
いつもありがとうございます。きしゅう会

計の名倉です。

パラダイム転換が日常とな

った今日この頃。

コロナの影響で生活が一変

してしまいました。１カ月前まで

は、「アメリカもヨーロッパも大変だ」と対岸

の火事でしたが、今は死を身近に感じるくら

いに危機感が充満してきたように思います。

緊急事態宣言。外出を控えるようにしていて、

ふと思うのですが、今までがどれくらい自

由であったかと。風の強い日にジョギングし

ていて、身体が飛ばされそうになった時、

「星の上、歩いてるんだか

ら、このくらいの風ならとて

も恵まれているもんだ！」

なんて呟いてましたが、きっ

と、この広い宇宙の中に、そのまま身体一つ

で暮らせるような星はないはずですから、

今このくらい不自由になったからといって、

不幸だと落ち込む訳にはいきません。そうは

いっても 100年周期でやってくるパンデミッ
クの猛威は強烈。日本で、そして世界中で亡

くなられた方のご冥福をお祈りします。一昨

日は岡江久美子さんの訃報に驚きました。志

村けんさんの時もそうでしたが、知っている

人の死は死を身近に感じさせるものです。今

日、久しぶりに実家の母に電

話しました。大阪なのでしばら

くいくことも控えなければな

りません。母の元気な声に安

心した次第です。

さて、期限の延びた確定申告も終わり、や

っと事務所が落ち着いてきたところです。

今回は令和２年度の税制改正のパンフレッ

トを用意していましたので、それを同封する

予定だったのですが、「いやいや、税制改正

よりも先にコロナ対策でし

ょ」と、使えそうな公的支

援策をとりあえずまとめ

てみしたので、目立つよう

に同封しています（笑）

普段はあまりきしゅう会計の事務所通信

を読まれない方も手に取って頂けるのでは

と思っています。

「税金を考える！」

税金って何故支払わなきゃならないので

すか？といった質問を時々聞かれるのです

が、いつもこう答えています。

「税金を払う代わりに国が命を守ってくれ

るんです」と。

死ぬということが、身近に感じられない現

代では、この税金の極論的なロジックは忘れ

がち。でもパンデミックなこの状態でこそ、

国の在り方が、真価が問われる時です。

緊急事態宣言のタイミング、内容に問題が

ないわけではありませんが、結果として今の

所、日本は欧米のようにはな

っていません。欧州の中でも

ドイツは、イタリアやスペイン、

イギリス、フランスと比べて、

人口が多いのにも関わらず、死者が圧倒的

に少なくなっているらしいです。なんでも、

近年、パンデミックに備えて、人工呼吸器を

備えた病床数を増加させていたそうで、そ

れが功を奏していると世界

で賞賛されているようです。

全然知らなかったのですが、

ドイツのメルケル首相って、元

物理学者なんですね。コロナの感染対策も、

「何もしなければ人口の 60％から 70％が感
染し100万人以上の死者がでる」と発表した
のは研究者と早くから継続審議していた成

果とのこと。そして 3月 18日の演説。
ドイツにふるさと納税したくなります！

（ビール目当てやないよ 笑）

では、日本はどうでしょうか？

お魚券、お肉券、旅行券、アベノマスク。

こんな時まで利権を考え

るんですね。紆余曲折ありま

したが、結局は全ての国民に

１０万円給付。リーマンショック

の時が１万２千円だったこと

考えると、ちょっとは非常事態だと分かって

きたのでしょう。昨年の消費税増税の際には

リーマンショック級の経済危機にならない限

り、消費増税は実施すると言ってましたが、

給付金から換算した危機感はリーマンショッ

クの１０倍。与党からも野党

からも何十人もの議員から

消費税一時撤廃論が叫ば

れる中、それでも消費税に

は手を付けたくないよう

です。冒頭に書きましたが、

税金を払うのは国に命を守ってもらうため

です。コロナも命の危機ですが、自粛要請、

緊縮財政では経済的に多くの人が命を落と

すかも知れません。今は財政よりも、命を守

ることを優先してほしいです。

「知ってますかこの会社？」

ニューヨークも日経平均も、大きく上下す

る株式相場。それでも思ったよりも落ちない

のは、ＦＲＢも日銀も激しく買い支えているか

らと、見え見えの作られた相場なので、じっ

とウオッチしている方も多いのではと思いま

す。名倉は前号で飲食の株に投資したと書き

ました。そのとたんコロナ。当然大暴落です。

皆さんは、ここから学ぶことがあります。

そう名倉の買った銘柄は買ってはいけな

いということです（笑）

さて話は変わって、３年前

から ideco をやっているので
すが、ずっと「もうそろそろ株

価は下がる」と債権ファンドば

かり買ってました、しかしあまり上がらず、含

み損が続いていたさ中のコロナショック。

ニューヨーク下がった！、日経下がった！

今だ！株式ファンドにスイッチ

ング。しかし、コロナがなかな

かおさまりそうにないので、

チキンな僕は、ちがう金だ！

と再びは金のファンドにスイッ

チング。本来の ideco の使い
方ではないかも知れませんが、思ったほど

手数料もかからないので、気軽に楽しめます。

きしゅう会計よもやまかわら版 Ｖｏｌ.45 2020.4.26



暫くは金のファンドでおいておくつもりです。

さて、こんな相場でも株

価を上げていきそうな企

業はあるのかなとちょっと

考えてみました。外出が減

って、家でのお菓子作りが

増えているということで、

小麦粉が売れているらしい。そこで、日清製

粉なんかの大手ではなく、そういった特需

の影響が大きそうな中堅どころの製粉会社

はないかなと探したところ、在りました！

鳥越製粉（2009）
PER18.31 倍とちと高

め、PBR は 0.64 倍と良
い感じ、自己資本率は

80.2％と優良
株主優待は 500株から。

現在価格 890円×500＝445,000 
うーん。優待の素麺ほしさに

いく勢いは前回のこともあって

躊躇だね。

それより、落ちきっているライザップ

（2928）はどうだろう、、、
外に出れないので、自宅で身体を動かす

アイテムが売れているとのこと、ビリーズブ

ートキャンプが見直され、スイッチのリングフ

ィットアドベンチャーがバカ売れしている今、

ライザップが楽しい自

宅トレーニングのツール

を開発すれば、ブランド

力がモノを言いバカ売

れ間違いなし！と思う

のは僕だけでしょうか？  

でも今夜はうちも流行に遅れまいと、小麦

粉買って、家族と

たこ焼きホームパーティー。 

おお！、たこ焼き！

意外と赤ワ

インと合う。

お試しあれ！

名倉の言った株はお試しされなかれ！

結果にコミットしませんので（笑）

「のまどの向こうに②」

実はこのかわら版で、面白い展開があり

ました。前号のこの「のまどの向こうに」のコ

ーナーで記事にさせてもらった、うちの娘に

RPAの家庭教師をしてくれた、「のまどのM
君」を紹介してほしいと問合せが来たので

す。もちろん、答えは「はい、喜んで！」です。

そこでまだバリ島にいた M 君にメールを送
り、あとは直接連絡を取ってもらいました。

彼なら現場のことも分かるし、気さくだし、

誰でも喜んでもらえるやろうと思っていた

ので、全く介入なしです。そして、一昨日、別

件でうちに来てくれた M 君からどんな様子
が聞かせてもらいました。「とても面白い仕

事になりそうです。ありがとうございます」

とのこと。彼はフリーランスでいくつもの柱

を持った個人事業主。自

動的なチャリンビジネス

もあり、時間に余裕があ

るので、自由に使える時

間は彼の好きな仕事、

企業の合理化にあてた

いようです（うちの RPA 導入もその一環）。
もう一件うちのアパレル関係のクライアント

を紹介しているのですが、当初はエアレジ導

入でOKかと思われたのですが、どうも顧客
のニーズに合わないようだと、一から作る

ことにしたようです。IT 補助金のことも詳し
く、提案してくれるので助かります。またこの

記事からご指名があるかも知れませんね。

（きしゅう会計の定款に人材紹介業を追加し

ておこうかな 笑）

さて、今回は彼に教えて貰った誰にでもで

きるインターネットを使った小遣い銭稼ぎに

ついて書きます。

これを彼から教えてもらったのは、昨年の

まだコロナの脅威がなかった頃。頻繁にバリ

島に行くという彼に、飛行機代どれくらい掛

かるのと聞いたことからです。「マイルを貯

めていってます。ここ３年ほど飛行機のチケ

ット買ってません」とのこと。「あっ、所謂陸マ

イラーってやつだね？」と聞くと「そうです。

FXでめっちゃ貯まるんですよ」と彼。
そう聞くと「危ない話？」って思われるか

も知れませんが、これがちっとも危なくない

話。皆さん、楽天カードを作るだけで 500０円
だとか、800０円だとか、
もらえる話は知っていま

すよね。それと基本的に

は同じです。ただ、FX は
証券会社に口座を作るだ

けではだめで、お金を入れて取引をしない

といけません。「あれ、やっぱり危ない話や

ん」と突っ込まれそうですが、大丈夫です。

取引をすればいいので、買ってすぐ売れば、

手数料は掛かりますが、50 円くらいで済む
そうです。それを 10 回やって 500 円くらい
は掛かるそうですが、それだけで、20000 円
や 30000円もらえるとのこと（もちろん後は
その口座は放置。ポイントサイトを通してや

ると、ちょっと面倒ですが、お金ではなくマ

イルをゲットできるとのことで、飛行機をよ

く使う人にとっては、現金よりマイルが値打

ちがあるようです。

ただ、マイル獲得は聞いているだけでも、

とても面倒。僕には無理、皆さんにも現金獲

得をお薦めします。FX の口座を作れる証券

会社はいくつもあるので、10 社作ってそれ
ぞれ実行すれば 2万円×10社＝20万円を
ゲットとなるわけです。どこにも行けないゴ

ールデンウィーク。自宅でポチポチ小遣い稼

ぎもいいかも知れませんね。

でも間違っても、ついでにと FX を軽い気
持ちで始めないでくださいね。もしやろうと

思うのであれば、YouＴｕｂｅで 「ＦＸ 破産」
と検索を掛けて動画を観てからにしてくだ

さい。不幸になった人が大勢いるようです。

僕は自分自身で、ＦＸはしませんが、海外の

ファンドでＦＸで運用している商品を少し持っ

ています（そこそこのパフォーマンスで回っ

ています）。そこのプロトレーダーの話や、仕

組みとかを聞いていると、とても素人が勝

てるような世界ではない。株は参加者全員

が勝つこともある世界ですが、ＦＸはゼロサ

ムゲーム。勝つか負けるかです。中途半端な

気持ちで参加してはいけません。

今回は何故か投資やお金儲けの話に偏っ

てしまいました。きっと延びた期限一杯まで

確定申告の仕事をしていた反動かもしれま

せん。名倉もＧＷはゆっくりです。

皆さんも良いも悪いも人生で特別なＧＷ。

しっかり工夫して楽しんでくださいね。


