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東海エコノミック・レポート
まる分かり！NEWS旬

　大相撲9月場所では、大関・日馬富士が、2場所

連続の全勝優勝を飾り横綱に昇進した。今回注目

したのは人気の取組にかかる懸賞金の本数と景

気動向との関連である。１本6万円の懸賞金は、企

業の広告宣伝費として企業業績に影響を受ける

ため、景気との連動性が高いと考えられる。

　まず、2002年1月の初場所以降の懸賞本数をみ

ると、景気循環の転換点（山、谷）にあたる時期の

懸賞本数が、それぞれピークやボトムに近い本数

を記録している。例えば、戦後最長の景気回復局

面となった2002年1月を景気の谷とする上昇局面

では2002年初場所（1月）の懸賞本数が380と、前

後の底を打って上昇に転じている。その後は一進

一退を続けながら、徐々に懸賞本数は増加し、

2007年初場所（1月）で全場所中過去最高となる

1146本を記録した。

　この2007年初場所（1月）がこれまでの最高懸

賞本数だが、その後も高水準を維持し、2007年夏

場所（5月）で1109本（過去3番目）、翌2008年初場

所（1月）では1078本（同6番目）、2008年大阪場所

（3月）は1073本（同7番目）となった。この時期の世

界景気をみると、2007年夏頃から米国では住宅バ

ブルの崩壊が始まり、翌2008年9月のリーマンショッ

クで世界同時不況が決定的なものとなった。リー

マンショック時の2008年秋場所（9月）には777本、

翌九州場所（11月）には691本と本数は急落して

いる。2008年2月が景気の山と認定されたが、ちょ

うどその前後の初場所（1078本）と大阪場所

（1073本）でピークアウトしており、景気との連動性

は高いといえる。

　大相撲の懸賞金の本数を「3場所後方移動平

均（3場所分を移動させながら平均値をとったも

の）」でみると、さらに景気動向への連動性が分か

りやすくなる。2010年7月場所前に野球賭博問題

があったほか、2011年3月場所は八百長問題で開

催中止、同5月場所は技量審査場所としての開催

となったが、企業業績を通じて景気動向を表す一

致指数としての性格が認められる。

　さて、今年に入ってからの懸賞本数をみると、

2012年5月場所に1084本と東日本大震災以降の

ピークを打ち、続く7月場所では1048本と減少した

ものの、名古屋場所としての過去最高を記録し高

水準を維持した。しかし、直近の9月場所では1000

本の大台を大きく割り込み、懸賞本数は912本と、

３場所移動平均でもピークアウトした。このまま景気

後退局面に入るとは考えにくいが、震災や昨夏の

電力不足、タイ洪水の影響による自動車の挽回生

産が終了し、懸賞本数からみても景気が踊り場局

面を迎えた可能性が高いといえる。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

　 　　　  　　エコノミスト 内田俊宏）

大相撲の懸賞本数と景気動向
～秋場所の懸賞本数1000本割れで、景気はすでに踊り場局面入りか？～

反日デモの東海経済への影響

■反日デモの背景に中国の景気失速
　世界経済をけん引してきた中国経済の減速が鮮明と

なっている。欧州債務危機による外需の落ち込みで輸出

の伸びは1桁台と低空飛行を続け、製造業の生産活動に

ブレーキがかかり、工業生産は3年3カ月ぶりの低水準と

なった。一方、新車販売など個人消費は底堅い動きをみ

せているが、不動産価格が再び上昇する兆しをみせてお

り、リーマンショック後のような思い切った景気対策をとるこ

とは難しく、インフレを起こしかねない追加金融緩和なども

難しく、政策的な手詰まり感が漂っている。

　そうした中、不幸にも中国全土で反日デモの動きが拡大し

た。反日政策は不満分子のガス抜きという側面が大きいが、

同時に、中国政府による日本製品の不買運動の容認も行わ

れた。中国市場の乗用車出荷台数をみると、全メーカー計

で4月以降プラスに転じたが、中でも日系合弁メーカーの販

売は好調で7月までの累積販売台数は前年比で大幅プラス

となっていた（図表Ⅰ）。燃費性能に優れ販売好調だった日

系合弁メーカーに対して、中国政府の不買運動の容認が対

日経済制裁的な意味合いを持っているとみることもできる。

■日系自動車メーカーへの影響
　短期的には反日デモは収束へ向かい、停止に追い込ま

れていた工場の操業も再開されるだろうが、日本車ユー

ザーの被害を目の当たりにし、新たに日本車を購入する中

国人消費者は急減する可能性が高い。とりわけ家の中で

使う家電製品よりも、屋外の駐車場で人目につきやすい日

エコノミスト 内田俊宏

本車の販売への影響が

大きいとみられる。中国

の8月単月の新車販売

台数では、前年同月比

でトヨタなど4社が前年

比マイナスに転じ、2桁

増が続いていた日産も

0.6％増にとどまるなど、

反日デモの影響が出始

めている。9月以降は単

月の減少率が3割以上のマイナスとなる可能性が高い。

■管内輸出への影響
　中国で日系合弁メーカーの販売シェアが急減すれば、中

国向けの自動車部品輸出が減少する可能性が高い。名

古屋税関管内の輸出額は、2012年上半期の対世界輸出

のうち中国向けが14.0％を占めており、米国に次ぐ重要な

輸出先となっている。品目にみると、輸送用機器が全体の

26.8％を占めるが、その8割が自動車部品である（図表Ⅱ）。

現地日系メーカーのシェア低下により中国向け自動車部品

の輸出が減少し、管内輸出もマイナスに転じる可能性が高

い。さらに、日系工場向けの工作機械などの輸出も徐々に

減少することが予想され、年末にかけ、生産財全体の輸出

が大幅減となる可能性が高まっている。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

　 　　　  　　エコノミスト 内田俊宏）
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■図表Ⅰ　中国の乗用車出荷台数（主要日系合弁メーカー）

（出所）FOURIN「中国自動車調査月報」
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（出所）名古屋税関（出所）名古屋税関（出所）名古屋税関（出所）名古屋税関（出所）名古屋税関（出所）名古屋税関（出所）名古屋税関（出所）名古屋税関（出所）名古屋税関（出所）名古屋税関

輸送用機器
２６．８％
（うち 自動車部品
２１．６％）

輸送用機器
２６．８％
（うち 自動車部品
２１．６％）

一般機械
２４．７％
（うち 金属加工機械
５．３％）

一般機械
２４．７％
（うち 金属加工機械
５．３％）

電気機器
１８．５％
電気機器
１８．５％

化学製品
８．８％
化学製品
８．８％

その他
１０．４％
その他
１０．４％

原料別製品
１０．９％
（うち 鉄鋼 ３．０％）

原料別製品
１０．９％
（うち 鉄鋼 ３．０％）

■懸賞本数（3場所後方移動平均）
（本数）
1200

1000

800

600

400

200

0
0302 04 05 06 07 08 09 10 11 12（年）

2008.2
景気の山

2009.3
景気の谷

2002.1
景気の谷

東日本大震災

リーマンショック

エコカー補助金終了

（出所）日本相撲協会
（注）2011年 3月場所は開催中止、5月場所は技量審査場所

一汽トヨタ
広汽トヨタ
東風日産

東風ホンダ
広汽ホンダ
総合計



東海エコノミック・レポート
まる分かり！NEWS旬

　大相撲9月場所では、大関・日馬富士が、2場所

連続の全勝優勝を飾り横綱に昇進した。今回注目

したのは人気の取組にかかる懸賞金の本数と景

気動向との関連である。１本6万円の懸賞金は、企

業の広告宣伝費として企業業績に影響を受ける

ため、景気との連動性が高いと考えられる。

　まず、2002年1月の初場所以降の懸賞本数をみ

ると、景気循環の転換点（山、谷）にあたる時期の

懸賞本数が、それぞれピークやボトムに近い本数

を記録している。例えば、戦後最長の景気回復局

面となった2002年1月を景気の谷とする上昇局面

では2002年初場所（1月）の懸賞本数が380と、前

後の底を打って上昇に転じている。その後は一進

一退を続けながら、徐々に懸賞本数は増加し、

2007年初場所（1月）で全場所中過去最高となる

1146本を記録した。

　この2007年初場所（1月）がこれまでの最高懸

賞本数だが、その後も高水準を維持し、2007年夏

場所（5月）で1109本（過去3番目）、翌2008年初場

所（1月）では1078本（同6番目）、2008年大阪場所

（3月）は1073本（同7番目）となった。この時期の世

界景気をみると、2007年夏頃から米国では住宅バ

ブルの崩壊が始まり、翌2008年9月のリーマンショッ

クで世界同時不況が決定的なものとなった。リー

マンショック時の2008年秋場所（9月）には777本、

翌九州場所（11月）には691本と本数は急落して

いる。2008年2月が景気の山と認定されたが、ちょ

うどその前後の初場所（1078本）と大阪場所

（1073本）でピークアウトしており、景気との連動性

は高いといえる。

　大相撲の懸賞金の本数を「3場所後方移動平

均（3場所分を移動させながら平均値をとったも

の）」でみると、さらに景気動向への連動性が分か

りやすくなる。2010年7月場所前に野球賭博問題

があったほか、2011年3月場所は八百長問題で開

催中止、同5月場所は技量審査場所としての開催

となったが、企業業績を通じて景気動向を表す一

致指数としての性格が認められる。

　さて、今年に入ってからの懸賞本数をみると、

2012年5月場所に1084本と東日本大震災以降の

ピークを打ち、続く7月場所では1048本と減少した

ものの、名古屋場所としての過去最高を記録し高

水準を維持した。しかし、直近の9月場所では1000

本の大台を大きく割り込み、懸賞本数は912本と、

３場所移動平均でもピークアウトした。このまま景気

後退局面に入るとは考えにくいが、震災や昨夏の

電力不足、タイ洪水の影響による自動車の挽回生

産が終了し、懸賞本数からみても景気が踊り場局

面を迎えた可能性が高いといえる。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

　 　　　  　　エコノミスト 内田俊宏）

大相撲の懸賞本数と景気動向
～秋場所の懸賞本数1000本割れで、景気はすでに踊り場局面入りか？～

反日デモの東海経済への影響

■反日デモの背景に中国の景気失速
　世界経済をけん引してきた中国経済の減速が鮮明と

なっている。欧州債務危機による外需の落ち込みで輸出

の伸びは1桁台と低空飛行を続け、製造業の生産活動に

ブレーキがかかり、工業生産は3年3カ月ぶりの低水準と

なった。一方、新車販売など個人消費は底堅い動きをみ

せているが、不動産価格が再び上昇する兆しをみせてお

り、リーマンショック後のような思い切った景気対策をとるこ

とは難しく、インフレを起こしかねない追加金融緩和なども

難しく、政策的な手詰まり感が漂っている。

　そうした中、不幸にも中国全土で反日デモの動きが拡大し

た。反日政策は不満分子のガス抜きという側面が大きいが、

同時に、中国政府による日本製品の不買運動の容認も行わ

れた。中国市場の乗用車出荷台数をみると、全メーカー計

で4月以降プラスに転じたが、中でも日系合弁メーカーの販

売は好調で7月までの累積販売台数は前年比で大幅プラス

となっていた（図表Ⅰ）。燃費性能に優れ販売好調だった日

系合弁メーカーに対して、中国政府の不買運動の容認が対

日経済制裁的な意味合いを持っているとみることもできる。

■日系自動車メーカーへの影響
　短期的には反日デモは収束へ向かい、停止に追い込ま

れていた工場の操業も再開されるだろうが、日本車ユー

ザーの被害を目の当たりにし、新たに日本車を購入する中

国人消費者は急減する可能性が高い。とりわけ家の中で

使う家電製品よりも、屋外の駐車場で人目につきやすい日

エコノミスト 内田俊宏

本車の販売への影響が

大きいとみられる。中国

の8月単月の新車販売

台数では、前年同月比

でトヨタなど4社が前年

比マイナスに転じ、2桁

増が続いていた日産も

0.6％増にとどまるなど、

反日デモの影響が出始

めている。9月以降は単

月の減少率が3割以上のマイナスとなる可能性が高い。

■管内輸出への影響
　中国で日系合弁メーカーの販売シェアが急減すれば、中

国向けの自動車部品輸出が減少する可能性が高い。名

古屋税関管内の輸出額は、2012年上半期の対世界輸出

のうち中国向けが14.0％を占めており、米国に次ぐ重要な

輸出先となっている。品目にみると、輸送用機器が全体の

26.8％を占めるが、その8割が自動車部品である（図表Ⅱ）。

現地日系メーカーのシェア低下により中国向け自動車部品

の輸出が減少し、管内輸出もマイナスに転じる可能性が高

い。さらに、日系工場向けの工作機械などの輸出も徐々に

減少することが予想され、年末にかけ、生産財全体の輸出

が大幅減となる可能性が高まっている。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

　 　　　  　　エコノミスト 内田俊宏）

（前年同期比、％）

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2012.1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 1-8（月）

■図表Ⅰ　中国の乗用車出荷台数（主要日系合弁メーカー）

（出所）FOURIN「中国自動車調査月報」

（出所）名古屋税関

■図表Ⅱ　中国向け輸出品目シェア（2012年上半期）

輸送用機器
２６．８％
（うち 自動車部品
２１．６％）

輸送用機器
２６．８％
（うち 自動車部品
２１．６％）

一般機械
２４．７％
（うち 金属加工機械
５．３％）

一般機械
２４．７％
（うち 金属加工機械
５．３％）

電気機器
１８．５％
電気機器
１８．５％

化学製品
８．８％
化学製品
８．８％

その他
１０．４％
その他
１０．４％

原料別製品
１０．９％
（うち 鉄鋼 ３．０％）

原料別製品
１０．９％
（うち 鉄鋼 ３．０％）

■懸賞本数（3場所後方移動平均）
（本数）
1200

1000

800

600

400

200

0
0302 04 05 06 07 08 09 10 11 12（年）

2008.2
景気の山

2009.3
景気の谷

2002.1
景気の谷

東日本大震災

リーマンショック

エコカー補助金終了

（出所）日本相撲協会
（注）2011年 3月場所は開催中止、5月場所は技量審査場所

一汽トヨタ
広汽トヨタ
東風日産

東風ホンダ
広汽ホンダ
総合計



　東海経済は、横ばい圏で推移しているが、一部
に弱い動きがみられる。東海３県の鉱工業生産は
３ヶ月連続で減少し、雇用環境の改善が頭打ちと
なったほか、賃金も減少しつつある。個人消費は、
好調だった自動車販売がエコカー補助金終了前
の駆け込みもあまり見られないまま鈍っており、スー
パーやコンビニ販売額も２ヶ月連続で減少した。企
業の設備投資は増加傾向にあるものの、輸出の

伸びは一服し、生産も減少している。
　今後は、エコカー補助金終了による落ち込みを
新車投入効果でカバーできない可能性が高く、自
動車の生産水準はさらに低下すると見込まれる。
欧州財政金融危機に加え、中国経済の減速によ
り輸出の伸びが鈍化しており、欧米の追加金融緩
和の効果や円高、反日デモの影響など、輸出環境
の変化に注意が必要である。

　7月の東海3県の鉱工業生産指数は前月比
－2.1％と3ヶ月連続で低下した。自動車の挽回
生産が一段落したことに加え、エコカー補助金
終了を睨んで生産が減少している。輸送機械

（＋1.2％）は上昇したが、自動車向けのプラス
チック製品（－1.4％）や一般機械（－0.6％）など
が低下し、東海3県の生産全体では全国を上
回る低下幅となった。スマートフォン向けが好調
だった電子部品・デバイスも－18.3％と大きく低
下した。先行きは、エコカー補助金終了や輸出
鈍化により弱い動きが続くと見込まれる。

・景気全般　概ね横ばい圏。生産減により雇用・所得環境が弱含んでいる。輸出の伸びも弱まっている。
・生　　産　自動車の増産が一服し、自動車部品や工作機械など関連産業の生産にも波及している。
・雇　　用　愛知県の有効求人倍率は前月比で14ヶ月ぶりに悪化、岐阜県も同8ヶ月ぶりに悪化した。
・賃　　金　所定外給与の伸びが弱まり、現金給付額が減少したほか、勤め先収入と定期収入も減少した。

・世界景気　米中景気の先行き不透明感、欧州の財政金融危機の行方、世界的な追加金融緩和の効果
・企業活動　エコカー補助金終了後の自動車生産・販売動向、円高再燃の懸念、中国の反日デモの影響
・家　　計　雇用・所得環境の先行き、自動車生産の減少が消費者マインドに与える影響

3ヶ月前～

景気全般

個人消費

住宅投資

設備投資

公共投資

輸　出

輸　入

生　産

雇　用

賃　金

～3ヶ月後現　況 3ヶ月前～ ～3ヶ月後現　況

（注）1.3ヶ月前～、～3ヶ月後は「現況」の変化の方向感（改善、横ばい、悪化）を表し、「現況」は現在の水準を天気マークで表す。
　   2.シャドー部分は、前月から矢印および天気マークを変更した項目を表す。

本レポートの全文は、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社ホームページ参照
【http://www.murc.jp/report/research/list.php?s[ ]=201】

グラフで見る東海経済（2012年9月）

［生産動向］　自動車生産のピークアウトにより、減少傾向が続いている

　消費者マインドを表す消費者態度指数（東海､
一般世帯､原数値）は震災からの改善傾向が続
いており、8月は前月比＋1.2ポイントと上昇した。東
海の消費者心理は改善傾向を維持しているもの
の、自動車生産のピークアウトにともなって一進一
退を続けている。トヨタの生産計画では9月以降に
さらなる低下が見込まれており、消費者マインドへ
の悪影響が懸念される。加えて、好調だった東海
3県の新車登録台数（乗用車、除く軽）は、エコ

カー補助金終了を控え、前年比＋42.5％まで伸び

が鈍化してきている。度重なる買い替え支援策に

より需要を先食いした面も大きく、秋以降の各

メーカーの新車投入効果も限定的である可能性

が高い。消費者マインドの低下により徐々に反動

減が出てくることも懸念される。

［個人消費］　消費者心理は一進一退が続くが、秋以降のマインド悪化を懸念

今月の景気判断

今月の景気予報

今月のポイント

当面の注目材料 （年、月次）

（万台,季節調整値）

（注1）東海4県=愛知、岐阜、三重、静岡。
（注2）トヨタ国内生産台数はMURCにて季節調整。
（出所）内閣府「消費動向調査」、トヨタ自動車生産「国内販売・輸出実績」
　　　中部経済新聞「トヨタ生産計画」
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東海エコノミック・レポート

Date　　　・　　　　・

No

生産（東海3県）
出荷（中部5県）
在庫（中部5県）
生産（全国）

（注1）東海3県=愛知、岐阜、三重。中部5県=愛知、岐阜、三重、富山、石川。
（注2）生産（全国）の「○」は製造工業生産予測結果から試算した予測。
（出所）経済産業省「鉱工業指数」、中部経済産業局「管内鉱工業指数」

（年、月次）

（2005年=100,季節調整値）
■鉱工業生産指数

■トヨタ国内生産台数と消費者態度指数（一般世帯、原数値）
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■リーマンショック後のインドネシア経済
　リーマンショック翌年の2009年に、主要な新
興国が軒並みマイナスの経済成長率に陥る
中、中国、インド、インドネシアはプラスの経済成
長率を維持しましたが、その中でも、インドネシア
経済の復活ぶりが世界の注目を集めています。
インドネシアでは、主力輸出品である一次産品
の価格上昇の影響による所得環境好転や、金
融サービスへのアクセス拡大などを背景に、個
人消費が好調であり、内需主導の景気拡大が
続いています。
■ 政治の安定とルピア高が景気堅調の基盤
　インドネシアの景気拡大を下支えしている重要
な要因のひとつとして、ルピア高が挙げられます。
このルピア高は、政治社会情勢の安定化や一
次産品価格上昇による経常黒字拡大などに
よって、インドネシアに対する外国投資家の信認
が向上したことなどによるものです。ルピア高のも
とで、物価が安定し、金利が低下していること
が、インドネシアの内需拡大を後押ししていると
言えます。
■ 運が良かった？インドネシア
　リーマンショック後にインドネシア経済がマイナ
ス成長にならなかった理由として、「運の良さ」も
あったと言えます。つまり、経済構造や金融セク
ターのグローバル化への対応が遅れていたた
め、たまたまリーマンショックの打撃を免れたとい
うことです。具体的には、インドネシア経済の輸出
依存度が低いことから海外景気後退の影響を
受けにくく、また、金融部門が未発達だったため
金融機関がデリバティブ商品を保有していな
かったという２点が、リーマンショックのインドネシ
ア経済へのマイナス影響を遮断したと言えます。

■ 日本企業が再びインドネシアに注目
　リーマンショック後に主要な新興国が軒並み
マイナスの経済成長に陥る中、インドネシア経済
がプラス成長になったことで、世界の投資家がイ
ンドネシアを見る目も変わりました。アジア通貨危
機後の政治情勢混乱でインドネシアに警戒感を
持っていた日本企業も、再びインドネシアに注目
するようになりました。特に、インドネシアの巨大な
個人消費市場への関心度が高まっており、最近
では、無印良品や楽天など、インドネシア国内の
個人消費市場をターゲットとした日本企業の進
出が目立ちます。
■ インドネシアで売れる商品とは？
　日本企業は、インドネシア人のテーストに合う
商品の開発に取り組んでいます。例えば、東芝
は、停電した場合でも２時間は視聴できる電池
内蔵型の「パワーTV」を販売しています。これ
は、電力事情が悪く停電が多いインドネシアに適
合した商品として人気を呼んでいます。ただし、
他の家電製品については、低価格攻勢をかけ
る中国勢や韓国勢が急激にシェアを伸ばしてい
るようです。
　一方、高所得層が購入層である自動車につ
いては、やはりサービスが大切なので、メンテナン
スサービス網が充実した日系メーカーの車が人
気です。また中間層が買うオートバイも、品質が
良くメンテナンスサービス体制の整った日本製品
が圧倒的に優位であり、インドネシアのオートバイ
は9割以上が日本メーカー製であると見られてい
ます。
（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　
　　　 調査部 副主任研究員 堀江正人）

脚光を浴びるインドネシア経済の復活

　このところ、以前にも増して「女性の視点を商
品やサービスの開発に活かしたい」という相談を
よく受けるようになりました。リーマンショック以降は
消費意欲が旺盛な女性の需要を取り込みたいと
いう企業側の狙いもあるのでしょう。ホテルのレデ
ィースプランや居酒屋の女子会プラン、子育て中
のママに優しい車など、女性を強く意識した商品
やサービスを目にする機会も増えています。
　多くの企業では、従来のように男性中心の商
品開発・マーケティングのみに頼ることなく「女性
自身が欲しいと思う商品を、自ら参画して作るこ
と」が今まで以上に重要になっています。
　では、「女性の視点を活かした商品開発」とは
どういうことなのでしょうか。
　一般的に商品開発では、開発者自身が「これ
は良い」「愛情を持って育てたい」と思えるもので
なければ、売れる商品にはなりません。女性視点
での商品開発を進めるならば、開発メンバーに女
性社員を加えましょう。そんなの当たり前だと思う
かもしれませんが、まずはこれが第一歩です。マ
ーケティングや商品企画未経験の女性社員でも
構いません。開発者である前に、１人の消費者で
あることを自覚して開発に臨んでもらうことが必要
です。そして、開発リーダーは女性メンバーに「あ
なたが欲しい商品を作りなさい」と伝えます。
　とはいえ、自分が欲しい商品を見つけるのは簡
単なことではありません。「何か欲しいものある？」
と聞かれて、すぐに思いつく人は決して多くありま
せん。自分が欲しいものを見つけるには、過去の
自分の経験や感情を振り返り、考える時間が必要
です。一定の期間を与えて複数のアイデアを出し
てもらった上で、商品コンセプトを固めます。
　コンセプトが固まったら、商品やサービス仕様を
作り込みます。この段階で、ターゲット顧客から意

見を聴くことが重要です。これは通常の商品開発
でも同様ですが、女性社員だけで開発をした場
合、協調性を重んじるあまり他人の意見を否定で
きず、なかなかアイデアが深まらないことがありま
す。また、女性の場合、「自分が欲しい商品を作
れ」と言うと、趣味に走るケースも想定されます。
確かに「自分が欲しい商品」ではありますが、そ
れが市場に受け入れられ、売れる商品になるか
否かを検証する必要があります。
　「女性視点の商品企画」というと、BtoCのイメ
ージが強いかもしれません。先日、BtoBの機械メ
ーカーで興味深い話をうかがいましたので、最後
にご紹介させていただきます。
　そのメーカーでは、食品をフリーズドライにする
機械を製造しています。納入先の食品メーカー
では、従来、機械のオペレーターの大半が男性
でしたが、徐々に女性のオペレーターも増えてき
ました。そこで、設計段階で、女性の体格を考慮
してハンドルの位置を従来よりも低くしたり、力を
かけずに操作できるようにするなど、さまざまな工
夫を行いました。その結果、お客様から「女性に
優しい現場になっただけでなく、高齢者にも働き
やすい環境になった」とお褒めの言葉をいただ
いたそうです。
　女性の社会進出に伴い、新たなニーズやビジ
ネスチャンスが生まれています。しかし、それに気
づいている企業は少ないのが現状です。社会環
境の変化に目を向け、女性視点の商品開発を推
進していくことで、従来の商品・サービスの再活性
化、さらには新たな市場の開拓にも繋がっていく
ことでしょう。
（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング
　       　　経営戦略部 コンサルタント 有馬祥子）
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　リーマンショック翌年の2009年に、主要な新
興国が軒並みマイナスの経済成長率に陥る
中、中国、インド、インドネシアはプラスの経済成
長率を維持しましたが、その中でも、インドネシア
経済の復活ぶりが世界の注目を集めています。
インドネシアでは、主力輸出品である一次産品
の価格上昇の影響による所得環境好転や、金
融サービスへのアクセス拡大などを背景に、個
人消費が好調であり、内需主導の景気拡大が
続いています。
■ 政治の安定とルピア高が景気堅調の基盤
　インドネシアの景気拡大を下支えしている重要
な要因のひとつとして、ルピア高が挙げられます。
このルピア高は、政治社会情勢の安定化や一
次産品価格上昇による経常黒字拡大などに
よって、インドネシアに対する外国投資家の信認
が向上したことなどによるものです。ルピア高のも
とで、物価が安定し、金利が低下していること
が、インドネシアの内需拡大を後押ししていると
言えます。
■ 運が良かった？インドネシア
　リーマンショック後にインドネシア経済がマイナ
ス成長にならなかった理由として、「運の良さ」も
あったと言えます。つまり、経済構造や金融セク
ターのグローバル化への対応が遅れていたた
め、たまたまリーマンショックの打撃を免れたとい
うことです。具体的には、インドネシア経済の輸出
依存度が低いことから海外景気後退の影響を
受けにくく、また、金融部門が未発達だったため
金融機関がデリバティブ商品を保有していな
かったという２点が、リーマンショックのインドネシ
ア経済へのマイナス影響を遮断したと言えます。

■ 日本企業が再びインドネシアに注目
　リーマンショック後に主要な新興国が軒並み
マイナスの経済成長に陥る中、インドネシア経済
がプラス成長になったことで、世界の投資家がイ
ンドネシアを見る目も変わりました。アジア通貨危
機後の政治情勢混乱でインドネシアに警戒感を
持っていた日本企業も、再びインドネシアに注目
するようになりました。特に、インドネシアの巨大な
個人消費市場への関心度が高まっており、最近
では、無印良品や楽天など、インドネシア国内の
個人消費市場をターゲットとした日本企業の進
出が目立ちます。
■ インドネシアで売れる商品とは？
　日本企業は、インドネシア人のテーストに合う
商品の開発に取り組んでいます。例えば、東芝
は、停電した場合でも２時間は視聴できる電池
内蔵型の「パワーTV」を販売しています。これ
は、電力事情が悪く停電が多いインドネシアに適
合した商品として人気を呼んでいます。ただし、
他の家電製品については、低価格攻勢をかけ
る中国勢や韓国勢が急激にシェアを伸ばしてい
るようです。
　一方、高所得層が購入層である自動車につ
いては、やはりサービスが大切なので、メンテナン
スサービス網が充実した日系メーカーの車が人
気です。また中間層が買うオートバイも、品質が
良くメンテナンスサービス体制の整った日本製品
が圧倒的に優位であり、インドネシアのオートバイ
は9割以上が日本メーカー製であると見られてい
ます。
（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　
　　　 調査部 副主任研究員 堀江正人）

脚光を浴びるインドネシア経済の復活

　このところ、以前にも増して「女性の視点を商
品やサービスの開発に活かしたい」という相談を
よく受けるようになりました。リーマンショック以降は
消費意欲が旺盛な女性の需要を取り込みたいと
いう企業側の狙いもあるのでしょう。ホテルのレデ
ィースプランや居酒屋の女子会プラン、子育て中
のママに優しい車など、女性を強く意識した商品
やサービスを目にする機会も増えています。
　多くの企業では、従来のように男性中心の商
品開発・マーケティングのみに頼ることなく「女性
自身が欲しいと思う商品を、自ら参画して作るこ
と」が今まで以上に重要になっています。
　では、「女性の視点を活かした商品開発」とは
どういうことなのでしょうか。
　一般的に商品開発では、開発者自身が「これ
は良い」「愛情を持って育てたい」と思えるもので
なければ、売れる商品にはなりません。女性視点
での商品開発を進めるならば、開発メンバーに女
性社員を加えましょう。そんなの当たり前だと思う
かもしれませんが、まずはこれが第一歩です。マ
ーケティングや商品企画未経験の女性社員でも
構いません。開発者である前に、１人の消費者で
あることを自覚して開発に臨んでもらうことが必要
です。そして、開発リーダーは女性メンバーに「あ
なたが欲しい商品を作りなさい」と伝えます。
　とはいえ、自分が欲しい商品を見つけるのは簡
単なことではありません。「何か欲しいものある？」
と聞かれて、すぐに思いつく人は決して多くありま
せん。自分が欲しいものを見つけるには、過去の
自分の経験や感情を振り返り、考える時間が必要
です。一定の期間を与えて複数のアイデアを出し
てもらった上で、商品コンセプトを固めます。
　コンセプトが固まったら、商品やサービス仕様を
作り込みます。この段階で、ターゲット顧客から意

見を聴くことが重要です。これは通常の商品開発
でも同様ですが、女性社員だけで開発をした場
合、協調性を重んじるあまり他人の意見を否定で
きず、なかなかアイデアが深まらないことがありま
す。また、女性の場合、「自分が欲しい商品を作
れ」と言うと、趣味に走るケースも想定されます。
確かに「自分が欲しい商品」ではありますが、そ
れが市場に受け入れられ、売れる商品になるか
否かを検証する必要があります。
　「女性視点の商品企画」というと、BtoCのイメ
ージが強いかもしれません。先日、BtoBの機械メ
ーカーで興味深い話をうかがいましたので、最後
にご紹介させていただきます。
　そのメーカーでは、食品をフリーズドライにする
機械を製造しています。納入先の食品メーカー
では、従来、機械のオペレーターの大半が男性
でしたが、徐々に女性のオペレーターも増えてき
ました。そこで、設計段階で、女性の体格を考慮
してハンドルの位置を従来よりも低くしたり、力を
かけずに操作できるようにするなど、さまざまな工
夫を行いました。その結果、お客様から「女性に
優しい現場になっただけでなく、高齢者にも働き
やすい環境になった」とお褒めの言葉をいただ
いたそうです。
　女性の社会進出に伴い、新たなニーズやビジ
ネスチャンスが生まれています。しかし、それに気
づいている企業は少ないのが現状です。社会環
境の変化に目を向け、女性視点の商品開発を推
進していくことで、従来の商品・サービスの再活性
化、さらには新たな市場の開拓にも繋がっていく
ことでしょう。
（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング
　       　　経営戦略部 コンサルタント 有馬祥子）

「女性視点の商品開発」とは？

東海エコノミック・レポート

東南アジア情報

　このところ、以前にも増して「女性の視点を商

「女性視点の商品開発」とコンサルティ
ング情報



税理士法人 中央総研
代表社員会長 小島 興一（公認会計士・税理士）2011・2012年度税制改正の概要（その3）

税制トピック

　2011年12月および2012年4月に施行された2011年と2012年度の税制改正のうち①法

人税については2012年春号（Vol.40）、②所得税については2012年夏号（Vol.41）におい

て、そのポイントを解説いたしました。本号では相続税や贈与税など資産税関係の改正点につ

いて、そのポイントを解説いたします。

相続税の連帯納付義務が緩和された　Ⅰ

～資産税関係の改正ポイント～

直系尊属の住宅取得資金の贈与制度が改正された

住宅資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度が延長された

Ⅱ

Ⅲ

（１）改正前は厳しい義務が課されていた

　同じ被相続人から相続などによって財産を取得した人は、その相続などにより取得した財産に係る相続税につ

いて、その相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付義務を有していました。

　そのため、相続人のなかに相続税額を延納している人がいる場合には、いつまでも連帯納付義務を負い続ける

というケースが生じていました。

　連帯納税義務者に長期間の不安を与えることを防ぐとともに、一般の納税者との公平を確保するために次の場合

には、次の相続税額については連帯納付義務を負わないことになりました。

①　申告期限から5年を経過した場合・・・

　　納付すべき相続税額に係る相続税について、申告期限等から5年を経過する日までに税務署長が連帯納税義

　　務者に対して納付通知書を送付していない場合、その相続税額。

②　延納の許可を受けた場合・・・

　　納税義務者が延納の許可を受けた場合には、延納の許可を受けた相続税額。

③　納税猶予の適用を受けた場合・・・

　　納税義務者が相続税について、非上場株式の納税猶予などの適用を受けた場合、納税猶予された相続税額。

　　この改正は、2012年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税に適用されますが、2012年3月31日以前に申

　　告期限等が到来した相続税で2012年4月1日において未納となっているものについても準用されます。

（２）改正により一定の条件を満たせば連帯納付義務を負わないことになった

（１）住宅用の家屋の区分に応じて非課税限度額が異なる

　直系尊属（父母・祖父母など）から贈与により住宅用家屋の新築・取得・増改築などに充てるための金銭を取得

した場合の贈与税の非課税限度額（改正前の2011年は1,000万円）が、新築等した次の住宅用家屋の区分に応

じ、次の金額に改正されました。

（2）特例の対象となる床面積に上限が設けられた

　この特例の対象となる住宅用家屋の床面積については、改正前は50㎡以上とされていただけでしたが、2012

年の改正で床面積は240㎡以下という上限（東日本大震災の被災者は除く）が設けられました。

（3）贈与税の基礎控除などとの併用が可能である

　この住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度は、通常の暦年単位の贈与税の基礎控除（110万円）

や相続時の精算課税の特例（2,500万円）などの他の制度との併用も可能です。

　なお、この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、その資金の全額を住宅用家

屋の新築等の対価に充て、同日までに居住することが適用要件です。そのため、分譲住宅や分譲マンションの取

得の場合は、同日までに引渡しを受けていることが必要です。

注）東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額は、上表のように
逓減しないで2014年までエコ住宅または耐震住宅については1,500万円、その他の住宅は1,000万円とされています。

（１）相続時精算課税制度が2014年まで延長された

　高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転するために、選択により通常の暦年贈与に代えて贈与時に非

課税枠2,500万円を超える部分について一律20％の贈与税を納付し、相続時に贈与財産を相続財産に含めた相

続税で精算する仕組みを「相続時精算課税制度」といいますが、この制度の適用期限が2011年12月31日から

2014年12月31日まで延長されました。

贈与年

2012年中の贈与

2013年中の贈与

2014年中の贈与

左記以外の住宅

1,000万円

700万円

500万円

省エネまたは耐震住宅

1,500万円

1,200万円

1,000万円
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　同じ被相続人から相続などによって財産を取得した人は、その相続などにより取得した財産に係る相続税につ

いて、その相続により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付義務を有していました。

　そのため、相続人のなかに相続税額を延納している人がいる場合には、いつまでも連帯納付義務を負い続ける

というケースが生じていました。

　連帯納税義務者に長期間の不安を与えることを防ぐとともに、一般の納税者との公平を確保するために次の場合

には、次の相続税額については連帯納付義務を負わないことになりました。

①　申告期限から5年を経過した場合・・・

　　納付すべき相続税額に係る相続税について、申告期限等から5年を経過する日までに税務署長が連帯納税義
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じ、次の金額に改正されました。
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　この特例の対象となる住宅用家屋の床面積については、改正前は50㎡以上とされていただけでしたが、2012
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得の場合は、同日までに引渡しを受けていることが必要です。

注）東日本大震災の被災者が直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額は、上表のように
逓減しないで2014年までエコ住宅または耐震住宅については1,500万円、その他の住宅は1,000万円とされています。

（１）相続時精算課税制度が2014年まで延長された

　高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転するために、選択により通常の暦年贈与に代えて贈与時に非
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税制トピック

国外財産調書制度が創設された　　　Ⅳ
税理士法人中央総研　代表社員 蒔田知子

「経営承継円滑化法を使いこなす!!」－その②民法特例－
　せっかく後継者に自社株を生前贈与しても、遺留分を侵害する生前贈与は効力を否定される等の遺留
分の制約にも、以下の特例で負担軽減が図られています。

事業承継ワンポイントコーナー

贈与者

受贈者

非課税限度

相続時の取扱い

住宅取得資金の贈与税の非課税制度

相続税・贈与税の申告要件などが緩和された　　　　　　Ⅴ

　後継者が現経営者から生前贈与により取得した自社株式について、遺留分算定の基礎財産に
含めない合意。

（１）除外合意

　後継者が現経営者から生前贈与により取得した自社株式について、遺留分算定の基礎財産に
算入する価額を贈与時点の価額に固定する合意。

（２）固定合意

　上記（1）（2）の合意をする場合には、自社株以外の事業用財産などを除外する合意や、後継者
以外の相続人の受ける財産についての除外合意も可能です。

（3）その他

＜利用方法＞

　この相続税精算課税制度の適用対象となる贈与者は65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に限定され

ていますが、住宅取得資金については、65歳以上の親という年齢制限はありません。

　そこで、P.8Ⅱの住宅取得資金の贈与税の非課税制度と住宅取得資金の相続時精算課税制度を比較要約し

ますと、次のとおりです。

　グローバル社会となり、個人が国外に多額の財産を保有するケースが増加しているため、国外財産の保有状況を

把握するために、次のような国外財産調書制度が創設されるとともに、国外財産調書の提出がない場合のペナルティ

制度が設けられました。

（2）住宅取得資金の贈与は贈与者の年齢制限はない

　相続税や贈与税における次の特例の適用を受ける場合、相続税や贈与税の申告書に適用を受ける旨の記載を

することが適用要件でしたが、これらの申告書、修正申告書または更正の請求書にその制度の適用を受ける旨その

他の事項の記載した書類の添付があるときも適用が受けることができるように当初申告要件が撤廃されました。

 ①　配偶者に対する相続税額の軽減

②　贈与税の配偶者控除

③　相続税額から控除する贈与税相当額等

（１）相続税・贈与税の特例の当初申告要件が撤廃された

　納税者が行う贈与税の更正の請求をすることができる期間が、6年（改正前は1年）に延長されました。

　上記（１）（２）の改正は、2011年12月2日以後に相続税、贈与税の申告書の提出期限が到来する相続税または贈

与税から適用されます。　

（2）贈与税の更正の請求期間が延長された

　居住者が、その年の12月31日に価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、国外財産の
種類、数量および価額などを記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署に提出しな
ければならなくなりました。
　なお、国外財産調書への記載が義務付けられている事項は、財産債務明細書への記載は不要とされました。
　この改正は、2014年1月1日以後に提出すべき国外財産調書から適用されます。

（1）国外財産調書の提出が義務付けられた

　国外財産に係る所得税や相続税の修正申告などにおいて過少申告加算税または無申告加算税が課される
場合に、期限内に提出された国外財産調書に修正申告などの起因となる国外財産に関する記載があるときは、
過少または無申告加算税は、その加算税の計算の基礎となるべき税額に5％を乗じた金額だけ軽減されます。

（2）国外財産調書の提出がある場合はペナルティが軽減される

　国外財産に係る所得税や相続税の修正申告などにおいて過少申告加算税または無申告加算税が課される
場合に、国外財産調書の期限内提出がないとき、または期限内提出の国外財産調書に修正申告の起因となる
国外財産の記載がないときは、過少または無申告加算税の額は、通常課される加算税の額に、その加算税の
計算基礎となるべき税額に5％を乗じた金額を上乗せした金額とされます。
　なお、国外財産調書に偽りの記載をしたり、正当な理由なく提出期限までに税務署長に提出しなかった場合
は、1年以下または50万円以下の罰金が課せられます。

（3）国外財産調書の提出がない場合はペナルティが上乗せされる

家屋の区分により異なり、2012年度は
1,500万円または1,000万円

贈与額の非課税限度額以下の金額は、
相続財産に加算しない

親・祖父母（年齢制限なし）

20歳以上で、所得金額2,000万円
以下である子・孫

住宅取得資金の相続時精算課税制度

贈与者1人につき限度額は2,500万円

相続時に贈与財産を相続財産に加算する

親（年齢制限なし）

20歳以上（代襲相続人を含む）の子

　書面による合意書（①合意が会社の経営の円滑化を図ることを目的とすること、②合意の内容、③一定
の場合に非後継者が取りうる措置を記載した書面）を作成する必要があります。→合意した日から１カ月
以内に経済産業大臣の確認を受けるための申請をします。→その確認を受けた日から１カ月以内に家庭
裁判所に許可の申し立てをします。合意については、推定相続人全員の合意が必要ですが、その後の申
請や申し立ては後継者が単独で行うことができます。
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経営アドバイス
事業、製品のスリム化へ向けて

■主要な産学連携制度

大学に相談する場合には

　委託者である企業等の人材を、大学で研究に携わる人材として受け入れる制度です。共同研究等を行うにあたり、大学

の研究者より指導や助言を受けることができます。

　世界経済のグローバル化と情報通信技術の進展による社会環境の変化の中で、日本の産業界には戦後の急成長

から脱皮し、革新的な技術を軸とするイノベーションが求められています。

　このような状況の中、「大学の力を借りての新技術の開発」、「社内教育のための大学の活用」等々、大学とのパート

ナーシップを通じた技術開発や人材育成、学術や産業界における幅広い人脈づくりが、企業のポテンシャルを高め、明

るい未来を創ります。

　名古屋工業大学（名工大）では、企業の皆様の様々なニーズに合う産学連携メニューをご用意し、皆様のお越しを

お待ちいたしております。

　まずは、サービスや製品開発での技術的な困りごとを「科学技術相談」としてご相談ください。経験豊富なスタッフが

皆様のニーズに合う産学連携制度をご紹介いたします。

　ご相談は無料です。まずは、名工大にて対応できるご相談かどうか、聴き取り調査等をさせていただきます。ご相談

内容に適した大学の研究者、あるいは他機関の研究者等をご紹介させていただき、日程を調整しご面談していただき

ます。その結果、引き続き研究者の指導、助言が必要となった場合には、学術指導制度を、研究としてのテーマが見つ

かれば共同研究制度をご利用いただくことになります。公的な補助制度についても、ご相談を受け付けております。

●まず、相談の目的をはっきりさせましょう。企業として何をしたいのか。そのためには何が必要か。新事業、新製品開発

　に係わる技術的な背景、市場性等をあらかじめ整理しておきましょう。

●研究開発に係わる資金が不足している場合には、公的な補助制度があります。補助金の活用も選択肢の一つです。

科学技術相談として不適切なもの

●サービスや製品の設計、製造

●商売（商品の試験、評価、販売）

●一般的な科学的知識

【科学技術相談のお申し込みは】
 中京銀行　営業統括部　情報開発グループ　  
 フリーダイヤル　0120-809-515　受付時間　平日9:00～17:00

受託研究 共同研究

企業単独

企業

大学単独

１ヶ月～１年
（更新あり）

専門知識の提供
技術的な指導

企業
（公的補助あり）

１年～
（更新あり）

分析・検証
サービス・技術開発

分担

企業

１年～
（更新あり）

分析・検証
サービス・技術開発

■研究員受け入れ制度

　新産業創出のための研究会や各種技術相談・講演会など名古屋工業大学産学官連携センターが中心となって行う

産学官連携事業への支援を行います。また会としても、会員の皆様と名古屋工業大学が密に連携を図れるよう各種事業

を行っています。本会では、新規会員を常時募集しております。活動内容をご理解いただき、是非ご入会ください。会費は

有料です（http://partner.ccr.nitech.ac.jp/）。

　企業の皆様には当会の様 な々活動を先端技術の情報収集、教員、研究者、および会員企業間における人脈づくりにお

役立ていただけましたら幸甚に存じます。

■名古屋工業大学研究協力会

【名工大が提供する産学連携制度のご紹介】

【科学技術相談】

＜科学技術相談の活用スキーム＞

産学官連携センター 学術指導

共同研究

受託研究

研究者の選定
↓

対応の可否決定
↓

面談日程の調整
↓
面接

企 

業

中
京
銀
行

 〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町
 名古屋工業大学　産学官連携センター
 TEL：052-735-5627／FAX：052-735-5542
 E-mail：c-socc@adm.nitech.ac.jp　HP：http://www.tic.nitech.ac.jp

研究の形態 

費用の負担 

研究の期間 

研究の内容 
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学術指導

名古屋工業大学 産学官連携センター



経営アドバイス
事業、製品のスリム化へ向けて
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産学官連携事業への支援を行います。また会としても、会員の皆様と名古屋工業大学が密に連携を図れるよう各種事業

を行っています。本会では、新規会員を常時募集しております。活動内容をご理解いただき、是非ご入会ください。会費は

有料です（http://partner.ccr.nitech.ac.jp/）。

　企業の皆様には当会の様 な々活動を先端技術の情報収集、教員、研究者、および会員企業間における人脈づくりにお

役立ていただけましたら幸甚に存じます。

■名古屋工業大学研究協力会

【名工大が提供する産学連携制度のご紹介】

【科学技術相談】

＜科学技術相談の活用スキーム＞

産学官連携センター 学術指導

共同研究

受託研究

研究者の選定
↓

対応の可否決定
↓

面談日程の調整
↓
面接

企 
業

中
京
銀
行

 〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町
 名古屋工業大学　産学官連携センター
 TEL：052-735-5627／FAX：052-735-5542
 E-mail：c-socc@adm.nitech.ac.jp　HP：http://www.tic.nitech.ac.jp

研究の形態 

費用の負担 

研究の期間 

研究の内容 
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中京さかえ会 会員 企業

：
：
：
：

お客さまからのメッセージ

三重電子株式会社（伊勢西支店お取引先）

自社のご紹介をお願いします

代表取締役社長 林雅哉

三重県多気郡明和町蓑村1168
昭和44年10月
1,000万円
電子機器事業、電子基盤の実装事業、表示機器事業、電子機器の卸売事業
生産設備事業、メカトロニクス事業、福祉機器事業

本　社
設　立
資本金
事業内容

：
：

70名
http://www.mie-elec.co.jp/

従業員
Ｈ　 Ｐ

　当社は、1969年に電子部品のアッセンブリー事業を開

始し、今日、電子基板への各種実装、液晶ディスプレイや

生産設備の設計・製造、電子機器の卸売事業にビジネス

の領域を広げています。より小型化・軽量化が進むエレク

トロニクス領域にあって、微細実装技術に着目し、これまで

培った技術を活かして独自マーケットを開拓しています。

　また生産設備事業などの機械技術を用いて機械技術

に革新をもたらす｢無接触伝送技術｣の開発・提供を進め

ており、技術面でのオンリーワンを追い求めています。

　変化の早いものづくりの世界で、当社のお役立ちできる

ところを探し、また世界に通用するワンアンドオンリーの技

術を確立し、お客さまの本当のお困りごとを解決できる

企業を目指しています。

経営理念｢きらりと光る、物つくり、
人つくり、会社つくり｣について

　｢企業は人なり｣の基本理念をもとに、得意分野で自由

に研究開発に取り組める環境を整えていることが、モチ

ベーションアップにつながっており、トップダウンではなく、業

務改善やお客さまへの提案などがボトムアップされる企

業風土を目指しています。

経営ビジョンについて教えてください

　当社は、電子部品アッセンブリーから創業しましたが、

90年代には、これまでの技術のノウハウを活かし、液晶

ディスプレイモジュールなど自社製品の開発・製造を開始

しました。また2006年に研究開発拠点事務所を開設し、

大学と連携しなから｢無接触伝送技術｣の研究・開発にも

取り組みました。

　こうした取り組みは、既存事業からの｢上乗せ｣｢横出し｣

で多角化を図り、自社の強みを活かして独自のマーケットを

開拓してきました。

　中期ビジョン2011として｢事業の多柱化により、顧客に

とって無くてはならない会社になろう｣を、私たちの目指す

こととして掲げています。

　当社の3つの成長戦略として、｢表示機器事業｣｢メカト

ロニクス事業｣｢福祉機器事業｣を位置づけ、新しい事業

モデルの構築、付加価値の高い技術での差別化、成長

が期待されるマーケットへの参入などを展開し、電子・機

械業界の困りごとを解決する、お客さまにとってなくてはな

らない会社を目指しています。

林社長は、流通業界から電子機器の業界に転職され、当時は随分苦労も多かったと思われますが、
持ち前のバイタリティで乗り越えてこられました。
林社長の夢として、「当地区（三重県伊勢）には、全国的に有名な和菓子の会社がありますが、
その会社に負けないぐらいに“伊勢に三重電子有り!”と言われるようになりたい」と語られました。産業用液晶ディスプレイ（表示機器事業）電子基板表面実装機（基板実装事業）

ACF貼り付け機（生産設備事業）

　大学を卒業後、当時は会社を継ぐことは考えておら

ず、東京で流通業の会社に就職し、テナントの販売促

進の企画などを担当していましたが、当社が事業の拡

大のため、海外企業との取引を開始するにあたり、前社

長であった父親から手伝ってほしいと言われて、当社に

入社しました。

　当時は、全く違う業種からの転職でありましたので、

技術の専門的な話よりも、「液晶業界で、一番愛想の良

い営業マン」として乗り切った思い出があります。

社長は他業種から入社されたと
聞きましたが

マーケットの潮目をとらえ、
新しい事業モデルを
構築する
（マーケティング）

付加価値の高い
技術で差別化する
（高付加価値）

■当社の3つの成長戦略

会社の
土台固め

基板実装事業
電子機器事業

これから成長する
マーケットへ参入する
（成長産業）

メ
カ
ト
ロ
ニ
ク
ス
事
業

表
示
機
器
事
業

福
祉
機
器
事
業

生
産
設
備
事
業
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関西プロパン瓦斯株式会社
http://www.kanpro.co.jp/　三重県津市末広町10番16号　TEL：059-227-6217

　「毎日をもっと安全に快適に・・かんプロは皆様の暮らし
のパートナーです」をモットーに、地域密着でLPガスを販
売しています。
　今、エネルギーを取巻く環境は大きな過渡期を迎えて
います。電力や都市ガスなど他エネルギーとの競合、また
社会全体のエネルギーに対する意識の高まり。その中で
LPガスが重要なエネルギーとしてお客様に選ばれるよう、
従業員一同鋭意努力して価値を創造していきたいと思
います。

石井 智之
１９５４年１０月

代表者名
設立年月

３，６００万円
36人

資 本 金
従業員数

石油製品（LPガス他）
ならびにガス器具の販売

業務内容

石井 智之　
代表取締役社長
１９７５年１２月３１日
三重県
トレイルランニング

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

：
：
：
：
：

会社紹介

（津支店お取引先）

：
：

：
：

：

日本システム開発株式会社
http://www.nskint.co.jp/　名古屋市中村区名駅4丁目2番28号名古屋第二埼玉ビル７F　TEL：052-551-1861

　自動車業界向けには、ナビ／地図関連ソフト・ECU
等のソフト開発（Android・Linux・iTron・T-kernel用）
やECU・電源ユニット・車載用IC等のハードウェア開発
を提供させていただいております。家電業界向けには、
各種アプリケーション、ポーティング／ドライバ開発等を
提供させていただいております。
　ECサイト構築においては、「コマース21」を利用した
大規模システムの構築を得意としています。

伊藤 富雄
１９８５年８月

代表者名
設立年月

１億１，７００万円
346人

資 本 金
従業員数

コンピュータ・ソフトウエアの
受託開発

業務内容

原 健文　
取締役 経理部長
１９７０年１０月２６日
愛知県
読書

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

：
：
：
：
：

会社紹介

（名古屋中央支店お取引先）

：
：

：
：

：

新規入会企業のご紹介中京21世紀クラブ

株式会社合同防災

木塚 邦夫　　　
取締役 営業部長
１９７６年２月８日
愛知県
読書・映画鑑賞

http://www.goudoubousai.co.jp/　愛知県東海市浅山１－１０７　TEL：052-601-3237

　私ども合同防災は、総合防災設備の専門業者として、
かけがえのない人命と、大切な財産を守るため充実した
技術スタッフと真心で皆様に安全をお届けします。
　『人と技術で今日も街を守ります』をモットーに、24時間
体制で迅速に対応し、お客様に安心していただける関
係を確立しています。
　20名以上のプロ技術者が在籍しており、さらなる技術
者の養成に力を注いでいます。
　防災に関するどんなちいさなことでもご相談下さい。

木塚 烈男
１９７２年１１月

代表者名
設立年月

１，０００万円
34人

資 本 金
従業員数

消防設備工事業・
電気工事業・管工事業

業務内容

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

：
：
：
：
：

会社紹介

（東海支店お取引先）

：
：

：
：

：

永曻建設株式会社

永井 利昌　　　　
課長
１９７８年２月１９日
愛知県
旅行・ゴルフ

愛知県稲沢市池部町2丁目47番地の１　TEL：0587-21-1131

　我社は昭和5年の創業より主に公共工事を主体と
して、80年余り地域の発展のために尽力してまいりま
した。いま公共事業投資が見直される中、建設会社と
しての真価が問われる時だと思います。当社としては、
長年培った技術と地元企業として地域の皆様から頂
いている信頼は変わらず守り続け、また時代の変化に
合わせて変わらなければいけない事は変革し、新しい
技術を取り入れ、これからも必要とされる企業を目指し
てまいります。

永井 喜文
１９７０年７月

代表者名
設立年月

４，０００万円
２０人

資 本 金
従業員数

総合建設業業務内容

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

：
：
：
：
：

会社紹介

（稲沢支店お取引先）

：
：

：
：

：
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等のソフト開発（Android・Linux・iTron・T-kernel用）
やECU・電源ユニット・車載用IC等のハードウェア開発
を提供させていただいております。家電業界向けには、
各種アプリケーション、ポーティング／ドライバ開発等を
提供させていただいております。
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かけがえのない人命と、大切な財産を守るため充実した
技術スタッフと真心で皆様に安全をお届けします。
　『人と技術で今日も街を守ります』をモットーに、24時間
体制で迅速に対応し、お客様に安心していただける関
係を確立しています。
　20名以上のプロ技術者が在籍しており、さらなる技術
者の養成に力を注いでいます。
　防災に関するどんなちいさなことでもご相談下さい。

木塚 烈男
１９７２年１１月

代表者名
設立年月

１，０００万円
34人

資 本 金
従業員数

消防設備工事業・
電気工事業・管工事業

業務内容

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

：
：
：
：
：

会社紹介

（東海支店お取引先）

：
：

：
：

：

永曻建設株式会社

永井 利昌　　　　
課長
１９７８年２月１９日
愛知県
旅行・ゴルフ

愛知県稲沢市池部町2丁目47番地の１　TEL：0587-21-1131

　我社は昭和5年の創業より主に公共工事を主体と
して、80年余り地域の発展のために尽力してまいりま
した。いま公共事業投資が見直される中、建設会社と
しての真価が問われる時だと思います。当社としては、
長年培った技術と地元企業として地域の皆様から頂
いている信頼は変わらず守り続け、また時代の変化に
合わせて変わらなければいけない事は変革し、新しい
技術を取り入れ、これからも必要とされる企業を目指し
てまいります。

永井 喜文
１９７０年７月

代表者名
設立年月

４，０００万円
２０人

資 本 金
従業員数

総合建設業業務内容

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

：
：
：
：
：

会社紹介

（稲沢支店お取引先）

：
：

：
：

：



お取引先紹介

会 社 名 株式会社 ホーペック お取引店 伊勢支店

【ＨＰアドレス】http://www.hopec.jp/　  「ＦＲＰパイプ」で検索
本社：三重県伊勢市小俣町明野296-2　 ＴＥL　0596-37-7101  フリー 　0120-37-1055
鳥羽工場：三重県鳥羽市松尾町1002-1　ＴＥL　0599-25-4511  フリー 　0120-03-1677

　当社のＦＲＰパイプは、カーボン繊維（CFRP）やガラス繊維
（GFRP）にあらかじめ樹脂が含浸され半硬化状態になった材料
＝プリプレグシートを使い、そのシートを金型にぐるぐると巻きつけパ
イプを成形しています。この製法を、『シートワインディング（SW）
法』と呼び、他の製法では難しい超肉薄パイプから肉厚ものまで、
自由な積層構成ができる上、小ロット生産にも適しています。
　さらには金属や樹脂、天然木等とのコンポジットパイプも成形可
能です。

　当社のＦＲＰパイプの用途の中でも特に工業用・産業用のロー
ルは、シートワインディング（SW）製法という弊社独自のパイプ製造
技術で、軽量・低慣性の特長を最大限に活かした商品です。金属
製ロールよりも剛性をアップする事ができ、ロールの小径化、モータ
の小型化＝省力化を可能とし、また超高速回転にも適しています。
主に印刷機用ロール・新聞輪転機用ロール・紙おむつ等不織布
製造機械用ロール・プラスチックフイルム製造用ロール等に展開さ
れています。

　ＦＲＰ（繊維強化プラスチック）という素材のもつ、軽量・高強度/高剛性・高耐食性等の特長を、設計自由度の高い独自のシー
トワインディング（ＳＷ）製法で製作することによって、より一層ＦＲＰの可能性を拡げ、様々な分野・用途で活用できるようなパイプ
を提供しています。ですから、個人レベルの趣味のパイプから産業用、漁業用、工業用パイプ、果ては宇宙用途まで幅広く対応
しております。もちろんそれを実現するためには、様 な々サイズや仕様に対応する為の設備や型、そしてきめ細やかな対応がで
きる設計スタッフが必要となりますが、当社では長年培ってきた経験と、常に新しい開発案件と向き合い、設備・人員とも進化し
続けております。製造は受注生産を基本としており、特殊な小ロットのものから量産品まで対応致します。まずは分野を問わず
お気軽にお問い合わせください。

事業計画書作成セミナー開催報告

中京銀行からの情報発信

　地域の中小企業の皆さまの経営支援のため、ＴＫＣ中部会様と事業計画書作成セミナーを
開催しました。
　「事業計画書作成セミナー」では、ＴＫＣ中部会の経営革新アドバイザーが講師となり、
参加された8～10社のお客様にマンツーマンで指導を行い、全３回コースで事業計画書を
完成させ、最終回では事業計画発表会を行います。
　今回は第5回目となり、8社のお客様が参加されました。

事業計画書作成セミナー

第1回

第2回

第3回

9月26日(水)

10月17日(水)

11月8日(木)

開催日 セミナー内容

・ プレセミナー
 ｢会計データからつかむ 業績アップの着眼点｣
・ 事業計画書の作成 個社別ミーティング

・ 事業計画書の作成 個社別ミーティング

・ 事業計画発表会

時間

180分

180分

180分

　国の中小企業支援施策は弱者救済から自立型中小企業に変わって
きています。自立型中小企業には財務経営力が重要となってきます。財
務経営力とは、経営者が数字で自社を語れるということです。経営計画
は夢を数値で語ることです。ＴＫＣのアドバイザーがご支援させていただ
きますので、皆様の夢を経営計画という形で語ってください。

ＴＫＣ中小企業支援委員会
副部会長　石川 泰隆 先生

　事業計画書作成セミナーは当行のお取引企業の皆様を対象に、各
地域で定期的に開催させていただき、今回で５回目となりました。当セミ
ナーは、マンツーマンで事業計画を作成することが特徴です。この機会
に支援会員の先生にご相談いただき、少しでも経営上の悩みや課題を
解消していただければと存じます。

中京銀行　取締役
営業統括部長　小島 教彰

〇工業用FRP製品（CF/GFパイプ・コンポジットパイプ・成型品等）
〇一般産業用FRP製品（CF/GFパイプ・コンポジット・成型品等）
〇水産用FRPパイプ及びFRPポール及びシステム開発・販売
〇レジャー用FRP製品（CF/GFパイプ・成型品等）　　   〇耐候性皮膜パイプ製品（PEコーティング）
〇リサイクルプラスチック商品（板材、角材、エコプラン）　〇海洋性食品工業素材（カクテルコラーゲン等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・の取扱いと開発、製造、加工、販売

ご紹介させていただきましたお取引先の商品や製品等にご興味のある方は右記連絡先までご連絡ください。
また、本コーナーでは自社の商品や製品等についてご掲載希望のお客さまも募集しております。
（なお、応募の状況や内容によってはご希望にそえない場合がございます。予めご了承ください。）

営業統括部 情報開発グループ　
フリーダイヤル 0120-809-515
受付時間 平日9:00～17:00

連
絡
先



お取引先紹介

会 社 名 株式会社 ホーペック お取引店 伊勢支店

【ＨＰアドレス】http://www.hopec.jp/　  「ＦＲＰパイプ」で検索
本社：三重県伊勢市小俣町明野296-2　 ＴＥL　0596-37-7101  フリー 　0120-37-1055
鳥羽工場：三重県鳥羽市松尾町1002-1　ＴＥL　0599-25-4511  フリー 　0120-03-1677

　当社のＦＲＰパイプは、カーボン繊維（CFRP）やガラス繊維
（GFRP）にあらかじめ樹脂が含浸され半硬化状態になった材料
＝プリプレグシートを使い、そのシートを金型にぐるぐると巻きつけパ
イプを成形しています。この製法を、『シートワインディング（SW）
法』と呼び、他の製法では難しい超肉薄パイプから肉厚ものまで、
自由な積層構成ができる上、小ロット生産にも適しています。
　さらには金属や樹脂、天然木等とのコンポジットパイプも成形可
能です。

　当社のＦＲＰパイプの用途の中でも特に工業用・産業用のロー
ルは、シートワインディング（SW）製法という弊社独自のパイプ製造
技術で、軽量・低慣性の特長を最大限に活かした商品です。金属
製ロールよりも剛性をアップする事ができ、ロールの小径化、モータ
の小型化＝省力化を可能とし、また超高速回転にも適しています。
主に印刷機用ロール・新聞輪転機用ロール・紙おむつ等不織布
製造機械用ロール・プラスチックフイルム製造用ロール等に展開さ
れています。

　ＦＲＰ（繊維強化プラスチック）という素材のもつ、軽量・高強度/高剛性・高耐食性等の特長を、設計自由度の高い独自のシー
トワインディング（ＳＷ）製法で製作することによって、より一層ＦＲＰの可能性を拡げ、様々な分野・用途で活用できるようなパイプ
を提供しています。ですから、個人レベルの趣味のパイプから産業用、漁業用、工業用パイプ、果ては宇宙用途まで幅広く対応
しております。もちろんそれを実現するためには、様 な々サイズや仕様に対応する為の設備や型、そしてきめ細やかな対応がで
きる設計スタッフが必要となりますが、当社では長年培ってきた経験と、常に新しい開発案件と向き合い、設備・人員とも進化し
続けております。製造は受注生産を基本としており、特殊な小ロットのものから量産品まで対応致します。まずは分野を問わず
お気軽にお問い合わせください。

事業計画書作成セミナー開催報告

中京銀行からの情報発信

　地域の中小企業の皆さまの経営支援のため、ＴＫＣ中部会様と事業計画書作成セミナーを
開催しました。
　「事業計画書作成セミナー」では、ＴＫＣ中部会の経営革新アドバイザーが講師となり、
参加された8～10社のお客様にマンツーマンで指導を行い、全３回コースで事業計画書を
完成させ、最終回では事業計画発表会を行います。
　今回は第5回目となり、8社のお客様が参加されました。

事業計画書作成セミナー

第1回

第2回

第3回

9月26日(水)

10月17日(水)

11月8日(木)

開催日 セミナー内容

・ プレセミナー
 ｢会計データからつかむ 業績アップの着眼点｣
・ 事業計画書の作成 個社別ミーティング

・ 事業計画書の作成 個社別ミーティング

・ 事業計画発表会

時間

180分

180分

180分

　国の中小企業支援施策は弱者救済から自立型中小企業に変わって
きています。自立型中小企業には財務経営力が重要となってきます。財
務経営力とは、経営者が数字で自社を語れるということです。経営計画
は夢を数値で語ることです。ＴＫＣのアドバイザーがご支援させていただ
きますので、皆様の夢を経営計画という形で語ってください。

ＴＫＣ中小企業支援委員会
副部会長　石川 泰隆 先生

　事業計画書作成セミナーは当行のお取引企業の皆様を対象に、各
地域で定期的に開催させていただき、今回で５回目となりました。当セミ
ナーは、マンツーマンで事業計画を作成することが特徴です。この機会
に支援会員の先生にご相談いただき、少しでも経営上の悩みや課題を
解消していただければと存じます。

中京銀行　取締役
営業統括部長　小島 教彰

〇工業用FRP製品（CF/GFパイプ・コンポジットパイプ・成型品等）
〇一般産業用FRP製品（CF/GFパイプ・コンポジット・成型品等）
〇水産用FRPパイプ及びFRPポール及びシステム開発・販売
〇レジャー用FRP製品（CF/GFパイプ・成型品等）　　   〇耐候性皮膜パイプ製品（PEコーティング）
〇リサイクルプラスチック商品（板材、角材、エコプラン）　〇海洋性食品工業素材（カクテルコラーゲン等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・の取扱いと開発、製造、加工、販売
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（なお、応募の状況や内容によってはご希望にそえない場合がございます。予めご了承ください。）
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東海エコノミック・レポート
　 ●反日デモの東海経済への影響
　 ●旬 まる分かり！ ＮＥＷＳ
　 ●グラフで見る東海経済（２０１２年9月）
　 ●東南アジア情報
　 ●コンサルティング情報

税制トピック
　2011・2012年度税制改正の概要

経営アドバイス
　事業、製品のスリム化へ向けて

お客さまからのメッセージ
　三重電子株式会社　代表取締役社長　林 雅哉 様

中京２１世紀クラブ新規入会企業のご紹介
　日本システム開発 株式会社
　永曻建設 株式会社
　株式会社 合同防災
　関西プロパン瓦斯 株式会社

ビジネスマッチング情報
　株式会社 ホーペック

中京銀行からの情報発信
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