知的財産コラム

～管鮑の交わり ～

ございます。
「人数だけじゃないか」、そうとは限
りません。中小企業、驚くべきは中小
企業の定義にも満たない一地方の零細
企業が、世間様がアッと驚く、まさに
「痒い所に手が届く」数々のヒット商

第一話 ビ｢ジネスパーソン
品やイノベーション（技術革新）を提
のあるべき姿 」
供しているという事実は、近頃のメディ
当会員の皆様、初めまして。
アにおいて頻繁に紹介されている通り
当会誌の知的財産コラムを担当させ
でございます。
て頂きます、弁理士の宮崎と申します。
「最大最悪の不景気だ不景気だ」と、
本コラムが当会の皆様にとって、一
繰り返されているこのフレーズですが、
服の心の清涼剤となるよう、徒然なる
寧ろ、「従来の企業規模による区分が
ままに筆を執らせて頂きますので、暫
薄れ、一斉に同じスタートラインに立っ
しの間、リラックスしてお付き合い頂
ている状況」ではないか、とも思うわ
きますようお願い申し上げます。
けです。
仕事柄、６０歳以上の年配の方とお
話しすることが多く、皆様口を揃えて
「昔（バブル）は良かった」と仰いま
す。「何が良かったのですか」と問い
ますと、「カネ（賃金など）もさるこ
とながら、型にハマっていた」と仰る
わけです。
「型にハマっていた」。非常に抽象
的なお答えではありますが、これは真
意を突いており、現在は昔と比べて、
ことビジネスに関するルールや型とい
うモデルが崩壊しており、価値観等を
さて、当会の皆様方、その殆どが
「中小零細企業」を経営又は勤務され
ているか、或いは「個人事業主」であ
ると推測致します。
現在、所謂「中小企業」は、我が国
日本における企業の約９５％以上を占
め、さらに、常時雇用者の７０％以上
が働いている、と言われています。
言わずもがな、このような中小零細
企業の皆様が、我が国経済における中
心的役割を果たしていることは自明で

一日を過ごしました。
懇親会の席上、次の方々が表彰を受
けました。

含め全てが混沌としている状況にござ
います。
今の若い人の考えが理解できない」
「年寄りの考えが全く分からない」、
上述の通り、これは仕方のないことだ
と考えます。
裏を返せば、「チャンスを活かせる
年末調整や確定
申告等に備え、
生命保険・地震
保険・小規模共
済等の控除証明

客様の多種多様な要望に応え、来店さ
れたお客さんに喜んで帰って頂けるよ
う、佐々木社長始め娘さんの美代子さ
んと三人のベテラン男性スタッフで取
組んでおられます。

事務局では、全員が「中小企業事業
者に必要とされる団体」を目指し、業
務に取り組んでおり、会員増強に頑張っ
ています。

書の保管をお願
か否か」がこれほどハッキリしている
い致します。
時代はないのではないか、と思うわけ
です。
だからこそ、苦しい戦場の中であっ
ても、道端に咲く一輪の花を愛でる如
く、チャンスを活かすということを腰
共済会では、厚生労働省の認可のも
を据えて皆で考えていく必要があると
と労働保険事務組合を運営、格安の事
思います。
務手数料で、社会保険労務士有資格の
「コイツ何を言っているんだ」「知的
社員が、日頃の手続きや給付金の申請
財産と全然関係ないだろ」、仰る通り、 から保険料申告まで一環して指導並び
寧ろ本望でございます。今後とも 暫
に処理をしております。
しお付き合いの程、宜しくお願い申し
会員の皆様には、気軽に相談を。
上げます。
また、経理や税務申告業務が多額な為、
お困りの取引先や同業者などの方々へ
のご紹介も併せてお願い致します。
※ 管鮑の交わり（かんぽうのまじわり）
（
意味）利害によって変わることのな

い親密な交際
六甲知的財産事務所
弁理士 宮崎 悟

株式会社みどりカメラ
代表取締役 佐々木 博己

～ カメラ専門店として

最近では、誰でも簡単に取れるデジ
タルカメラが主流になり、家庭でもプ
リントすることができるが、みどりカ
メラでは、デジタルプリントの受付機
を３台設置し、お客様をお待たせする
事なく、すぐにプリントの注文が出来
るようにしておられま
す。
受付機でお客様がそ
の場で見ながら、選ん
だ写真だけをプリント
アウトする最新のデジ
タルプリンターを２機設置されており、
高画質な写真が提供出来るよう常に気
配りをされておられます。
また、デジタルカメラの中で眠って
いる大事な思い出を、目で触れて飾れ

東方
見聞録

創業五十八年の老舗店 ～

ＪＲ立花駅北側のメイン通り立花商
店街を百メートルほど歩くと、すぐ目
優 勝 田中 正司
に飛び込んでくるカメラ屋さんが「み
準優勝 幸 勝二 （三幸鉄工所）
どりカメラ」さんです。
第二回コアラ会定例ゴルフコンペが、 三 位 笹部 藤和（㈱エボシ製作所）
昭和二十七年 現社
九月九日滝野カントリー倶楽部 迎賓
五 位 大成 武 （大伸塗工㈱）
長 佐々木博己氏のお
館コースで開催されました。
十 位 松元 登喜男（天彌工業）
父さんである佐々木正
ブービー賞 田中 俊二（大伸塗工㈱）
具氏が現在地で創業、
ニアピン賞 幸 勝二 （三幸鉄工所）
以来五十八年の地域消
田中 正司
費者の信頼厚い老舗カメラ専門店であ
ドラコン賞 田中 俊二（大伸塗工㈱）
る。
田中 正司
みどりカメラの店頭ショーウインド
ウには、写真愛好家が使用する、一眼
次回コアラ会ゴルフコンペ開催には、 レフカメラ、コンパクトデジタルカメ

る写真集アルバム「フォトブック」の
販売にも力をいれておられます。
市内の保育園や老人ホームから、依
頼をうけ記念行事等の撮影もされてい
ます。

女性やゴルフ初心者の方々にも参加し
ていただけるよう、ぜひご登録いただ
き、異業種交流の場としていただけれ
ばと思っております。
登録費用は無料です。

ラ、中古フィルムカメラ等が数多く展
示されている。
写真マニアの思い出深いフィルムカ
メラの修理や不要になったカメラの買
取り、ビデオテープのダビング等、お

当日は、天候もよくゴルフ日和に恵
まれ、世の不況も感じさせない楽しい

4
1

４ヶ月以内

税務署
5 相続税の申告と納付

１０ヶ月以内

税務署
6 遺留分減殺請求

原則１年以内 財産を相続した人
7 死亡保険金の請求

原則３年以内 生命保険会社

インターネットで「ダイエット」
というキーワードで検索すると、なん
と約１億１千万件のホームページ（ウェ
ブサイト）が掲載されています。
たった一つの言葉で、これほどの掲
載数が他になかなか見当たらないと言っ
ていいでしょう。
なぜこれほどまでに人はダイエット
に関心があるのでしょうか？
一つには美容として、特に女性の方
が痩せて美しくなりたいため。二つに
は健康のため。
それでは、痩せれば美しいのでしょ

Ｌ＆Ｐ司法書士法人

大阪事務所
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-4 千代田ビル西館9F
電話 06-6455-0171 Fax 06-6455-0172
神戸事務所
〒650-0037 神戸市北区明石町48 神戸ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞﾙ7F
電話 078-325-8886 Fax 078-325-8887

三者良し お(客様・スタッフ・会社 )
を軸に、時代の変化（政治・人・医療・
サービスの変化）に対応できる院作り
を目指して、今後も良い会社経営をし
ていきたいと熱く語られておられまし
た。

4 被相続人の所得税の申告と納付

二〇〇七年に株式会社
を立ち上げられました。
「現在整骨院業界は、事業仕分けや
健康保険組合の赤字経営の影響で、医
療報酬などの低減が続き今までのスタ
イルでは淘汰されていく時代になって
いくでしょう。

家庭裁判所

高校卒業後、神戸の実業団で活躍さ
れたほどの腕前でしたが、選手のサポー
トをするために、「柔道整復師」を目
指されました。
当時専門学校は全国に 校しかなく、
入学のため予備校に通い、修行先をさ
がして丁稚奉公をしながら目標実現に

３ヶ月以内

園児たちのその一瞬の笑顔や、ご老
人の元気に活動されているお姿を、ご
両親やご家族に伝えたく、一枚一枚気
持ちを込めて現像されています。
「当店のプリントの美しさを実感して
いただき喜んでもらえることが一番の
幸せ」と、佐々木社長が満面の笑顔で

3 相続の放棄又は限定承認

住所 神戸市兵庫区松本通５丁目１ １電話 ０７８ ５-７８ １-７９１

家庭裁判所

向けて勉学に励んでこられた苦労人で
現在の 院は旧スタイルの整骨院な
す。
ので、徐々に改革を推進するとともに、
専門学校卒業後、柔道整復師と鍼灸
来年はお客様の多種多様なニーズに応
師の国家資格を取得され一年数か月の
えられる次世代タイプの整骨院を開業
臨床修行を経て二〇〇四年三月に開業、 し、そこをモデル院として今後の会社
の展開の基盤にしていきたい。」

の

遅滞なく

電話 ０７８ ８-５８ ７-３７４

住所 神戸市東灘区御影３丁目２‐
１１ ８
-

肥満予防ダイエット神戸アカデミー
肥満予防健康管理士 岸 正幸

次号からダイエットのための正しい
知識をウソ？ホント？を交えてお伝え
していきます。

うか？痩せれば健康になれるのでしょ
うか？
これから様々な観点からダイエット
について取り上げてみたいと思います。
そして一人でも多くの方に健康で楽
しい人生を送っていただきたいと思い
ます。
今や飽食の時代と言われており、ま
た文明の発達により私たちの生活から
運動が奪われ普通に食べて生活しても
肥る世の中になってきています。
また、先ほども書きましたようにダ
イエットに関する情報が氾濫していま
す。 痩せる石鹸などもありましたね。
痩せるお茶・りんご・パイナップル・
バナナ・納豆・寒天などの単品ダイエッ
ト、ダイエットテープ・低周波・腹筋
体操・半身浴・耳つぼ・乗馬運動など
様々なダイエット法があります。

2 遺言の検認

アメリカ「ワシントン・
ポスト」のダイエットに
関する調査によると、２
００人がダイエットをしても目標体重
になれる人は１０人で、その体重を維
持できている人はわずか一人だそうで
す。

大切な親族を失われて直ちに、
「相続時に必要な手続」の全て
を行うのは、相続人の方々の生
活に大きな苦痛と負担を生じま
す 。 そこ で 相
｢ 続時 に 必 要 な手 続
き」の中から、手続き期間の定
められている主なものを紹介し
ます。
期限の定められている手続に
ついては、期限が経過してしま
うと手続きそのものが認められ
なくなる場合や、制裁金などが
課せられる場合があります。

保証契約のように、書面で行なわな
ければ効力が生じない契約もあり、こ
のような契約においては、さらに契約
書の存在が重要になります。
盗難にあって警察に届け出る他は、
役所や裁判所等への届出は不要ですか
ら、原則として、自社と契約の相手方
との間で解決することになります。
契約書を紛失等しても契約自体の効
力に影響はなく、直接に不利益を被る
ことはありませんが、万一の事態に備
えておくにこしたことはありません。
根本的な対処方法は、新たに契約書
を交わすことです。自社に契約書原本
のコピーがあればそれを保存し、契約
内容の確認ができれば良いというので
あれば、新たに交わす必要はないでしょ
う。新たな契約を交わさず、自社にコ
ピーもない場合には、相手先からコピー
をもらうことが考えられます。
ただしコピーは原本に比べて証明力
が弱いことに留意しましょう。
なお、公正証書にした契約書の場合
には、認証を受けた公証役場で謄本を
交付してもらうことができます。

市区町村役場

13

（ 抜粋 企業実務）

７日以内

答えておられたのが印象的でした。
立花へお越しの際は、デジタル派、
フィルム派関係なくお気軽にお立ち寄
り下さい。
住所 尼崎市立花町１丁目５‐１８
電話 ０６ ６-４２９ ６-３１８

株式会社
（アット ライフ）
代表取締役 加藤 時彦様

神戸市で２か所 鍼灸整骨院を開業
されている院長の加藤時彦さんがこの
仕事に携ったきっかけは、二十二年間
続けている「卓球」でした。

契約書 を紛失した際の
手続き

契約書には、様々な種類のものがあり
ます。契約は基本的には口約束のみで
も成立し、契約書の作成は契約成立の
要件ではありません。
したがって、契約書の紛失や盗難が
あった場合でも、手形や小切手等の有
価証券とは異なり、直接に悪用された
り、契約内容が無効になるという不利
益はありませんが、何らかのトラブル
が生じ、契約内容を明確にしなければ
ならない場合には、問題が生じる可能
性があります。

例として、売買取引の買い主の資金
繰り悪化による代金不払いを、訴訟に
よって回収する場合、あくまでも売主
側で契約の成立を証明しなくてはなり
ません。そして、その際に最も強力な
証拠となるのが契約書です。

1 死亡届

2
3

【相続時に必要な期限の定められた主な手続】
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届出・申立・請求先

期限
手 続
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