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～ごあいさつ～
9 月になりました。暑さのピークは過ぎたものの、まだ
まだ日中は残暑が厳しいですね。とは言いながらもだ
んだん日が短くなり、秋の気配が近づいてきていま
す。季節の変わり目、体調に気を付けてくださいね。
今月も皆様に少しでもお役に立てる様情報配信さ
せていただきます。M&C ビジネスサポートサービスを
宜しくお願いいたします。
（M&CBSS 事務局）
9 月号のもくじ
☆ BSS コラム（IT）
エムアンドシーシステム株式会社
佐々木宏幸
☆ BSS コラム（経営）
株式会社 M.M.C
金廣利三氏
☆ BSS コラム（労務）
倉敷社会保険労務士法人
山口哲司氏
☆ M&C 主催セミナーのご案内
社内で情報共有を始めよう!!
クラウド型サービス「kintone」紹介セミナー
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BSS コラム（IT）

セキュリティ対策はどこまでやれば十分か？その①
～ 最近発生したトラブル対応事例より ～
「コンピュータウィルス」をはじめ、「ランサムウェア」、「迷惑メール」、「フィッシングサイト（偽のホームページ）」、
「外部からの不正侵入」など様々な脅威から業務に使用しているパソコンなどを保護する必要があり、表題の
「どこまでやれば？」という部分が、システム管理者の頭を常に悩ませているのではないでしょうか？

Q. パソコンが３台以内で家庭向けのルーターを使用しているケースの場合は？
A. PC へ統合型セキュリティソフトの導入は最低限おこないましょう。最近ではソフトを１本購入すると、
３台まで使用可能なものもあります。統合型のメリットは、その１本のソフトで冒頭の様々な脅威か
ら利用者を守ってくれます。
[ デメリット：トラブル事例 ]
・プリンター(複合機)からスキャンするといつもパソコンの決まったところ
にデータ入っていたが急に入らなくなってしまった。
・昨日帰るまではインターネットに繋がっていたのに、次の日に突然繋がらなく
なった。（もしくは、パソコンが正常に起動しなくなった。）
上記のトラブルは、実は「統合型のセキュリティソフト」が原因で発生しておりました。一旦ソフトを削除し、入れ
直すことや、設定内容を見直すことで復旧できました。
統合型のセキュリティソフトは、１本で何役もこなしてくれて便利ですが、このようなトラブルが発生した場合は、
セキュリティソフトからチェックをすると良いかもしれません。
（エムアンドシーシステム株式会社 佐々木 宏幸）

※BSS
Windows
8 の場合は、8.1 へアップデートが必要。
コラム（経営）

経営戦略の立案 その２
経営戦略を立てる意味合いを考えると、企業が「社会環境の中でどう生きて行くのか」を明らかにしようとする
姿が見えてきます。それは、社会の中での人（法人）からもご理解頂けると考えます。では、何を検討し、どう
戦略へ結び付けるかです。
先ず、右の図にあるように、会社を取巻く
環境（外部環境）と会社内部の環境
（内部環境）の２つに分けて考えます。
更に、外部環境は、社会環境（マク
ロ）と業界環境（ミクロ）に分かれます。
これらを見て何を導き出すのかと言えば、
現象として今起こっている事やこれから起
こる事は、会社にとっての機会（チャンス）
なのか脅威なのかを見出すのです。
消費者は世の中の影響に敏感に反応
しますので、大きなトレンドで捕まえておくことが大切です。また、その影響を受けながら商売をしている当該市
場や競合の動向も、自社にとっての機会なのか脅威なのかの要因となります。
これらに対して、チャンスを手中にするため企業活動を展開する訳ですが、果たして戦うだけの戦力を有して
いるのかどうかを見るのが、内部環境です。ここでは、自社の強みと弱みといった形で抽出します。
既に、気付かれてかと思いますが、自社の強みで市場のチャンスを取りに行く、或いは自社の弱みを補強し
ながらチャンスを取りに行くのが、中小企業の経営戦略となります。
（株式会社 M.M.C 金廣利三氏）
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」

BSS コラム（労務）

休職と復職を繰り返す従業員に対応するための規定
Ｑ. うつ病で私傷病休職していた従業員が、復職してから４ヵ月後に休みがちとなり再度休職をすることにな
りました。うつ病が再発したとのことです。このように、同じ病気で休職するケースに適切に対応するためには、
就業規則にどのような規定を定めるべきでしょうか
Ａ. 繰り返しの休職を防止すべく、復職の取消しや休職期間の通算期間を定めるべきです。
１．繰り返しの休職を防ぐ必要
精神疾患による私傷病休職のケースでは、再発を繰り返すことが珍しくありません。このような場合、復職後に再度休
職することになった場合に、すでに使用した休職期間がリセットされ、新たに別個の休職期間が設定されるとすると、総
計して極めて長期の休職期間を認めることとなり、労務管理上、そして企業経営上、著しい負担が生じかねません。
そこで、復職後、一定期間の間に同一または類似の私傷病で休職する際には、復職を取り消し、休職期間を通
算する規定を設けるべきです。
この「一定期間」としては、どの程度の長さにするのが適当でしょうか。３カ月ではやや短すぎて実効性に欠けるおそれ
があります。他方１年では長すぎて規定の合理性が問われかねません。そこで実務的には、６カ月程度にするのがお
勧めです。
また、通算理由には「同一」の私傷病だけでなく「類似」の私傷病も含めるべきです。ほぼ同様な精神疾患にもか
かわらず、病名が少し異なるだけで休職期間がリセットされることを防ぐためです。
２．復職取り消し後の休職期間
復職が取り消された場合の休職期間は、復職前の休職期間の残期間と定めます。そうすると復職前の休職で休
職期間の上限をいっぱいまで使い切っていた場合には、残期間はないので、新たに休職することは認められず、退職と
なります。
（倉敷社会保険労務士法人 山口哲司氏）

経営者・総務担当者必見!! M&C 主催無料セミナーのご案内

社内で情報共有を始めよう!!

クラウド型サービス「kintone」紹介セミナー
開催のご案内プ

～まずは社内の Excel 資産から超有効活用!～
こういった方にオススメです。

・「各メンバーの進捗報告を Excel で共有している
けど、上書きなどのトラブルが頻発！」
・「案件進捗、顧客データ、 ToDo 管理など複数の
ツールを使っているので、情報がバラバラ！」
・「外出先から営業資料へアクセスしたい！」
・「社外とのプロジェクトでメール + Excelデータが多く
なり、管理が大変！」

とは
チーム・グループで必要な「データベース」、「プロセス」、
「コミュニケーション」の３要素で構成されたクラウド型ソフト
ウェアです。「顧客管理」「案件管理」「クレーム管理」「業
務日報」など現場の欲しいシステムが簡単につくれるソフト
ウェア、それが「kintone」です。

今回のセミナーでは機能紹介に加え、実際にkintoneを用いてアプリの構築、情報共有、運用のデモンストレー
ションを行います。Kintoneの活用で企業が抱える問題解決の方法をご紹介します。
●開催日： 2017 年 9 月 15 日（金）（受付 13：15~）
13：30～ 第一部 M&C ビジネスサポートサービスの紹介
14：00～ 「kintone」活用セミナー～まずは社内の Excel 資産から超有効活用!～
●講師： エムアンドシーシステム株式会社
笹井 正己
●開催場所：エムアンドシーシステム株式会社 2F セミナールーム （倉敷市沖 255-11）
●参加費 ： 無料（BSS 会員の方優先） ●定員 ： 10 名
たくさんの方の参加をスタッフ一同お待ちしております。
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経営・IT 特別講座
～ビジネススキルのアップを目的とした講座のご案内～
講座No.
I
T
系
講
座

演題

内容

ビジネスに必要なEXCELの基礎知識の習得
Excel基礎研修
IT102
図形やグフィックの活用、表の作成、数式の入力、
（2ｈ×5回）
複数シートの操作、グラフの作成を行います。

講師
【ITｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ】
岩井大治郎

開催日

締切

9/7(木)・11(月)・
12(火）・14(木)・ 8/31
(金）
16(土)(5日間）
各回18：00～20：00

ＩＳＯマネジメントシステム（９００１品質・１４００１環境）の
実践的活用法。御社にとってＩＳＯマネジメントシステムがどういう意 【経営士】
ＩＳＯ実践活
味があるか、企業側の実践経験と審査側の事情に基づき、建前では
BZ104
江尻 敏彰
用講座
なく本音で語っていきます。ＩＳＯそのものを理解することで、明確な
判断基準と運用方法の理解を得ることができます。

9/8(金)
10：00～12：00

営業力向上
BZ203
講座

営業力を高める、営業システムの構築と営業訴求力の向上講座。。
営業効果を高めるには３つの要素があります。選択と集中と差別化で 【経営士】
す。これらを具現化する手法を、営業スキルも交えて分かり易く紹介し 金廣 利三
ます。

9/11(月)

決算書
BZ900
読解講座

決算書が読めれば経営がみえてくる。
そもそも決算書とは？損益計算書（P/L)の仕組み、貸借対照表
（B/S）の仕組み、キャッシュフロー計算書（C/S）の仕組みを学
び、会計情報を経営に活用することを目的とします。

9/21(木)

【税理士
事務所】
栩本泰輝
税理士事務所

全9回任意の受講日設定が可能な講座です。
日商簿記３級 第１回～４回：簿記入門～基礎編
簿記の考え方から始まり、基本的な帳簿付け・会計仕訳ができる力を
取得講座
【税理士】
BZ902
養成します。
田邊 一平
(任意日コース全
第５回～９回：応用編 日商簿記３級の試験問題を解く力を養
9回）
成します。
ゴールとして、日商簿記３級試験合格を目指します。

13：30～15：30

13：30～15：30

受講開始前にスケ
ジュールを講師と打ち
合わせ
※全9回実施

9/1
(金）

9/4
(月）

9/14
（木）

-

場 所：エムアンドシーシステム㈱セミナールーム
定 員：各講座 10 名まで
料 金：各講座 10,500 円（税抜）1 社 3 名まで受講可能
※BZ902 のみ 全 9 回 63,000 円（税込）別途ﾃｷｽﾄ代 5,000 円（税込）
<お込み方法>別紙お申込み書を FAX いただくか、お電話にて受講したい講座番号と日時をお伝えください。
お申込み後受講証を送付させていただきます。料金については受講日（複数回講座は初日にまとめて）お
支払いただきます。

お申込み電話番号：086-421-5378
お申込み書 FAX 番号：086-421-5379
お気軽にお問合せください

※最低受講人数に満たない場合は講座が中止となる場合がございます。あらかじめご了承願います。また複数回講座の場合、途
中で受講を中止される場合、料金の返却はございません。あらかじめご了承願います。

皆様のご意見・ご要望お待ちしております。
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