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～ごあいさつ～
新年あけましておめでとうございます。旧年
中は大変お世話になりました。本年も変わ
らぬお引き立ての程よろしくお願い申し上げ
ます。 本年も引き続き皆様のお役に立て
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）

1 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）

長期休暇明けのパソコン操作は慎重に！
～ 使用開始前にアップデートを ～
今年もランサムウェアをはじめとして、さまざまなコンピュータウィルスが猛威をふるっていました。年が明けても
引き続き注意が必要です。
さて、これから年末年始のお休みで長期間
パソコンを使用しない期間が続くと思いますが、
実はそのタイミングが一番危険だったりします。
何故かと言いますと、普段はウィルス対策ソフト
のアップデート(更新)が頻繁に行われています
が、パソコンの電源が入っていない間には、アッ
プデートが実行されません。ですのでパソコンを
立ち上げた直後は、お休みの前の状態と変わ
りません。その状態ですぐにメールを受信すると、
休暇中に届いたメールが万が一ウィルスに感染
していたとしてもウィルスチェックで検疫できない
場合も考えられますので、パソコンを立ち上げた
後、ウィルス対策ソフトの定義ファイルが最新に
アップデートされたことを確認してからメールの送
【 画像出典元（マカフィーブログより） 】
受信をおこないましょう。
余裕がある場合は、新しい Windows のアップデートも配信されていないかチェックしておくと良いでしょう。
（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 6
前回までに、顧客や業界など外部環境の動向から「市場の機会・脅威」と呼ばれるビジネスチャンスを、これ
を手中に収められるかどうか「強み・弱み」と呼ばれる社内の戦力を見てきました。
次のステップは、右図に示すように、各
項目において箇条書きした内容を順次
掛け合わせします。多くの場合、掛合せ
ても意味を為しませんが、たまに『これをし
なさい』と示唆する項目が見付かります。
この項目が、経営戦略となります。それら
は、各事業部に渡る大きな方向性を示
す内容です。従って、現場展開するには、
更に各事業部で意向に沿った戦略展開
を必要とします。因みに、この掛け合わせ
をクロス SWOT と呼びます。
ところで、企業として遣りたい事の大半は、顧客が望むモノに仕上がっていない話をしました。この原因は、結
論へ導く前振として S・W・O・T の各項目へ鉛筆を舐めながら文章でダラダラと記述していました。見掛け上は
戦略を立てなければバツが悪いので手順を踏むが、結論は譲りたくない。つまり、従来の SWOT 分析は、形式
上の手順に成り下がっていたと言えるのです。
顧客や市場に適合させる戦略を導くのに、あれを遣りたいこれを遣りたいなどの想いが入っては駄目な事はご
理解頂けると思います。従って、広く認知されている事実・精度の高い情報・確度の高い予想など、客観的公
正さで情報を取扱うことが大切となります。
（株式会社 M.M.C 金廣利三氏）
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BSS コラム（労務）

高齢者の医療保険
Ｑ.

協会けんぽ加入の弊社社長が（昭和１７年１０月生まれ）が７５歳になるのをきっかけに退任し、完全に引
退することとなりました。社長には被扶養者として１０歳年下の配偶者（昭和２７年１０月生まれ）がいます。
社長夫妻の医療保険について、どのような手続きが必要でしょうか？
Ａ. 現役、引退にかかわらず、社長さんは７５歳で健康保険の被保険者資格を喪失し、後期高齢者医療制度に
加入することになります。そのため、扶養家族の方は健康保険の被扶養者から外れますので、扶養家族の方ご自
身が７５歳になるまで、国民健康保険に加入することとなります。
（１）後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、７５歳に達した高齢者の方々が加入する独立した医療制度です。それまで加入し
ていた各医療保険（国民健康保険、または健康保険等の被用者保険）から脱退し、後期高齢者医療制度
に加入することになります。
後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」と言う）が保険者となり、各広域連合の区域内に住所のある
方で、次のいずれかに該当する方が、後期高齢者医療の被保険者となります。
①７５歳以上の方
②６５歳以上７５歳未満であって「寝たきりの状態にある方」（広域連合の認定を受けた方）
（ただし、生活保護世帯に属する方などは被保険者から除外されています。）
後期高齢者医療の被保険者の窓口負担は１割負担（現役並み所得者の方は３割負担）となります。
対象となる保険給付は、健康保険の給付とほぼ同様です。
（２）具体的な手続き
社長さんは、７５歳の誕生日の当日に、新たに後期高齢者医療の被保険者の資格を取得します。（強制加
入のため自動的に行われますので、加入の手続きは必要ありません。）会社に「健康保険被保険者資格喪失
届」が送られてきますので、被保険者（社長）と被扶養者（奥様）の健康保険被保険者証と高齢受給者証
を返却して資格喪失の手続きをとります。
社長さんには７５歳になる前に「後期高齢者医療被保険者証」が本人の住所がある市区町村より送付されま
すので、７５歳の誕生日以降はその保険証を利用します。
奥様は、通常ご自身で国民健康保険の資格を取得することになりますが、その際、窓口に申請すれば２年間、
国民健康保険の保険料軽減措置が受けられる場合があります。お住まいの市区町村にご確認ください。
（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
～まずは社内の
Excel 資産から超有効活用!～
開催のご案内プ
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 ： 2018 年 1 月 19 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

IT102

演題

Excel基礎研修
（2ｈ×5回）

内容

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

講師

開催日
1/10(水)・11(木)・
13(土）・15(月)・
17(水) (5日間）

締切
1/4
（木）

【ITｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ】 各回18：00～20：00
岩井大治郎 2/6(火)・8(木)・
9(金）・14(水)・
19(月) (5日間）

1/30
（火）

各回18：00～20：00

経営・販売戦
略立て方講座

自社の強みを活かしつつ、市場に適合させる経営戦略・販売戦略の立て
方 戦略的マーケティングの手法を用い、自社を取巻く環境の中から、顧
客に選ばれる経営戦略を導き出します。この手法は、どんなに環境が変
化しても、常に進むべき道を教えてくれます。

【経営士】
金廣 利三

13：30～15：30

BZ306 環境整備講座

働き方改革 社員それぞれが、やる気と才能を最大限に発揮できるように
働きやすく、やりがいのある職場を作っていきましょう。

【経営士】
本城 稔

18：00～20：00

【経営士】
神田 将志

18：00～20：00

【経営士】
金廣 利三

13：30～15：30

18：00～20：00

2/1
(水）

1/26(金)

1/19
（金）

BZ101

ビ
ジ
ネ
ス
系
講
座

BZ109

熱狂顧客でダントツを目指そう～熱狂ブランドの作り方～従来
熱狂ブランド のマーケティングの限界と変化を確認して頂き、「最愛ポジ
ション」を獲得することで、持続的な競争優位を獲得する方法
の作り方講座 をお伝えします。熱狂顧客をどうやってつくるか？その具体的
方法をお伝えします。

BZ202

販路開拓講座 ていく媒体に対し、効果的なブランディングを考え、小資本で

低予算ブランディングＳＮＳとプレスリリースの活用 変化し
行えるブランディング戦略を考える。

BZ307

組織力向上
講座

チーム力アップ 多様性のある人財のチームを、１人では出来
ないことを柔軟適応出来るチーム力をアップさせましょう。

【経営士】
本城 稔

BZ900

決算書
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。

【税理士
事務所】
栩本泰輝
税理士事務所

日商簿記３級
取得講座
BZ902
(任意日コース全
9回）

全9回任意の受講日設定が可能な講座です。
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養
成します。
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。

【税理士】
田邊 一平

1/9(火）

1/12(金）

1/24（水）

2/6（火）
2/7（水）

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

1/4
（火）

1/5
(金）

1/17
(水）

1/30
(火）

-

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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〒710-0836 倉敷市沖 255-11
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