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SMILE
☆ 今月も笑顔（スマイル）でスタート！～

5 月号 Vol.64
今月の SMILE
「社会的距離の確保」を超えるもの
まいど おおきに！
新型コロナウイルスにより、日本もついに 4 月 7 日に緊急事態宣言が出されました。そして今全世界的に、感染防止の
ため、人が集まるところでは、社会的距離の確保をすることが求められています。「社会的距離の確保」何と人間らしくな
い言葉の響きだと思います。そのようなご時勢の中で、思いっきりハグをしている写真に世界が喝采しました。それは、カ
リブ海での帆船実習に参加したオランダの高校生 25 人が、新型コロナウイルスのため、空路帰国の予定だったが、キュ
ーバでの寄港を拒否されたため、空路が利用できなくなり、帆船で大西洋を横断してオランダに帰ることを決断し、そし
て 4 月 26 日に、オランダ北部ハーリンゲンにたどり着いたときに、親子の再会でのハグしている写真です。
彼らの船は、1920 年に建造された船で、もともとはニシン漁の船を帆船に改造したものですが、大規模な嵐に遭遇す
ると、まるで海に浮かぶマッチ箱のような程度の船でした、もちろん船内の環境はプライバシーもなしの“3 密”状態です。
さらに彼らが横断しようとする大西洋と言えば、200 年以上に亘って、故郷に戻ることができない幽霊船が海に漂い海岸
に到達できない「さまよえるオランダ船」という伝説もあるほどに危険を伴うものでした。しかし彼らのとった選択は、彼らの
祖先たちが大西洋を渡って帆走して海の向こう側の故郷に戻ったように、大西洋を横断することでした。そしてカリブ海
のセントルシア島で、食料や水、暖かい衣類（3 月と 4 月の北大西洋の海は非常に冷たい）などの必需品を取り揃えて出
帆。航海の途中、日用品の補充のために、大西洋の真ん中にあるポルトガルのアゾレス諸島に立ち寄りましたが、そこで
の上陸は禁止されました。ヨーロッパの最西端のこの島内でも、新型コロナウィルス感染が見つかったからです。その後
の航海には、無数の船が沈んだとされるバミューダトライアングルを通過しなければなりません。彼らの多くは恐怖に襲わ
れ、ある者は自らの「棺桶リスト（死ぬ前にしたいことをリストにする）」を作成し、そしてある者は、家に帰ることができない
場合に備えて、両親に伝える最後の言葉を真剣に考えたとのことです。
そしてついに 38 日間の航海の後、4 月 26 日の日曜日の朝、船は故郷オランダのハーリンゲンに着きました。オランダ
に戻ると、彼らは遠く離れた人々を見てさらに驚きました。この国は彼らが去ったときとは非常に異なっていたからです。
出迎えにきた両親が規制により 1.5 メートルの社会的距離を確保していたからです。そして彼らは両親を見た瞬間、悲鳴
を上げて急いで、両親のところに行き長い間抱きしめました。まさに涙、涙です。
「社会的距離の確保」をしなくてもよい世界に早く戻ってほしいですね！
今月も、そしてこのようなコロナの中にあっても、
なお笑顔（スマイル）でスタートしましょう！

中国経済情報
マクロ経済情報
3 月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比４
月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比４.3％上昇，ＰＰＩは 5 カ月ぶり大幅低下
4 月 10 日、国家統計局が発表した 3 月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比 4.3％上昇。
％上昇。2019 年 10 月の 3.8％上昇以
来の低い伸びとなった。物流・輸送条件が改善し、政府の価格統制措置も奏功した。
それでも、食品価格は前年比で 18％上昇した。とりわけ豚肉は
％上昇した。とりわけ豚肉は 116.4％急騰した。新型コロナの感染拡大で豚肉や野菜
％急騰した。新型コロナの感染拡大で豚肉や野菜
など、一部の食品価格が上昇している。
食品を除いたＣＰＩは 0.7％上昇。食品とエネルギーを除いたコアＣＰＩは
％上昇。食品とエネルギーを除いたコアＣＰＩは 1.2％上昇と比較的抑制された水準を維持した
％上昇と比較的抑制された水準を維持した
が、2 月の 1％上昇と比べて伸びがやや加速した。
％上昇と比べて伸びがやや加速した。
3 月の生産者物価指数（ＰＰＩ）は、前年比 1.5％低下した。低下幅は 5 カ月ぶりの大きさで、新型コロナウイルス感染拡
大で打撃を受けた経済の回復には依然として時間がかかる状況を示す内容となった。
大で打撃を受けた経済の回復には依然として時間がかかる状況を示す内容となった。3 月の低下幅は 2019 年 10 月
（1.6％）以来の大きさ。
国家統計局は声明を発表し、ＰＰＩの低下について、世界的な石油価格、コモディティー価格の落ち込みが石油、鉄鋼、
非鉄金属業界に波及したことによって悪化したと指摘した。
西南証券のアナリスト、ヤン・イエウェイ氏は「供給過剰の問題や原油安の継続でデフレ圧力が強まる。生産サイドの
操業再開は、需要回復を上回るペースだ。下流部門の需要の回復は鈍く、依然弱い」と述べた。
主要 40 業種の調査では、石油・ガス抽出業の価格下落が最も大きく、前年比 21.7％下落。前月（
％下落。前月（0.4％下落）から下げ
幅が大幅に拡大した。
国内では、新型コロナの感染拡大を抑制するための厳しい移動制限措置が大部分で解除され、数週間にわたって麻
痺（まひ）していた企業活動が徐々に再開されつつある。
アナリストらは、第１・四半期の中国経済が大幅なマイナス成長になると予想している。新型コロナが世界全体に影響をも
たらしていることから、2020 年全体についても悲観的な見方が強まっている。
新型コロナの感染対策として封鎖措置の導入を余儀なくされた国も多く、これが企業活動を制限し、雇用喪失や収入
の減少につながることから、エコノミストや政策当局者の間では、今年の世界経済が大幅なマイナス成長に沈むとの見方
が広がっている。
3 月の中国輸出、6.6％減 新型コロナで
コロナで外需不振
税関総署が 4 月 14 日に発表した貿易統計によると、
日に発表した貿易統計によると、3 月の輸出は前年同月比 6.6％減だった。
％減だった。
マイナス幅は 1～2 月（17.2％減）から縮小したものの、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う海外需要の落ち
％減）から縮小したものの、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に伴う海外需要の落ち
込みが引き続き重しとなった。
輸入は 0.9％減で、マイナス幅は 1～22 月（4.0％減）から縮小。貿易収支は 199 億ドル（約 2 兆 1000 億円）の黒字とな
り、昨年 12 月以来の黒字に転じた。
中国ではウイルス封じ込めの進展を受けて経済活動の再開が本格化しつつあるが、主要な貿易相手である米国や
欧州諸国で感染拡大に伴って景気が失速したため、特に海外からの新規受注が低迷。港湾での防疫強化も物流の停
に伴って景気が失速したため、特に海外からの新規受注が低迷。港湾での防疫強化も物流の停
滞を招いている。

会計・税務情報
個人所得税の年度確定申告について
新個人所得税制実施後の初回目となる個人所得税総合所得の確定申告を円滑に行うために、
新個人所得税制実施後の初回目となる個人所得税総合所得の確定申告を円滑に行うために、2019 年 12 月 31 日に、
国家税務総局は「2019 年度個人所得税総合所得確定申告事項に関する公告」を公布し、確定申告の実施方法を明ら
かにしました。詳細は以下の通りです。
1、2019 年度確定申告の内容
① 適用対象者及び申告範囲
居住者個人が 2019 年 1 月 1 日から 12 月 31 日の間に取得した賃金給与、労務報酬、原稿料報酬、特許権使用
賃金給与、労務報酬、原稿料報酬、特許権使用
費などの四項目の総合所得である。（年１回適用できる賞与として申告された賞与所得を含まない）
である。（年１回適用できる賞与として申告された賞与所得を含まない）
② 計算公式
2019 年度確定申告による還付・追納税額 ＝「（総合所得収入額－60,000 元－三険一金など専項控除－子女教
育費などの専項付加控除－法律によるその他控除－寄付）×適用税率－速算控除数」－
育費などの専項付加控除－法律によるその他控除－寄付）×適用税率－速算控除数」－2019 年納付済み税額
2、確定申告が不要となる納税者
税法に従い、以下の状況のいずれか一つに該当する者が対象となる。
① 追加納税が必要であるが、年度総合所得が
あるが、年度総合所得が 12 万元を超えない場合
② 年度追加納税額が 400 元を超えない場合
③ 予納税額と年度納付すべき額と一致する場合、或いは還付を申請しない場合
※ 源泉徴収義務者が法律に従い個人所得税の源泉徴収を行わない場合を除く。
3、確定申告に必要となる納税者
税法に従い、以下の状況のいずれか一つに該当する者が対象となる。
① 予納税額が年度税額を超える、且つ還付が必要となる場合、
② 年度総合所得収入額が 12 万元を超える、且つ追加納税額が 400 元を超える場合
※ 2 ヶ所以上より総合所得を取得し、合算した所得による適用税率が上がることにより、予納税額が年間納付すべき
税額を下回るなどの場合を含む。
4、申告期間
2020 年 3 月 1 日～6 月 30 日。
中国国内に住所がない納税者が上記期間より前に出国する場合、出国前に年度確定申告手続きを行うことができ
る。
5、申告方法
① 納税者自ら申告
② 源泉徴収義務者による代行申告
③ 委託された企業や個人などによる代行申告（授権書の締結が必要）
6、申告ルート
① 電子税務局（個人所得税 APP）での申告
）での申告
② 郵送での申告
③ 所轄税務局の窓口での申告
従業員が年度の中途で入社や転職などが発生した場合、または専項付加控除に申告ミスなどがあった場合、予納税
額に過不足が生じる可能性もあります。企業は源泉徴収義務者として、従業員の納税状況を確認し、確定申告及び税
金還付・追納を完了できるよう指導・サポートすることをお薦めします。
また、上海市では 2020 年 3 月 31 日よりネット・携帯 APP 申告の受付が始まりましたが、申告が効率よく、円滑に完成
するために、税務局は申告期間を分けて、源泉徴収義務者及び納税者ができるだけ通知された時間通りに申告を行う
ことを求めています。上海市内であっても地域により実務運用が異なる可能性もありますので、所轄税務局の要求を確
ています。上海市内であっても地域により実務運用が異なる可能性もありますので、所轄税務局の要求を確
認の上、期限までに申告をすませてください。
てください。

SMILE 経営塾
ポーター教授の珠玉の言葉
公認会計士の試験には「経営学」という試験科目があるのですが、受験勉強をしていた頃は経営戦略論の研究で第
一人者である米ハーバード大学マイケル・ポーター教授の著書『競争優位の戦略』が基本書のひとつになっていまし
た。
マイケル・ポーター教授は、開発・製造から販売、流通までの機能を鎖のように結び付けて付加価値を生む「バリュー
チェーン（価値連鎖）」の考え方を提唱し競争戦略論を展開したのですが、その教授の対談記事（日経ビジネス）が掲載
されていましたので教授の珠玉の言葉をピックアップしてみました。

< CEO の時間の使い方で注意すべき４つのポイント>
日常業務に忙殺される社長さん、経営幹部にとっては少し耳の痛い部分もあるかもしれません。
直接の報告者の人選に注意
仕事に優先順位をつけ、重要業務に集中するための補佐役に
「CEO の時間管理ではダイレクトリポート、つまり CEO に直接報告する人物が果たす役割が重要。ダイレクトリポートを
仕事のできない人物が担うと、本来なら必要のない仕事まで CEO が手掛けることとなる」。
リポートラインが成否のカギと明言する教授は、報告者として選んでおくべき有能な人物は「CEO を助けるためではなく、
CEO が目指す場所に実際に連れていくため」に存在しているといいます。
向こう 3～4 か月、何をすべきかを明確に
その時期に自らが取り組むべき課題を設定することで部下の目標も明確に
「CEO 自身に明確なアジェンダがあるからこそ、部下のアジェンダも明確になる。逆に CEO のアジェンダが不明確なら
ば、周りにいる部下も何がアジェンダなのかが分からなくなる。その結果、CEO に様々な要求をし、その分、CEO の時間
がムダになる」
リーダーシップ論でよく指摘されるアジェンダ（課題）の設定は、具体的なものにするべきだと指摘しています。
電子メールには直接関わる必要がない
どんな内容なら目を通し、返信するかについての規範を考えるべき
「CEO が関わる電子メールについて調査をすればするほど、本来の仕事とは言えず、短くて内容も重要でないものが
大半だということが分かった」「CEO はメールの大多数に関わる必要がないことを認識すべきだ」。
メールは時間泥棒、とまで明言した教授は、対面コミュニケーションこそが影響力を行使し、現場で何が起こっているの
かを把握するうえで最も効果的だといいます。
会議の時間は短縮できる
入念な準備と明確な課題の設定が時間の短縮につながる
「直接会うことは人間関係や企業文化を深めるため、会議は重要であるが、問題はその時間の長さ。皆が準備して挑
み、議題をきちんと設定することで 1 時間の会議も 30 分程度短くできる」。
メールに比べて、実際に顔を突き合わせる会議は重要ですが、反面、会議の時間短縮は CEO が自由に使える時間を
増やすうえで大切なテーマであると述べています。
CEO の時間の使い方のポイント 4 つ紹介しましたが、最後にオマケとしてもう一つご紹介しておきます。
それは、「経営戦略を社員に徹底すること」です。社員が戦略を理解していないと進む方向がバラバラになり、その修正
のために CEO の時間が多く費やされます。
戦略の立案だけではなく、社員に浸透させることも CEO の時間管理に深い関わりがあります。
ご紹介したそれぞれのポイントについて、釈迦に念仏のものもあったかもしれませんがいかがでしょうか。
私も向こう 3～4 か月の間に実行すべきことのアジェンダ化を実行していますが、新型コロナウイルスの今後の収束が見

えない現在では、一度作ったアジェンダの上書き修正に追われています。（リスクへの対策、というアジェンダは真っ先に
追加しましたが…）
(情報提供:日本クレアス税理士法人)

特別連載読み物
ナニワのおっちゃん経営道！
≪新コーナー≫ 社会人・企業人としての「ものの見方・みえ方」について語る！

第 60 回 ： 「進歩」という階段は、“やる気” と “努力” の積み重ね！
でも、たまには “休むこと” をためらうな！！
先月号で、日本では、「コロナウイルス」の話題で持ち切り・・・という話をしましたが、今や “話題” なんて、他人事の
ようなことではなくなって、「いつ、自分に感染するかもしれない！」・・・という危機感に近いものを抱きながらの生活をし
ており、夫婦ともに、極力家に居るようにしています。
コロナウイルスが、こんなにも勢いよく、あっという間に広い範囲に蔓延していくとは、全くの驚きで、現実ではなく、映
画の世界にいるようです。
今、「コロナの感染拡大！」という “人類の危機” に直面している我々にとって、「人類がコロナに打ち勝つ！」＝「人
類の進歩」ということであり、この「人類の進歩」の段階には、医療関係者の “頑張りや努力” にすがるだけでなく、我々
も一般人として、“コロナに掛からないよう”、また “他人に移さないよう” にするという “頑張りや努力” （＝我慢）の協
力が不可欠だと思うのです。
とはいえ、ず～～っと緊張感のある生活を続けてばかりいると、いつかは息切れし，“やってられませんよ！” ・・・なん
て反動が起きかねません。
そこで、 “頑張りや努力” を継続するためにこそ、 “時々のおやすみ！” が必要となるでしょう。
ビルの階段を上るとき、途中に「踊り場」が設けてありますね。 一段一段、階段を上がるにつれ、息が上がって、もう足が
動かない・・・という時に、エネルギー復活のための “ちょっと一休み！”・・・の「踊り場」があるのです。
コロナ患者に対応してくださっているお医者さんたちの医療現場で、医療崩壊を起こさせないためには，彼ら自身に、
“休むこと！” が不可欠でしょう。
そして、その “休むこと” を可能にするためにも、患者になりうる一般人の我々が、「自粛」という “我慢” のいる
“頑張りや努力” を怠ってはいけないと思っています。
激務の医療現場の方々には、是非とも、“休むこと” の大切さを、知ってほしいと思う次第です。
また、なかなかコロナ感染の広がりが収まらない今、「コロナウイルス」に効く特効薬の開発を望んでやみません。

(お問い合わせ先)
上海満意多企業管理諮詢有限公司

お問い合わせは
MYDO まで!!

〒200336 上海市長寧区 延安西路 2201 号
上海国際貿易中心 2415 室
TEL: +86-21-6407-0228

FAX :+86-21-6407-0185

E-mail: info@shmydo.com

URL: http://shmydo.jp

