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15000人が購読している大人気メルマガ
【ＴＯＭＡ明るく元気前向き通信】6月のお役立ち！ 経営・税務・労務マンスリーコラム
発行：ＴＯＭＡコンサルタンツグループ
ＴＯＭＡ税理士法人
ＴＯＭＡ社会保険労務士法人
ＴＯＭＡ監査法人
ＴＯＭＡ行政書士法人
藤間司法書士法人
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
藤間の情熱を体感！【 藤間秋男の元気が出るビデオレター 132 毎週更新 】
「幸せをもたらす考え方」
YouTubeビデオレターはコチラ ⇒ https://youtu.be/xfnU9YWPCuE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 ＴＯＭＡお役立ちブログ】各種ビジネス情報、ＴＯＭＡイベント報告などを発信
一覧はコチラ ⇒ http://toma.co.jp/oyakudachi/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 今週の元気が出る言葉 ■□

（藤間秋男選）

今日も「明るく・楽しく・元気に・前向き」な「言葉」のパワーで
少しでもお気持ちがあたたかく、前向きになって頂ければ幸いです。
毎日１つの言葉を社員にメールしているものを１週間分まとめてお届けします。
2016年6月6日（月）（第2594号）
『謙虚さ』（稲盛和夫：京セラ創業者）
謙虚さを忘れ、自分のことのみを考えるようになると、必ず失敗する。
心を高めて、徳を磨いていかなければ、永続した成功はない。
(『人生と経営』稲盛和夫 著 致知出版社）より
2016年6月7日（火）（第2595号）
『生命力スイッチ』（村上和雄：波大学名誉教授／遺伝子工学の第一人者）
生命力の遺伝子のスイッチをオンにする三つの要因
一、明るい
二、前向き
三、笑顔
2016年6月8日（水）（第2596号）
『人間性を磨くこと』（原 晋：青山学院大学陸上競技部監督）
スカウトする高校生の保護者に対して、私はこのようなことを必ず伝えます。
「お子さんを預かりする以上は、責任をもって陸上の成績が伸びるように全力を尽くします」
「しかし、あくまでも生身の身体で勝負するのが陸上競技です」
「箱根駅伝に出場して活躍できるかどうかは正直、100％の約束はできません」
「ただ、社会に出ても恥ずかしくない人として成長させることは約束します」
大学の4年間はあっという間です。
競技生活を終え卒業すると、一部の選手以外は社会人としての生活が始まります。
学生を預かる身として責任を感じるのは、
競技能力を高める以上に、人として成長させてあげられるかどうか？
極端なことを言えば、社会に出て役に立つのは、
早く走ることより、組織の中で生きるための人間性です。
人としてどうあるべきか？
これはスポーツ選手やビジネスマンに限らず、
誰にでも、人生のどの段階でも必要なことです。
ですから、「裏切るな、責任をもってやれ、嘘つくな、約束は守れ」と、

私は部員全員に口を酸っぱくして訴えています。
人間性を磨くことは、実は競技能力を高めるうえでも大切な要素です。
人間性にストレスを抱えているようでは、
前向きな気持ちで仲間と一緒に練習したり、レースを戦うことはできないからです。
(『フツーの会社員だった僕が、青山学院大学を箱根駅伝優勝に導いた47の言葉』
原 晋 著 アスコム)より
～メルマガ「HSコーポレーション星野
―― Pick up seminar

修の想い・志」より抜粋～

――――――――――――――――――――――――――――

◆会計事務所の有効活用術セミナー◆ 税理士を上手に活用し、業績を伸ばす方法
7月7日(木) 15:00～16:30 http://toma.co.jp/seminar/h280707/
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2016年6月9日（木）（第2597号）
『誠の道』（伊與田覺：思想家）
倒れる時までは歩み続けるものだと思えば、さほどの負担は感じません。
終わりの終わりまで己を磨き、誠の道を歩み続けたいと願っております。
（月刊『致知』2015年7月号「生きる力」）より
2016年6月10日（金）（第2598号）
『失敗作』(中山庸子：イラストレーター、エッセイスト)
失敗はいくつか続いたら、それは経験豊富になった証拠です。
美味なる成功作品ができた時、すべての失敗作は
「成功のためのたゆまぬ努力のステップ」だったことになるのです。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■□ 6月のお役立ち！

経営・税務・労務マンスリーコラム ■□

【今月のおススメコラム】
・ＦＡＳ（ファイナンシャル・アドバイザリー）
『Ｍ＆Ａの成否を分けるＰＭＩ（Post Merger Integration）』
◆「Ｍ＆Ａは契約の時点で２合目しか登っていない」
創業以来46社を買収した日本電産の永守重信社長は、Ｍ＆Ａについて
次のように語っています。・・・・・
続きはコチラから↓↓↓
http://toma.co.jp/category/blog-audit/
##__prop_1__## 様、そのほかの マンスリーコラムは、こちらからご覧ください。
http://toma.co.jp/course/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□■ ＴＯＭＡ主催
【 新着セミナー

セミナーのご案内 □■
東京開催 】

◆長時間労働削減＆未払い残業代 完全対策セミナー◆
～残業代を減らし長時間労働をなくしませんか？従業員・会社を守る方法とは？～

昨年4月東京と大阪に「過重労働撲滅特別対策班（通称・かとく）」が新設され
違法かつ悪質な時間外労働を行わせている企業への取り締まりが強化されました。
労基署の立ち入り検査基準である時間外労働の上限時間も、100時間から80時間へ
引き下げになるなど、企業は今まで以上に適正な労働管理が求められています。
開催日 7月20日（水） 14:00～16:30
参加費：5,000円
詳細・申込みはこちら http://toma.co.jp/seminar/h280720/
【 新着セミナー

浜松会場7/6・静岡会場7/7 】

◆ホールディングカンパニーと親族外承継◆ 参加費無料
～親族、経営幹部、第三者、これからの時代の事業承継戦略～
所有と経営を分離して親族外への事業承継を選択する中小企業が増えています。
第１部では目的別組織再編活用法・ホールディングカンパニー制度を解説。
第２部は、7/6浜松会場ではファンドの活用について
7/7静岡会場ではＭ＆Ａの活用についてを徹底解説します。１部の内容は共通です。
浜松会場
静岡会場

---

7月6日(水)14:00～16:30
7月7日(木)14:00～16:30

http://toma.co.jp/seminar/h280706-2/
http://toma.co.jp/seminar/h280707-2/

そのほか、好評近日開催のＴＯＭＡセミナー

▼以下のセミナーのお申込み・詳細はこちら↓▼
http://toma.co.jp/seminar/
【

経営セミナー

--必ず事前にお申込みください

】 http://toma.co.jp/term-seminar/management/

◆経営理念作成セミナー◆
～経営理念の確立が企業成長の原点！～
開催日 7月22日（金） 15:00～18:00
◆未来の事業計画策定セミナー◆
～１日完結 専任講師が徹底サポート～
開催日（１）7月13日 （２）8月3日 各回 10:00～20:00

5社限定

◆これから始める「資金繰り」セミナー◆
～らくらくシンプル、これだけで先行き予測も丸わかり！～
開催日 6月17日（金） 14:00～16:00
◆【小売業限定】免税店登録 セミナー◆ＴＯＭＡカレッジ ワンコインセミナー
～販路拡大・売上ＵＰのチャンス！～
開催日 6月23日(木) 18:00～19:00
◆“永続企業”の創り方 １０ヶ条セミナー◆【東京開催、静岡ライブ配信】
～意識改革・組織改革・財務改善・仕組みの整備などの実践ノウハウ～
開催日 7月15日（金）14:00～16:30
◆ＴＯＭＡ流 事業承継 １日集中講座◆
～株式の承継対策以外にも、ヒト・モノ・コトを次代につなぐ広い視点で学ぶ～
開催日 7月16日（土）10:00～17:30

【 税務・会計セミナー 】 http://toma.co.jp/term-seminar/financial/
◆会計事務所の有効活用術セミナー◆
～税理士を上手に活用し、業績を伸ばす方法～
開催日 7月7日(木) 15:00～16:30
◆わかりやすい国際相続と節税セミナー◆【東京開催・シンガポールライブ配信】
～国際相続のスペシャリストが解説！～
開催日 7月12日(火) 日本時間15:00～17:00 シンガポール時間14:00～16:00

【 人事・労務セミナー 】 http://toma.co.jp/term-seminar/human/
◆元労基署長と特定社会保険労務士による「労基署調査」徹底対策セミナー◆
～労基署の是正勧告を回避するための具体的な対策を徹底的にご紹介～
開催日 6月16日(木) 14:00～17:00
◆ＡＳＥＡＮ各国の子会社管理＆日本の労働法セミナー◆【東京開催、静岡ライブ】
～アジア諸国事情に詳しい弁護士がアセアンの労働法を中心に解説～
開催日 6月22日(水) 14:00～17:00
◆永続企業の創り方“人事労務１０ヶ条”セミナー◆ 参加費無料
10ヶ条セミナーの人事版！永続発展に必要な「人事・労務ノウハウ」の全てを語る！
開催日 6月24日（金）14:00～15:30

【 静岡会場セミナー 】
◆“業務時間が半分に減る”業務改善10か条セミナー ◆【静岡会場で講師登壇】
～今こそ変身！すぐ実践できるノウハウ公開～ 特別無料
開催日 6月15日（水） 14:00～16:00 http://toma.co.jp/seminar/h280615/
◆ＡＳＥＡＮ各国の子会社管理＆日本の労働法セミナー◆【静岡会場ライブ配信】
～アジア諸国事情に詳しい弁護士がアセアンの労働法を中心に解説～
開催日 6月22日(水) 14:00～17:00 http://toma.co.jp/seminar/h280622/
◆偽装社員対策セミナー◆【静岡会場で講師登壇】 特別無料
～入社後問題を起こす偽装社員を採用しない方法～
開催日 7月6日（水） 14:00～16:30 http://toma.co.jp/seminar/h280706/
◆ホールディングカンパニーと親族外承継◆【静岡会場で講師登壇】無料
～これからの時代の事業承継戦略とＭ＆Ａの活用～
開催日 7月7日(木) 14:00～16:30 http://toma.co.jp/seminar/h280707-2/
◆“永続企業”の創り方 １０ヶ条セミナー◆【静岡会場ライブ配信】
～意識改革・組織改革・財務改善・仕組みの整備などの実践ノウハウ～ 無料
開催日 7月15日（金）14:00～16:30 http://toma.co.jp/seminar/10kajyo/
ライブ配信セミナーとは・・・
東京の講義を生中継で静岡やシンガポールに配信、東京の講師に質問もできるセミナー

【 浜松会場セミナー 】
◆ホールディングカンパニーと親族外承継◆ 【浜松会場で講師登壇】無料
～これからの時代の事業承継戦略とファンドの活用～
開催日 7月6日(水) 14:00～16:30 http://toma.co.jp/seminar/h280706-2/

▼セミナーのお申込み・詳細はこちら↓▼
http://toma.co.jp/seminar/

必ず事前にお申込みください

※同業の方のご参加はお断り申し上げます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 ＴＯＭＡ講師派遣サービス 】高い専門性と実務に精通する専門家を講師派遣します
コチラ ⇒ http://toma.co.jp/seminar-kousihaken/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営に役立つ情報として、下記のような専門特化したメールマガジンも発行しています。
是非ご登録ください。ご登録はコチラ ⇒ https://toma.co.jp/mail-magazine/
★グローバルビジネス情報『国際税務！ココが知りたい』
★人事・労務ニュース『経営者のための人事・労務の最低必要知識』
★ＩＴ導入の仕方『中小企業のためのカンタンIT経営・はじめの一歩』
★病院・医院経営情報『ＴＯＭＡ病医院お役立ち通信』
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【 「IT活用・業務改善ブログ」更新中！ 】
ITを使って業務の効率化や売上UPしたいけれど、どう活用していいのか…
そんなお悩みをお持ちの方は、このブログでIT活用の入り口を見出してください。
コチラ ⇒ http://toma.co.jp/category/blog-software_it/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★好評につき、キャンセル待ちにて承っております。
経営者、後継者、経営幹部限定【 ＴＯＭＡ特別講演会 】
カリスマ経営者に学ぶ「成長」の要因と「夢」のつなぎ方
～ジャパネットたかたの事業承継から～
【講演】創業、成長、そして、永続する企業へ
生き生きと生き、夢をつなぐ方法
講師：ジャパネットたかた 創業者 高田 明氏
【講演】100年企業の実例から学んだつなぐ技術
永続発展をもたらす「継がせ方10ヶ条」「受け継ぎ方10ヶ条」
講師：ＴＯＭＡコンサルタンツグループ 代表取締役 藤間秋男（公認会計士・税理士）
◆日 時：2016年6月21日（火）14：00～16:40（受付13：30～）
◆会 場：日経カンファレンスルーム（千代田区大手町1-3-7 日経ビル6階）
◆参加費：5,000円（税込）／１名様 事前振込チケット購入制
◆対 象：経営者、後継者、経営幹部 １社２名様まで
◆定 員：お支払い先着400名 ※当日券はございません。
◆詳細・お申込はコチラから

⇒

http://toma.co.jp/seminar/h280621special/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★最後までお読みいただきありがとうございます。お知り合いにも購読をおすすめください。
多くの人に「明るく・楽しく・元気に・前向き」の輪を広げましょう！
メルマガ登録はコチラ https://toma.co.jp/mail-magazine/
● ＴＯＭＡへの無料相談のお申込みは、下記の方法でご連絡ください。
・お電話 0120-944-533（平日9：00～18：00）
・メール toma@toma.co.jp
・ホームページ https://toma.co.jp/contact/
● 発行：ＴＯＭＡコンサルタンツグループ 株式会社
http://toma.co.jp お問合せ：企画広報部
〒100-0005

東京都千代田区丸の内1-8-3
丸の内トラストタワー本館3階
TEL:03-6266-2561 FAX:03-6266-2563

★ＴＯＭＡオフィシャルfacebookページ https://www.facebook.com/tomaconsul
セミナー情報やＴＯＭＡトピックスを随時ＵＰ中♪「いいね！」をクリックしてください！
★【電子書籍

限定】『どんな危機にも打ち勝つ100年企業の法則』
http://bit.ly/1zoAFAs
【書籍・電子書籍】『ヒト・モノ・コトを次代へつなぐ 事業承継の教科書』
http://toma.co.jp/book/jigyoshokei/
電子書籍は専用端末がなくてもスマートフォン、タブレットで購読できます。

◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇◆
★配信停止は下記をクリックいただければ即時停止いたします。
##__CANCEL_URL__##
★配信アドレスの変更は、現状アドレス（削除）と新アドレス（新規登録）を
toma@toma.co.jp までお知らせください。
★本メールアドレスは送信専用のため、返信を受け付けておりません。
ご用件、お問い合わせは、toma@toma.co.jp までお送りください。

