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－　１　－

 自社の強みを発揮する 

企業を評価する手法に SWOT 分析というものがあります。 

会社の強み(Strengths）弱み（Weaknesses）機会（Opportunities）脅威（Threats）

を分析し、戦略計画ツールとして使おうというものです。 

企業の目的が明確である場合に、SWOT 分析は経営戦略ツールとして有用です。 

 

人にそれぞれ長所と短所があるように、どこの会社にも、どんな店にも、良いとこ

ろと問題点があります。そして、問題点は当然に解決していかねばなりません。経営

者や幹部は、問題発見能力と問題解決能力を備えていなければ環境の変化に対応でき

なくなってしまいます。 

しかし、問題点に目を向けるのと同時に、自社の強みにもぜひ気づき、さらにその長

所を伸ばしていっていただきたいのです。長所を伸ばすことの方が、問題点を解決す

るよりもはるかに労力が少なくてすみます。 

あなたの会社の強みは何ですか？ 他社に負けない良いところはどんなところです

か？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤマト運輸は日本全国翌日配達という宅急便をアピールし、急成長しました。セブ

ンイレブンやローソンなどのコンビニは、長時間のオープンを売り物にして、店舗を

増やしています。 

自社の強みに気づかず「立地が悪い」「いい社員が集まらない」などと嘆いていて

も、業績は決して好転しません。自社の強みに経営者自身がまず気づき、社員に理解

させ、それをお客様にアピールしてこそ、他社との 

差別化が計れるのです。他社との違い、自社の強み 

を発揮してこそ、それがあなたの会社の売上アップ 

や高付加価値経営につながっていくのです。 

 

・資源（財務・知的財産・立地） 

・顧客サービス 

・効率性 

・競争上の優位 

・ インフラ 

・ 品質  
・ 材料  
・ 企業倫理  
・ 公衆の期待 

・ 経営管理 

・ 価格  
・ 輸送時間  
・ コスト  
・ 容量  
・ 主要顧客との関係  
・ 市場における知名度・評判  
・ ブランド  
    などあげてみてください。 



＜　山　﨑　＞

－　２　－

 
 

e-Tax では、インターネットを利用して納税証明書の交付請求を行い、電子納税証明書（電子ファイル）の取得

や書面の納税証明書を郵送又は税務署窓口で受け取ること（納税証明書の電子申請・書面発行）ができます。 

交付請求することができる納税証明書は、次のとお

りです。 

①納税証明書（その１）・・・納税額等の証明  

②納税証明書（その２）・・・所得金額の証明  

③納税証明書（その３）・・・未納の税額のない証明  

④納税証明書（その３の２）・・・申告所得税と消費税

及地方消費税に未納の税額がないことの証明  

⑤納税証明書（その３の３）・・・法人税と消費税及地

方消費税に未納の税額がないことの証明  

⑥納税証明書（その４）・・・滞納処分を受けたことの

ない証明  

e-Taxで交付請求する場合の納税証明書の交付手数料は、次のとおりです。なお、発行に要する交付手数料の金

額は、メッセージボックス「納税証明書発行確認」に表示されます。 

 

（注） 電子納税証明書の交付請求は、１つの請求に対して１つの電子ファイルで発行することとなりますので、請

求枚数は必ず１枚となります。 

なお、同一の電子納税証明書が複数必要な場合は、ダウンロードした電子納税証明書のファイルをコピー

することでお使いいただけます。 

納税証明書の電子申請・書面発行で「郵送」による受取を希望される場合は、上記の交付手数料に加え、郵送

料が必要となります。 郵送（簡易書留）を選択した場合の郵送料は、「通常の郵便料金＋簡易書留郵便料金

（350 円）」となります（郵送料の額は、交付手数料と合せ「納税証明書発行確認」に表示されます。）。 

詳しくは国税庁ホームページをご覧下さい。http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/shoumei_index.html 

納税証明書の電子申請・書面発行サービスが開始！ 

電子納税証明書の取得も可能に！ 

納税証明書の種類 手数料

納税証明書（その１） 税目数　×　年度数　×　枚数　×　３７０円

納税証明書（その２） 年度数　×　枚数　×　３７０円

納税証明書（その３）
（その３の２、その３の
３を含む。）

納税証明書（その４）

納税証明書の電子申請・書面発行

枚数　×　３７０円

納税証明書の種類 手数料

納税証明書（その１） 税目数　×　年度数　×　３７０円

納税証明書（その２） 年度数　×　３７０円

納税証明書（その３）
（その３の２、その３の
３を含む。）

納税証明書（その４）

電子納税証明書

３７０円



－　３　－

近年ＩＴ化が進む中私たち身の回りでもパソコンは日常には欠かせない必需品となってきて

います。行政においても電子申告や電子入札などのネットを使った申請ができるようになり大

変便利な時代になってきました。 
さて、今回は地方自治体（県や市）でも電子入札が導入され始めており電子入札をお使いの方

も多いことと存じますがこの度は電子入札の主な概要をご紹介させて頂きます。 
 

＜電子入札とは？＞ 
 

電子入札とは、従来紙により行われてきた入札手続きや入札関連情報の公開を、インターネ

ット技術を利用して行うものです。 このことにより、入札参加者は自社に居ながらにして入札

等を行うことができるため、 移動時間の削減や業務の効率が図られます。また入札に関する情

報をインターネットで迅速かつ簡単に取得することができるようになるため、 入札・契約制度

の透明性が向上します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜電子入札の準備＞新潟県の場合 

  
１． 利用者登録番号交付申請 （新潟県庁宛） 

２． インターネットに接続されているパソコン 

３． 電子証明書（電子認証）ＩＣカードの発行＜コアシステム対応認証局＞ 

４． ＩＣカードリーダーのセットアップ 

５． 利用者登録（新潟県入札ポータルサイトにて） 

  
   １～３については同時に手続き可能。次ページでは３．電子証明書の内容についてご紹

介させていただきます。 
 



＜　倉　又　＞

－　４　－

認証局名 特　　　典 アドレス

カードリーダー販売　USB　６，８２５円

全国の電子入札実施状況メール配信（無料）

東北インフォメーション・システムズ㈱ カードリーダー販売　USB　９，９７５円 https://www.toinx.net/ebs/info.html

カードリーダー販売　USB　１０，５００円

商工会議所会員の場合料金割引有

四国電力㈱ カードリーダー販売　USB　９，９７５円 http://www.yonden.co.jp/business/ninsho/index.htm

㈱中電シーティーアイ カードリーダー販売　USB　９，４５０円 https://repository.cti.co.jp/G2B/

㈱ミロク情報サービス カードリーダー販売　USB　３，６７５円 http://ca.mjs.co.jp/

http://ca.jcci.or.jp/index.html日本商工会議所

カードリーダー販売　USB　１０，５００円 http://www.ninsho.co.jp/aosign/price.html日本電子認証㈱

https://www.e-probatio.com/ps2/info/index.html

http://www.japannet.jp/ca/index.htmlジャパンネット㈱

㈱帝国データバンク http://www.tdb.co.jp/typeA/index.html

カードリーダー販売　USB　９，９７５円㈱ＮＴＴアプリエ

カードリーダー販売　USB　６，８２５円

 

＜電子証明書とは＞ 
 
「電子認証」とは、ネットワーク越しの相手が「本当に本人その人であること」を電子的手段で証

明する技術のことです。 「暗号化」「電子署名」「電子証明書」を組み合わせ、データの盗聴、改ざ

ん（通信途中で情報を書き換える）、 なりすまし（他人のふりをする）、事後否認（情報の送受信が

あった事実を否定する）を防止することができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜コアシステム対応認証局一覧表＞新潟県ＨＰよりＨ１９．２月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜くわしくは！！＞ 

今回は新潟県の物品入札・建設工事入札の電子入札を基に紹介させて頂きました。今現在国

や各地方自治体でも電子入札が行われているようですので各機関の説明に沿って手続きをお

願いします。 

新潟県ＨＰ http://www.pref.niigata.jp/doboku/engawa/ebid/ 

 



－　５　－

＜　廣　川　＞

 
 
 
 

 平成２０年３月分保険料（平成２０年４月３０日納付期分）から 

 

 

 

 

 

政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成２０年３月分保険

料（平成２０年４月３０日納付期分）から、１．１３％（現在は１．２

３％）となります。 

これにより、４０歳から６４歳までの介護保険第２号被保険者に該

当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率

（８．２％）と合わせて、９．３３％（現在は９．４３）となります。 

なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、

加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご

確認いただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年４月より医療保険制度改正にともない、自己負担割

合が改正されます。 

現在、３歳未満の乳幼児については医療機関にかかったときの

自己負担割合が２割となっていますが、その対象年齢が小学校

入学前までに拡大されます。                         



－　６　－

会社の広告お手伝いします!!

　　当事務所ではホ－ムペ－ジの作成をお手伝いしてい
ます。また、お客様の広告チラシがございましたら月一回
発行の事務所通信に同封いたします。お気軽にお申し付
け下さい。

～　おもしろ雑学　～

　　濃い森林の緑は、休息や慰安のイメージである。
　緑の木々 の中に立つと、自然と深呼吸がしたくなる。
　オフィスや病室に限らず、生花や緑の植物が部屋に
　あるとホッとする。緑は私たちに潤いを与えてくれ

　る大切な色である。

　　　　　　教育ﾓﾁﾍ゙ ｼーｮﾝｶﾚﾝﾀ゙ ｰおもしろ雑学集より（担当：田中）

日　　時 研修内容 場　　所 講　　師 参加費

テルモ経営研究会

『人間がチカラ！最高のやりがい

を生み出す風土！』

ネッツトヨタ南国（自動車ディーラー）
午後６時３０分～

３月２１日(金)

１，０００円加　藤　輝　守加藤税理士事務所



日 月 火 水 木 金 土

　 １
　 　 　 　 　

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
池原・原 　 　

９ １０ １１ １２ １３ １４ １５
伊藤・倉又 　  

１６ １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２
堀田・村井 　 　 春分の日 テルモ経営研究会 田中・広川

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９

３０ ３１ 　 　 　 　 　
　

・確定申告期間中は、土．日曜日も毎日元気に営業しています。

・網掛けの日が当事務所の休日です。

（名前の記入されている土曜、日曜日はその者が出勤です。）

３月１０日 　　　　平成２０年２月分源泉所得税・特別徴収住民税納付

３月１７日 　　　　平成１９年分所得税確定申告・損失申告及び第３期分の納付

　　　　確定申告税額の延納届出書提出

　　　　平成２０年分所得税青色申告の承認申請書提出

　　　　平成１８年分の所得税の更正の請求

　　　　住民税・事業税・事業所税・贈与税の申告

　　　　相続時精算課税制度選択届出書提出

３月３１日 　　　　個人事業主の消費税の確定申告、納付

　　　　平成２０年１月決算法人の法人税等・消費税確定申告、納付

　　　　本年７月決算法人の法人税等・消費税の中間・予定申告、納付

　　　　本年１０月、７月、４月決算法人の消費税中間申告、納付

■■■■　　休日カレンダー　　■■■■

３月の税務

 ３月（弥生）Ｍａｒｃｈ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あとがき 

東芝がＨＤ ＤＶＤ事業から撤退することを正式発表し、次世代ＤＶＤはＢｌｕ－

ｒａｙ Ｄｉｓｃに一本化されました。とはいえ、私は次世代ＤＶＤのことは耳にする

ことはあっても、内容はほとんど知りませんでした。技術競争で企業が凌ぎを削る

ことは非常に良いことですが、消費者に混乱を与えるようでは本末転倒ではないか

と思います。電化製品の進歩はめざましく、携帯電話を４年ぶりに買い換えました

が、あまりの多機能さに宝の持ち腐れとなっている今日この頃です。 

        村  井 


