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お客様の声
株式会社スクーティー 掛谷 知秀 様

Monthly Topic
【「生前贈与」でお金を上手く資産承継しましょう】

Book Review
「初秋」

「『ソフロロジー』なら出産の不安が喜びに変わる」
スタッフ紹介

濱浦 聖也 ／座親 あい
小西先生の一言

「『今、ここ』に集中する」
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この度の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、

お客様の事業はもちろん、心身の健康状態も大変心配しております。

ご来社時のマスク着用や、WEBミーティング等に

ご協力いただき誠にありがとうございます。

弊社でお力になれることがあれば遠慮なくお声がけください。

融資制度の案内を別紙で添付しております。ぜひご覧ください。
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日 本 法 人：福岡市中央区大名2-4-22　新日本ビル3階
ベトナム法人：17th floor, MD Complex Tower, 
　　　　　　　68 Nguyen Co Thach, Nam Tu Liem, 
　　　　　　　Ha Noi, Vietnam

株式会社スクーティー

　　貴社の事業についてお聞かせください。
オフショア開発によるソフトウェア開発です。開発はベトナ

ムのハノイに拠点を置く現地法人で行っており、その開発部隊
の技術指導も併せて行っています。

　　オフショア開発を始められたきっかけは何ですか。
以前勤務していた会社でベトナム（ハノイ）に駐在を任命

されたことが原点です。そこで東南アジア圏の経済成長を実感
し、個々のスキルの高さを目の当たりにしました。そして、ハ
ノイで3年勤務した後帰国の辞令が出たのですが、正直「帰り
たくない！」と思いベトナムでの事業を模索しました。ベトナ
ムという国は国策として技術者育成に取り組んでおり、その技
術力の高さに触れたことや、その期間にベトナムの方との人脈
も構築できたことが現在の事業を始めるきっかけとなりまし
た。実際には分からないことばかりで、いろいろな人にアドバ
イスをもらいましたし、英語やベトナム語を使いながらのコ
ミュニケーションにも徐々に慣れてきた感覚でした。なんと
言っても、ベトナムの技術者の人懐っこく目標に邁進する人間
性に惹かれたことも大きかったです。

　　弊社をお知りになったきっかけは何ですか。
知人に「IT起業に強い税理士さんを探している」という相談

をした時に小西先生をご紹介いただきました。

　　弊社の印象、ご契約されて感じられたことを教えて下さい。
税理士事務所や税理士さんは固いイメージがあったのです

が、アーリークロスさんにはフランクでオープンな印象を受け
ています。「これは相談していいのだろうか？」ということ
も、気持ちよく応対してくださるので、非常に助かっていま
す。私は殆ど海外にいますが、それでも会社が回っているのは
皆様のおかげだと思っています。

　　現在の取り組みについて教えて下さい。
ベトナムの技術者には、エンジニアとしての価値観を持っ

てほしいのでマニュアルに従って指示通り仕事をするだけで
なく、自分で考え自分でプロダクトを創る意識を持つように
教えています。弊社の成長のみならず、弊社で働くメンバー
個々の技術力を育てる取り組みを行っています。

　　貴社の今後の目標と弊社に期待することを教えて下さい。
東南アジアの社会を今以上に成長させていきたいです。財

務面では、アーリークロスさんに補助金や助成金など逃して
しまいそうな制度のご提案や、我々と同じように遠隔で事業
をされている方でも安心して顧問契約ができる取り組みを今
後も続けていただければと思います。
最後になりますが、優秀な起業家を育てることも私の使

命だと感じています。将来、起業をして「スクーティー社出
身」と胸を張ってくれる姿を思い浮かべて日々教育を行って
います。厳しい指導の下でも皆、向上心・好奇心が強くスポ
ンジのように技術を吸収する点は非常に頼もしく、これから
有能な技術者たちが育ってくれることを確信しています！

お客様の声
− Customer's Voice− 

株式会社スクーティー　掛谷 知秀 様

https://www.scuti.jp
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頑張って築き上げた資産をどのように後継者に引き継ごうかと頭を悩ませていらっしゃる世代の方も多いのではないでしょうか。
生前贈与に関しては、様々な観点から税制の特例も設けられており、そのメリットを活用してはいかがでしょう。
余裕のある資金を子や孫世代に前倒しして渡す事ができ、かつ、相続税が課税されるかもしれない方にとって、前もって生
前贈与を行うことで相続財産を減らせる為、相続税の節税が出来る場合があります。

①暦年贈与
1年間に受け取る人１人あたり110万円までが非課税です。どなたに贈与しても良いのです。

②住宅取得資金の贈与の特例
平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、子や孫の住宅用家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てる為の
資金を贈与した場合、一定の要件を満たすと、贈与税が非課税となります。＊

③相続時精算課税の特例
ご自身が60歳以上で、20歳以上の子や孫である推定相続人に対する贈与は、複数年にわたり贈与した金額が2,500万円ま
で特別控除があります。＊

④教育資金の贈与の特例
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に30歳未満の子や孫の教育資金に充てる為の贈与については、1,500万円
までの金額に相当する部分の価額が非課税となります。＊

＊一定の要件や詳しい取り扱いにつきましては、国税庁HP等によりご確認ください。

弊社相続・承継支援部でも初回無料相談を受け付けております。ぜひお声かけください。

Monthly Topic 「生前贈与」でお金を上手く資産承継しましょう

「ソフロロジー」という言葉を聞いたことはありま
すか？出産法の一つです。
奥様、親戚、友人など身の回りで将来出産の機会が
ある方々、心の片隅に記憶いただけると幸いです。
私がこの本に出会ったのは、私が出産する産院がた
またまソフロロジー出産法だったためです。産院のテ
キストでは読み足らず、もっとソフロロジーの理解を
深めたいと思いこの本を購入しました。
ソフロロジーは、妊娠中から出産や育児をイメージ
し、精神を安定・リラックスさせ、母性を確立してい
くもので、「“自律”出産」とも表現されます。ヨガや瞑
想などが基本となっており日本人には習得しやすい技
法と言われています。具体的には、専用の音楽を聴き
ながらイメージトレーニングやエクササイズ、呼吸法
を行います。
この本は、体験談やQ＆A、イメージトレーニングの
仕方、エクササイズの図解で構成されており、ソフロ
ロジーとは何か、出産・育児とは？をイメージしやす
いものとなっています。体験談の中に、「ソフロを知
らないのは損です」とありましたが、私もこの出産法
は試す価値が大いにあると思います。
私の実体験としては、出産中に泣いたり叫んだり、
取り乱すことなく、呼吸に集中することで、冷静に出
産に向き合うことができました。２年経った今でも陣
痛～出産中・後のことを鮮明に覚えており、苦しい記
憶ではありません。
この技法の理解を深めれ
ば、その効果は大きいと思
います。苦しい出産ではな
く前向きな出産になるよ
う、この技法、本をぜひお
すすめします。（上村）

「初秋」
ロバート・B・パーカー（著）
菊池光（訳）
早川書房

Book Review

「『ソフロロジー』なら
出産の不安が喜びに
変わる」
松永昭（著）
現代書林

全39冊に及ぶ「探偵スペン
サー」シリーズの第7作目。
古い作品で、作者のパーカー
は2010年に亡くなっています。
主人公スペンサーは元ボクサーであり、ビール好きで料
理もうまく綺麗な彼女もいて、つまらない冗談が大好きな
私立探偵。
ネオハードボイルドと評されるようですが、タフで優し
い姿に憧れ、今でも私の中のヒーローです。本作は探偵要
素が薄く、シリーズの中でも異色です。
15歳のポールは離婚した両親の虚栄の道具として扱われ
ており、ひ弱で自立心が無く、全てに無気力でした。スペ
ンサーはそんなポールを自立した男として鍛えるべく、体
を鍛え共にログハウス作りに取り掛かります。スペンサー
の信念がポールを通して描かれており、ポールの自立心が
芽生えていく様が思春期の私に響きました。
“いいか、自分のコントロールできない事柄についてくよく
よ考えたって、なんの益にもならないんだ”
“彼は怖い男だ。いい人間ではない。しかし、立派な男だ。
その違いがわかるか？”
皮肉の中にある名言を探したいならこのシリーズで決ま
りです。（瀧口）
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092-406-5004
〒810-0001
福岡市中央区天神4丁目2番31号 第2サンビル5階

info@earlycross.co.jp
https://www.earlycross.co.jp
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スタッフ紹介

小西先生の一言 「今、ここ」に集中する
新型コロナ問題、過去に経験したことのない事態になってきました。連日流れて
くるニュースに心落ち着かない日々が続いているのではないでしょうか。世の中
全体が落ち着かず、イライラしている印象を受けています。しかし、当然ですが、
我々にできることは限られています。コントロールできないことに意識を向け続
けると疲弊してしまいます。「今、ここ」に集中し、心の平静を保ちましょう。例え
ば、深呼吸をする、ご飯を味わって食べる、ゆっくり湯船に浸かる、ゲームをす
る、そんなことからでもいいでしょう。医療の問題については、専門家が必死に
対応してくれています。彼らを信じ、我 の々目の前のできること、やるべきことに集
中して難局を乗り切っていきましょう。

座親 あい
Ai Zaoya濱浦 聖也

Seiya Hamaura

読者へ向けて軽くご挨拶をお願いします。
相続・承継支援部の座親あいです。昨年の11月に入社
し、相続手続き等のサポートを行っています。
よろしくお願いいたします。

出身地、地元自慢をお聞かせください。
名字からして沖縄出身と思われますが、福岡市博多区出身
です。子供の頃に山笠に参加した写真が残っています。	

趣味は何ですか？
最近は家族でキャンプに行くことが楽しみです。
私は火起こし担当です。マッチやライターは使いません。

好きな食べ物は何ですか？
チョコレートが好きです。蓄えが無くなると不安になる
ので、引き出しの中に必ず入っています。

特技は何ですか？
息子のおかげで虫や爬虫類が平気になりました。
虫取りに行くと、我先に捕まえます。	

名前の由来は何ですか？
名字に合わせた字画で祖父が付けてくれました。子供の
頃は漢字の名前に憧れましたが、今はとても気に入って
います。

苦手なことは何ですか？
文字を書くことが苦手です。
習字を習わなかった事を悔やんでいます。

あなたから見た濱浦さんはどんな方でしょうか？
いつも穏やかで、物事に動じない印象です。
相続・承継部のムードメーカーで、愛すべき人物です。

読者へ向けて軽くご挨拶をお願いします。             
はじめまして！相続・承継支援部の濱浦聖也です！

出身地、地元自慢をお聞かせください。
和歌山県出身です。みかんだけじゃないです！
梅桃柿マグロ醤油と名産品の宝庫で自然も豊かです！

趣味は何ですか？
幼い頃から野球観戦が好きで、生粋の阪神ファンです！
阪神とソフトバンクの日本シリーズがいつか実現するこ
とを願っています。

好きな食べ物は何ですか？
オムライスがダントツ1位です！でも最近は豚骨ラーメ
ンにハマっています。そのせいか、福岡に来て半年で5
キロ太ってしまいました…。
	
好きなスポーツは何ですか？
水泳を幼稚園の時から 10年間、ハンドボールを高校と
大学の 7年間やっていました！
コツコツ努力することの大切さを学びました。	

あだ名は何ですか？
職場では「はまちゃん」と呼んでくれる方が多いです。
本家の「浜ちゃん」に負けないぐらいの魅力的な人間にな
ることが目標です。

座右の銘は何ですか？
「常に相手の立場になって考える」です。
お客様に対しても、仲間に対しても大切にしています。

あなたから見た座親さんはどんな方でしょうか？
机に向かう真剣な姿から一見クールな方と思いきや、
とても優しくて話しやすい、姉のような母のような温かい
包容力のある方です。

Q.



新型コロナウイルス感染症で影響を受けている事業者の皆様へ
日本政策金融公庫より

３年間実質無利子もしくは低金利の 特別貸付が受けられます!特別貸付が受けられます!特別貸付が受けられます!

詳しく知りたい方は無料相談にお越しください！
融資の可能性について一緒に検討します！

1.36％
1.36％ 基準（災害）1.36％

〒810-0001福岡市中央区天神４丁目２番３１号第２サンビル５階 www.earlycross.co.jp アーリークロス

お問い合わせ先

info@earlycross.co.jp


