店舗単位ではなく、地域単位でＰＲ！

・新しく生まれた掲載店舗との関係を活かし、
地元店舗の印刷物を全て請け負うことが可能に！

・顧客の状況が把握できるようになり、必要な時
期に印刷物の提案を行えるようになる！

・他社に無い専門（メディア）媒体を持つことで、
他社との差がつく！

・複合的な最新サービスを利用して、
顧客満足型のマーケティングに基づいた
広告提案が可能に！

ビジネスの規模拡大！ 媒体の幅も、商圏も拡大！ 自社媒体の強化促進！

いろんなジャンル/地域に対応！ 店舗へのアクセス状況をサポート！新鮮な情報を（ＰＣ/モバイルへ）提供！



東方インターナショナル様は、日本の中国語メディア
では最大の発行部数を誇る「東方時報」をはじめ、携
帯ポータルサイトの「携帯夢想」、日本総合情報サイ
トの「動感日本」などを運営する、中国語総合メディ
ア会社です。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１３９ －中国語総合メデイア 東方インターナショナル

株式会社東方インターナショナル様は、1994年に中国

雑貨店を始めたのがそもそもの始まりでした。

翌年の1995年には総合中国語新聞の「東方時報」を
創刊し、現在では全国1000箇所の配布場所で配布され、
約8万部の発行部数を誇っています。

また2006年には在日中国人向けの中国語携帯ポータ

ルサイト「携帯夢想」をスタートしました。

在日中国人のための求人やビザ、旅行等々の各種最新
情報を提供されています。中国語の検索エンジンの「百
度」も利用できます。

東方インターナショナル様について ＴＯＨＯ無料国際電話

代表取締役社長 何 毅雲
〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-25-15
TEL 03-5940-5631    http://www.tohonet.com/

東方中文ＳＭＳ

第二世代の携帯が主流の中国。そんな中国でもSMSでの

メールのやり取りは盛んに行われています。

日本の第三世代の携帯は、同じキャリア同士でしか
SMSの利用ができませんでした。

「東方中文SMS」は、国際間では利用できなかったSMSを
中国の携帯電話(2G)と日本の携帯電話間(3G)で送受信

できるようにしたサービスです。

1日1通は無料でご利用いただけます。

写真：東方時報 写真：携帯夢想

対象国

アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、ロシア
スウェーデン、中国、韓国、台湾、香港、タイ、
マレーシア、シンガポールの13対地へ

※ アクセス番号として利用している「0570」番号は、ソフトバンクテレコム
が提供している国内用発信者課金サービス「アドコール」の番号です。
お客様はアドコールの国内通話料金（26秒毎10.5円）だけで、
国際通話料は無料でご利用いただけます。

国内通話料金だけで
国際電話が利用できる！

国内通話料金だけで国内通話料金だけで
国際電話が利用できる！国際電話が利用できる！

申込不要・月額料金不要
今すぐ使えます！！

申込不要・月額料金不要申込不要・月額料金不要
今すぐ使えます！！今すぐ使えます！！

東方インターナショナル

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-５３６８－６８２８まで、直接ご連絡お願いします。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアをみました」 と、
TEL 03-5940-5631まで、直接ご連絡お願いします。
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では、

皆様のビジネス活性化をお手伝い
させていただくため、

情報をご紹介しております！

売りたい 買いたい ＰＲ情報

情報をご紹介しております！

アナログとデジタルが融合した
店舗向けメッセージボード登場！
初心者でも簡単・すぐ使えます

〒171-0033 東京都豊島区高田2-6-8
TEL 03-5960-5351

株式会社ティー・シー http://www.k-tc.co.jp/

ティー・シー

スクリーン上部は、自由に最新情報を
手書きで書き消しすることができます。
また、スクリーンボード下部でわかり
やすい映像を流して販売促進や、
効率的なキャンペーン告知などが
できます。

売りたい

“日本の心でもの作り”
ビジネスにもプライベートにも活躍
できる大人の道具としてのバッグ！

〒340-0802 埼玉県八潮市鶴が曽根1405－38
TEL 048-996-4447 FAX048-996-4652

(有)ジェイクラフトマン http://www.jcraftsman.co.jp/

ジェイクラフトマン

世界に１つだけの、自分仕様のオリジナルバッグ
ジェイクラフトマンにおまかせくださいっ！！

《かんばろう東北》をもとに、東北、日本を元気に
する新たな商品を順次リリースしていきます！

ハンドメイドで丁寧に作られたバック。
和の心と洋の粋を融合させたモダンなデザイン。
お気軽にお問合せ、ご相談ください！！

『コーレアをみた』で5％引きにいたします！

売りたい

食品・酒類・食器調理器具を扱う
外食産業のエキスパート３社が共催
異業種展示会「外食フェスタ」

〒106-0044 東京都港区東麻布1-18-8 林ビル1F
TEL 03-3589-4832 FAX03-3589-4822

(株)ローヤル物産 http://www.royal-bussan.co.jp/
外食フェスタ2011 担当：辻・富澤・青木

「外食フェスタ」は、食品（クサマ）／酒類(柴田酒
店）／テーブルウェア（ローヤル物産）の3社が共
催する飲食店様向けの異業種展示会です。

協賛約140社の協力により、約2500のアイテムが
大集結する食の一大展示会になっております。

『コーレアをみた』で事前登録⇒入場無料に！

開催日時：2011年9月25日 11：00-17：00
開催場所：ベルサール渋谷ファースト

（東京都渋谷区東1-2-20）

当日はミニイベント、即売会、
豪華抽選会など開催予定。

試飲、試食もご用意しております。

1年に1度の食の一大展示会、
たくさんの皆様のご来場を
心よりお待ちしております。

ＰＲ情報
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（フォーバル マッチング担当：竹之内 賢輔）

②神奈川県瀬谷区／運送会社

現在、ボトルウォーターの配送をしています。

横浜市内の、旭区と泉区の配送をしてい
ただける業者さんを探しています。

フォーバル担当：

④東京都千代田区／広告、出版会社

“痛車”をつくるためのフィルムメーカーさん
やお取り扱いの商社さんを探しております。

フォーバル担当：久保 智広

⑥東京都台東区／不動産コンサル

賃貸住宅の入居契約の初期費用を軽減出来る
賃貸保証プラン誕生！成約アップに繋がります！

不動産賃貸管理会社様のご連絡、ご紹介を
お待ちしております。

フォーバル担当：椛澤 昌浩

フォーバル ビジネスマッチング掲示板 応募・登録用紙

（キリトリ）

御社名： ご担当者様：

電話番号： － －

１．詳細情報を希望する ／ ２．情報を掲載する
どちらかに丸
をして下さい

ご依頼内容：

メール：

⑦東京都千代田区／お茶商社

ネットショッピングの注文内容をそのまま

配送用伝票にプリントできるシステムを
安く作れる業者さんありませんか？

フォーバル担当：竹之内 賢輔

①東京都中野区／ガラス修理会社

24時間対応の緊急ガラス工事会社です。

現状、ガラス工事以外の依頼はお断りしていま
すが、本当はガラスまわりとなるサッシ工事等に
も対応していきたいと考えています。

24時間体制で緊急ガラス工事を行っているため、

レスポンスの早いサッシ工事屋さんがあれ
ば、紹介してください。

フォーバル担当：大野 文子

③東京都小平市／コンサルタント

東京都23区の法人のお客様で、後継者問題で
お悩みのお客様を探しております。

昨今、少子化が進み企業の倒産の多くはこちらの
問題を解決できなく、やむを得ず廃業を選択される
代表者の方が多いです。

お気軽に、後継者問題のご相談に乗れますので
ぜひお問い合わせお願いします。

フォーバル担当：久保 智広

⑤東京都中野区／制作・企画販売

森林環境保護のために再生紙を活用したスケ

ジュール帳を文房具店などに卸したい。

現在は東急ハンズやロフトなどに卸しています。

フォーバル担当：岩崎 慶太

08



ビジネスマッチング掲示板 成功事例のご紹介

auショップ運営の株式会社湘南様の
「社員のメイクアップ研修がしたい！」
というニーズに、
メイクアップアーティストのTAKAKO様
をご紹介させていただきました。
接客業に相応しいメイク技術で
お客様の印象ＵＰに成功されています。

ビル・マンションの外壁塗装、
内装修繕工事のイイ工事.com様と
エアコン販売・設置・保守の
株式会社AIR様
大型テナントビルのエアコン工事で
マッチングに成功いたしました！

ビジネスマッチング掲示板に
掲載しきれなかった情報、
最新のマッチング情報は、

twitterに随時掲載しています。

ご興味のある方は、
フォーバルのサポート担当者に

お声がけください。
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通信インフラ通信インフラ

-- ＩＰ電話ＩＰ電話

-- 光ファイバー光ファイバー

-- 各種回線各種回線

通信インフラ・サービス通信インフラ・サービス通信インフラ・サービス

ビジネスに不可欠な通信インフラ・サービスを
御社の状況を踏まえご提案

ビジネスに不可欠な通信インフラ・サービスをビジネスに不可欠な通信インフラ・サービスを
御社の状況を踏まえご提案御社の状況を踏まえご提案

機器・ネットワーク機器・ネットワーク機器・ネットワーク

用途、ランニングコスト、スピード、安定性を
プロの立場からご提案

用途、ランニングコスト、スピード、安定性を用途、ランニングコスト、スピード、安定性を
プロの立場からご提案プロの立場からご提案

機器・サービスの利活用機器・サービスの利活用機器・サービスの利活用

がお客様にお届けしているのは、

“オフィス環境の安心と安全”です。

ビジネスの活性化ビジネスの活性化ビジネスの活性化

経営にまつわるご相談経営にまつわるご相談経営にまつわるご相談

通信コスト通信コスト

-- 一括請求サービス一括請求サービス

-- Ｗｅｂ利用明細Ｗｅｂ利用明細

-- 各種電話サービス各種電話サービス

モバイルモバイル

-- スマートフォンスマートフォン

-- データ通信カードデータ通信カード

-- 各種アプリ各種アプリ

ＯＡ機器ＯＡ機器

-- ビジネスフォンビジネスフォン

-- コピー機／複合機コピー機／複合機

-- パソコン／サーバーパソコン／サーバー

ネットワークネットワーク

-- ＬＡＮＬＡＮ

-- ＶＰＮＶＰＮ

-- テレビ会議テレビ会議

オフィス用品オフィス用品

-- 文具／事務用品文具／事務用品

-- コピー用紙／トナーコピー用紙／トナー

-- オフィス家具オフィス家具

毎日“安心”して使える
あたりまえのＩＴ環境構築を力強く支援

毎日“安心”して使える毎日“安心”して使える
あたりまえのＩＴ環境構築を力強く支援あたりまえのＩＴ環境構築を力強く支援

ブロードバンド活用ブロードバンド活用

-- 訪問サポート訪問サポート

-- 電話サポート電話サポート

-- お客様専用サイトお客様専用サイト

セキュリティ対策セキュリティ対策

-- ウィルス対策ウィルス対策

-- 不正アクセス防止不正アクセス防止

-- ログ監視ログ監視

保守・サポート保守・サポート

-- メンテナンスメンテナンス

-- 障害時の対応障害時の対応

-- お客様センターお客様センター

Ｗｅｂビジネス活用Ｗｅｂビジネス活用

-- ホームページホームページ

-- ネットショッピングネットショッピング

-- ＳＥＯ／ＳＥＭ対策ＳＥＯ／ＳＥＭ対策

事業所引っ越し事業所引っ越し

-- オフィス移転先オフィス移転先

-- 引っ越し業者引っ越し業者

-- レイアウト／内装レイアウト／内装

リスクマネジメントリスクマネジメント

-- 生保／損保生保／損保

-- 退職慰労金制度退職慰労金制度

-- 各種助成金制度各種助成金制度

お客様のビジネスをビジネス活性化支援で
ワンランクステップアップ

お客様のビジネスをビジネス活性化支援でお客様のビジネスをビジネス活性化支援で
ワンランクステップアップワンランクステップアップ

今後の経営に直結する
さまざまなお悩みをコンサルテーション

今後の経営に直結する今後の経営に直結する
さまざまなお悩みをコンサルテーションさまざまなお悩みをコンサルテーション

各種認証取得支援各種認証取得支援

-- ＰマークＰマーク

-- ＩＳＭＳＩＳＭＳ

-- オフィスセキュリティオフィスセキュリティ

アウトソーシングアウトソーシング

-- 販路拡大販路拡大

-- 業務業務

-- 各種印刷各種印刷

情報提供情報提供

-- 研修会／勉強会研修会／勉強会

-- 講演会／セミナー講演会／セミナー

-- 交流会交流会

各種コンサル各種コンサル

-- 経営相談経営相談

-- 経営診断サービス経営診断サービス

-- 海外進出海外進出

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-17-5 シオノギ渋谷ビル11F
フリーダイヤル 0120-81-4086首都圏支社
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弁護士　佐久間　明彦

医療過誤、労働、離婚、不動
産、知的財産、製造物責任関
連事件裁判員裁判・公判前整
理手続事件

さくま　あきひこ

法に沿った経営管理と労働
者の行動心理を踏まえた労
務管理を、併せ考慮した上
で、最善策をアドバイスでき
ればと思っています。

メッセージ

得意分野

弁護士法人アヴァンセ

もちろん、役員の場合も、退職金は報酬の後払い的性格がある以上、抽象的請求権としては存在しています。
しかし、総会決議等がなければ具体的に裁判上請求できる権利とならないというのが判例の考え方です。した
がって、不支給とされた退任役員がいきなり、内紛がなければもらえたはずの退職金を請求する訴訟を提起し
ても、認められる余地はないのです。
　次に、そもそも本来、株主総会で定めるべき退職金を取締役会で定めている点についてですが、判例は、退職
金の額の決定について取締役会の従うべき一定の基準が存在すればこれを認めています。とすると、一応の算
定方式の基準があった場合、退任役員は泣き寝入りするしかないのでしょうか。
　それでは、退職金についての不当な取扱いを野放しにすることになります。そこで、各役員は、退職金算定
基準が存在する場合、これに基づいて退任役員の退職金を決定する職務を遂行せねばならず、それを無視した
決定をすることは、役員の善管注意義務、忠実義務に違反するものとして、退任役員に対する損害賠償責任
（会社法４２９条１項）を負うと考えられています。

２　　　役員退職金
　取締役等の役員の退職金に関しては、会社ごとに様々な基準を設けているようですが、オーソドックスな算定式は、最終報酬月額 × 在任
年数 × 功績率といった形をとるものです。例えば、１０年在任した役員が月収１５０万円で退任した場合、功績率が３とすると、４５００
万円の退職金を受けることになります。
　では、それまでかなり会社に貢献していた役員が役員間の内紛に巻き込まれて、退職することになり、敵対役員で構成された取締役会で退
職金を支給しない決定をしたような場合、どうなるでしょうか。
　まず、役員の退職金は、「報酬」（会社法３６１条１項）にあたるため、原則として定款の定め又は株主総会決議がなければ発生しません。

　　従業員兼務役員退職金
　最後に、役員のうち部長、課長、その他従業員としての地位も併有する者の退職金について考えてみましょう。
　この場合、理屈から言えば、上記１と２の合体なので、従業員としての退職金と役員としての退職金をそれ
ぞれ別個に決めて、両者の合計額とすれば足りるようにも思えます。しかし、そうすると、場合によっては、役
員が株主総会の決議等で否決されないように、役員としての退職金を少額に抑えた上で、従業員としての退職
金を高額にすれば、容易に会社法３６１条の規制を免れうることになりかねません。そこで、こういった事態
を防止するため、株主総会等で役員退職金を決定する際に、従業員としての退職金を別に支給する旨を明らか
にすることを要し、かつ従業員として受ける退職金等の体系が明確に確立されていて初めて、両地位について
の退職金の受領を許すという扱いをしているのです。
　なお、ときおり、小規模会社で、代表取締役が自ら退職する際、勝手に高額の退職金を受け取り、後に株主総
会を経ていないことを指摘されても、使用人兼務役員として使用人分の退職金は、総会決議などいらないと言
い逃れしようとする事案を見かけます。しかし、使用人兼務役員とは、役員のうち、事業部長、本部長、部長、課
長その他会社の使用人としての職制上の地位を有する者でなければならず、専ら会社の経営に携わる立場でし
かない社長、副社長、専務、常務などは使用人兼務役員とはなりえないことには注意が必要です。したがって、
上記のような言い訳は通らないのです。

３　

　　従業員退職金
　最近は退職金を出さない会社というのもみられるようになってきましたが、一定規模以上の会社に勤めれば、従業員は、多少なりとも退職
金に期待を寄せているのが普通でしょう。
　とすれば、退職金を出すにせよ出さないにせよ、退職金の性質を把握し、その取扱いを誤らないよう、正確な知識を持っておくことは重要
となります。
　そもそも退職金とは、もっと丁寧な表現を使えば、「退職慰労金」と呼ばれるものです。ここからわかるように、退職慰労金には、退職に伴
い、それまで継続的に労働した対償の後払いを受ける「退職」金的側面と、それまでの特別功労に対する報奨という恩恵を受ける「慰労」金
的側面があります。かかる二つの側面があるということは、あらゆる場面で影響を及ぼすため、しっかりと頭に入れておいてください。
　まず、平社員等に対する退職金規定で多くみられるのは、毎月の給料から一定額を退職金引当金として積み立てる形をとり、その積立総額
を退職金額とするやり方です。積立金月額が仮に１万円とすれば、３０年勤続の場合、１万円 × １２か月 × ３０年＝３６０万円となるわ
けです。実際には、この積立金月額は、賃金の上昇や勤続年数の経過に伴って１万５０００円、２万円、２万５０００円と比例するように増
額させるため、退職金額ももっと高額となります。この場合の退職金は、まさに単純に労働対償の後払いを受けているにすぎません。
　次に、就業規則には、懲戒解雇の場合、退職金を支給しないと定められることがよくあります。こういった不支給条項を判例は有効としま
す。かかる場合、退職金がいかに賃金後払い的性格を有するとしても、労働基準法２４条１項本文（賃金全額払いの原則）に反しないとした
わけです。この場合の退職金は、懲戒解雇に値する従業員に恩恵を与える必要はないという慰労金的側面が強く出ています。

１　
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執筆者      弁護士法人アヴァンセリーガルグループ 　弁護士　佐久間　明彦

退職金にまつわる問題
弁護士シリーズ  第 23 回

03-5367-0970
興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアをみました」と
TEL．03-5367-0970に直接ご連絡をお願いします。

弁護士法人アヴァンセ



中級編：便利アプリをダウンロードしてみよう！！

「株価が気になる」というアナタ！スマートフォンでもラジオが聞けちゃいます。

Radiko（ラジコ）アプリをマーケットでダウンロードするだけ！！

画面に番組情報まで出ちゃうので便利です。

もちろん、普通の民放のAM/FM放送もお楽しみいただけますよ。

初級編：Desireの設定を変えてみよう！！

「Wi-Fiをよく使うから、すぐ電池がなくなる」というアナタ！

画面の輝度設定を調整して節電してみましょう。

HOME画面にて長押し→ウィジェットを選択→電源管理を選択

→右図が出たら、アイコンからいろいろな設定を簡単にON/OFFできます。

上級編：アプリをビジネスにも利活用してみよう！！

「会社のパソコンのファイルを自宅やスマートフォンでも共有したい」というアナタ！

オンラインストレージサービスのDropbox（ドロップボックス）を活用してみましょう。

操作はいたって簡単、パソコンとスマートフォンにDropboxをダウンロードし、

専用フォルダにファイルを放り込んでおくだけです。これで、いつでもどこでも

同一ファイルを共有できちゃう優れものです。ぜひお試しあれ。

をお使いのお客様はもちろん！！
Ｄｅｓｉｒｅ、ｉＰｈｏｎｅをお使いの方、スマートフォンに興味のある方、
フォーバルのＮＯ．１ モバ嬢・海野にお気軽にご相談ください！！

080-3495-8869(softbank)
y-umino@forval.co.jp

ＮＯ．１モバ嬢・海野のご指名はこちらまで
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ハッピーサンシャインデー

「ハッピー(8)サンシャイン(30)」の語呂合せ
太陽のような明るい笑顔の人のための日

30 日

(火)

終戦記念日

1945年8月14日、政府はポツダム宣言を受諾。翌15日の
正午、昭和天皇による玉音放送によって日本が無条件降
伏したことが国民に伝えられ、第二次世界大戦が終結

15 日

(月)

野菜の日、ベジタブルデー

1983年、全国青果物商業協同組合連合会などが制定
「や(8)さ(3)い(1)」の語呂合せ

31 日

(水)

ヴェスビアス火山大噴火、ポンペイ埋没（79年）

石川五右衛門、釜ゆでにされる（1594年）

参議員選挙に比例代表制が導入される（1982年）

24 日

(水)

はり・きゅう・マッサージの日

2003年、全日本鍼灸マッサージ師会が制定
「はり(8)きゅう(9)」の語呂合せ

9 日

(火)

秋田県の記念日

1965年、秋田県が制定。1871年のこの日、
廃藩置県により「秋田県」という名前が初めて使われた

29 日

(月)

独立記念の日【パキスタン】

1947年、パキスタンがイギリスから独立した
14 日

(日)

28 日

(日)

27 日

(土)

26 日

(金)

25 日

(木)

23 日

(火)

22 日

(月)

21 日

(日)

20 日

(土)

19 日

(金)

18 日

(木)

17 日

(水)

16 日

(火)

東ドイツ政府がベルリンの壁を建設開始（1961年）

日本で国旗国歌法公布・施行（1999年）

アテネオリンピック開幕（2004年）

配布の日

ポスティングやサンプリング（街頭での広告の配布）を行う
企業の団体が制定。「は(8)い(1)ふ(2)」の語呂合せ。

作曲家：小林亜星の誕生日（1932年）

プロレスラー：ハルク・ホーガンの誕生日（1953年）

ソフトバンク社長：孫正義の誕生日（1957年）

俳優：筧利夫の誕生日（1962年）

サッカー選手：北澤豪の誕生日（1968年）

俳優：速水もこみちの誕生日（1984年）

ヒゲの日

1978年、現在のシック・ジャパンが制定
漢字の「八」が髭の形に似ていることから

バナナの日

日本バナナ輸入組合が制定
「バ(8)ナナ(7)」の語呂合せ

太陽熱発電の日

1981年、香川県三豊郡仁尾町の太陽熱発電所
で世界初の太陽熱発電が行われた

ハコの日

1991年、東京紙器工業組合が制定
全国の紙器段ボール箱工業組合が実施
「は(8)こ(5)」(箱)の語呂合せ

箸の日

1975年、わりばし組合が制定
「箸を正しく使おう」という民俗学者の提唱

はちみつの日

1985年、全日本はちみつ協同組合と日本養蜂
はちみつ協会が制定。「はち(8)みつ(3)」の語呂合せ

カレーうどんの日

カレーうどんが浸透してから100周年となる2010年に制定

6月2日が「カレーの日」、7月2日が「うどんの日」

パインの日

沖縄県などが制定。「パ(8)イ(1)ン」の語呂合せ
パインの最盛期である8月を「パイン消費拡大
月間」とし、その初日を記念日とした

バイオリンの日

1880年、東京・深川の三味線職人・松永定次郎が
国産バイオリンの第1号を完成させた

13 日

(土)

日本短波放送開局（1954年）

東海村の原子炉に日本で初めて原子の火が灯る（1957年）

映画『男はつらいよ』第1作が公開（1969年）

12 日

(金)

人権宣言記念日

1789年、フランスの憲法制定国民議会が
「人間と市民の権利の宣言」(フランス人権宣言)を採択した

11 日

(木)

東京国際空港開港記念日

1931年、羽田に東京国際空港
通称 羽田空港が開港した

10 日

(水)

奴隷貿易とその廃止を記念する国際デー

1998年にユネスコが制定。国際デーのひとつ
1791年、奴隷貿易廃止のきっかけとなるハイチ革命が始った

8 日

(月)

司会者：みのもんたの誕生日（1944年）

司会者・タレント：タモリの誕生日（1945年）

女優：菅野美穂の誕生日（1977年）

7 日

(日)

パーフェクトの日

1970年、プロボウラー中山律子が
女子プロボウラー初のパーフェクトゲームを達成

6 日

(土)

交通信号の日、三色信号設置の日

1931年、銀座の尾張町交叉点・京橋交叉点などに
日本初の3色灯の自動信号機が設置された

5 日

(金)

バイクの日

1989年、総務庁交通対策本部が制定

「バ(8)イ(1)ク(9)」の語呂合せ

4 日

(木)

米の日

「米」の字を分解すると「八十八」になることから
3 日

(水)

プロ野球ナイター記念日

1948年、日本初のナイター・巨人対中部(現在の中日)戦が
行われた。「ナイター」という言葉もこの時初めて使われた

2 日

(火)

女子大生の日

1913年、東北帝国大学(現在の東北大学)が
女子受験生3人の合格を発表
日本初の女子大生が誕生した

1 日
(月)

このコーナーでは、「今日は何の日？」を紹介します。
ビジネスの話題作りに、朝礼のネタに、暇つぶしに、

どうぞお好きにご活用ください。

♦ 2011年8月 ♦
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蝉の脱け殻が急速な変化を暗示していま
す。その変化はあなたに祝福をもたらしま
す。古いものに執着せず、新しいものを受
け入れて。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

何か手付かずのままになっていることが
ありませんか？早く取り掛かりましょう。
あなたにとっての「夏休みの宿題」です。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

旬の桃があなたにかけられた言霊の呪いを
解いてくれます。どんどん食べて浄化されま
しょう。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★★
金運★★★☆☆

夏草が力強く生い茂っています。
大変そうに見えることこそ挑戦してください。
逞しく成長できることでしょう。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

海水浴を楽しむ子供達の笑い声が聞こえ
ています。思いっきり笑うこと、海風に当
たることがあなたの中の負のエネルギー
を浄化して、開運へと導いてくれます。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

夏の大三角形が夜空にキラリと光りました。
成功の鍵は数字の「3」。
三番目、三人、三回などに幸運あり。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

大きな花火がドーンと空高く打ち上げら
れました。運気は盛大。華やかなときを
過ごすことができるでしょう。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★★

煌煌と輝く盆の月があなたの内に宿る
ヒーリング・パワーを高めてくれます。
お月様とご先祖様にヒーリング・パワーを
授けてもらえるように祈りましょう。

仕事★★★★★
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

線香花火が粘り強く光り続けています。
まだ夢を手放すときではありません。
諦めないで粘り続けましょう。

仕事★★★★★
恋愛★★★★★
金運★★★★☆

サラスヴィー
奈奈

前世体験をきっかけに占いの世界
へ。西洋占星術、タロット、気学、易
など幅広い占術を持つ。
鑑定場所：キャナルシティー博多地
下1階ウルトラマンワールド横
営業日：火･木･土･第3・4金曜日
(11:00～20:00)
料金：1件1,000円、総合3,000円
お問い合わせ：
（有）ゼナ092-481-3556
鍵は「幸福の扉を開く」といわれるラッ
キーアイテムです。

似顔絵師

辛島 幸枝

ほやほやのニューフェイス。
他の仲間にないピカッと光るデザイン
タッチは、スーパー兵器。
愛称は「ヨッシー」！
期待される花の乙女、
乞うご期待下さい。
キャナルシティーにて、デビュー。
福岡においでの際は、
お立ち寄りください。

Angel Number1Angel Number1 Angel Number2Angel Number2 Angel Number3Angel Number3

Angel Number4Angel Number4 Angel Number6Angel Number6Angel Number5Angel Number5

Angel Number7Angel Number7 Angel Number8Angel Number8 Angel Number9Angel Number9

Angel Number fortuneAngel Number fortune
占いの手順
１．生年月日から今月の

エンジェルナンバーを計算。
２．計算したAngel Numberが

今月の運勢です。

今月のAngel Numberは「3」

計算方法
生まれた月と日にちの数字をバラバラにして、足します。
1974年2月14日生まれの人の場合 2+1+4=7・・・・・①
①で出た数字に今月の数「3」を足します。 7+3=10 1+0＝1

※ 二桁になった場合は数字を更にバラバラにして足します。
1974年2月14日生まれの人の今月のエンジェル・ナンバーは1です。
（エンジェル・ナンバーは毎月変わります。）
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http://www.forval.co.jp/ 
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フォーバル
担 当

コーレアの花には「お互いをよく知る」
という花言葉があります。
本誌Coreea(コーレア)首都圏版は、

フォーバルを通じてお客様同士がお互い
を知るためのきっかけとなることを目的と
しています。そのため、掲載や配布は、
全て無料で行っております。

首都圏の各企業様に弊社担当者が直接
配布させていただいており、毎月3,100部
を発行しております。
※6月から横浜でも配布スタート

バックナンバーはこちらから
http://www.forval.co.jp/coreea/
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