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遺伝子のスイッチ・オン

筑波大学名誉教授の村上和雄先生は、
『目に見えない自然』を『サムシング・グレート』と呼ばれている。
人の細胞の数は約 37 兆個と言われているが、一つひとつの細胞の構造はまったく同じだそうである。その同じ構
造の細胞が、爪や皮膚や髪の毛、心臓や目と、まったく違った組織を作り、それぞれ固有の働きができるのは、細胞
内にある遺伝子のおかげであると先生は書いておられる。
その上、遺伝子の全能力を 100 とすれば、その 3％から 5％くらいしか私たちは用いていないようである。また、
私たちが、活き活きと生活すると良い遺伝子が、スイッチオンの状態になり、そうでないときには、悪い遺伝子がス
イッチオンの状態になるという。
良い遺伝子をスイッチ・オンにし、悪い遺伝子をスイッチオフにするには、１．環境を変える、２．人と出会う、
３．志と使命感を持つ、４．他を利する生き方をすることが必要であると述べられている。
私たちも日々このように、活き活きと暮らしていきたいものである。

先

IoT の行方

驚

防犯カメラの映像、入退室記録、コンピューターの利用
履歴、携帯電話の利用履歴、交通機関の利用履歴、ETC の

私の尊敬する講師

過日、私の尊敬する講師の出版記念式典に招待され、
出席した。

利用履歴、インターネットショッピングの利用履歴、ポイ

その式典は、何百名も御招待されると、たぶん、御招待

ントカードの利用履歴、医療機関利用履歴、クレジットカ

者の多くが出席されると思われるが、今回は 60 名に限定

ードの利用履歴、預金通帳利用履歴、財産債務調書、国外

されておられた。

財産調書、
・・・。このように、普通の人が、普段の生活

当日、驚いたのは、その御招待者の全員の苗字と、女性

で意識しないところで、あらゆる行為が誰かに把握され

の場合はさらに名前を資料も見ずに、顔を見ておっしゃ

ている。この先、全人類の遺伝子を登録するようなことが

ったことである。全員とのエピソードも・・・。

起こらないだろうか？

会社法改正の流れに乗る

税

平成 28 年 10 月 1 日より、株主総会の決議を要する登記申請の際には、これまでの書類に加えて「株主リスト」
を、添付して提出することになった。このことは、多くの中小企業にとっては重要なニュースである。
ここでいう「株主リスト」とは、主要な株主等（上位 10 名又は議決権の多い株主から数えて 2/3 に達するまでの
株主のいずれか少ない方）の氏名､住所､議決権数等を証する書面をいう。中小企業では､相続等により親族内で無作
為に株式が分散しているケースが散見される｡また、名義株主や所在不明株主が問題となっているケースもあり､その
ような会社は、登記事由が生ずる前に確認・整理しておきたいものである。なお、手続き面においては、平成 28 年
10 月 1 日より前に株主総会が行われた場合であっても、10 月 1 日以降に登記申請をする場合には、
「株主リスト」
の添付が必要となるので注意したい。
ぜひ、皆さま方の会社の株主の現況について、株主名簿や会社保管書類等で確認してみて下さい。
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Switching on and off your genes

The Present

Dr. Kazuo Murakami, emeritus professor at Tsukuba University calls “Invisible Nature” “Something
Great”. While humans contain about 37 trillion cells, each structure is said to be exactly the same.
The doctor writes, while structurally similar cells are converted into different tissues such as nails, skins,
hair, hearts, and eyes due to the genes inside cells, they function in their own peculiar ways.
Moreover, we are said to only use 3 to 5 % of the full capacity of our genes. If we live energetically, we can
turn on our good genes and if not our bad genes will be switched on. In order to turn on our good genes and
our bad ones off we are told to : 1. change the environment, 2. meet people, 3. hold a sense of mission and
an aim 4. live out of altruism. We would like to live vividly keeping this in mind.

Forward

Future of IoT

Surprise

The lecturer I respect

Footage of surveillance cameras documents, the

The other day I was invited to a ceremony in

history of peoples’ entrance and exits of a room,

commemoration of the publication of a book by a

records of computer usage, mobile phone usage,

lecturer I respect. The number of the invitees was

ETC usage, internet shopping purchases, point

limited to 60 this time, while hundreds of people

card, hospital, credit cards, and bank notes usage,

would have joined the ceremony if they had been

reporting on assets and debts, property abroad

invited.

and so on. Every behavior is tracked by someone

What surprised me was that he mentioned the
family name of a man he met and moreover that
he knew a woman's given name without looking at
the information on the invitees. Surprisingly, even
details about their lives

in this way, though people are not aware of this
fact. I am afraid the genes of all human beings
will be registered in future.

Following the amendments of Companies
Registering matters required to be resolved by a shareholders’ meeting “the list of shareholders” must be
Act
submitted together with the necessary documents as of October 1,2016. “A list of shareholders” mentioned
Tax

here is a document which verifies each name, address and number of voting rights of the top ten
shareholders or those whose voting rights counted cumulatively from the top amount to two thirds of the
whole, whichever is less. We often see cases where stocks are shared randomly among family members from
inheritances in small and medium sized firms or in troubling cases where some shareholders are missing
or those names are lent by others. Before matters requiring registration, these cases need to be checked and
solved. As for the procedures, care should be taken that, before the shareholders meeting is held on October
1, a list of shareholders is submitted if applying for registration. I strongly suggest you examine the current
status of your company’s shareholders by looking at the list and all documents kept domestically.
Wazabee Certified Public Tax Accountant
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