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切り替えやクルマに乗

る機会を減らすなどの

対策を検討していると

みられる。場合によって

は、低燃費車への乗り

換えや保有台数の減

少まで検討している可

能性もあり、自動車保

有率の高い東海4県な

らではの回答結果と

なった。

最後に、消費税引き上げ前の駆け込み需要に関連し

て、増税前後での購入を検討している支出項目につい

て聞いたところ、増税前の購入検討で最も高くなったの

が3割以上の回答率となった家電製品だった（家電・東

海4県：増税前31.3％＞増税後14.8％）。当初は、住宅や

自動車についての駆け込み需要が予想されていたが、

4月以降の住宅ローン減税の拡充が決まっているほか、

自動車取得税の引き下げも検討されており、増税後の

購入検討の割合が増税前よりも高くなった（自動車・東

海4県：増税前17.3％＜増税後18.8％、住宅・東海4県：増

税前6.8％＜増税後7.2％）。今回、家電製品については

エコポイントなどの支援策もないため駆け込み需要が出

ることが予想され、家電量販店などの商戦は激化する

だろう。

（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）

東海エコノミック・レポート
まる分かり！NEWS旬

■東京五輪の経済効果
2020年の夏季五輪の東京開催が決まった。翌

日の東京株式市場では株価が大きく反転し、イン

フラ整備を中心とした中期的な経済効果にも期待

が高まっている。東京都は、五輪開催に伴って約

4,000億円の基金を設定するほか、経済波及効果

を約3兆円と試算しており、建設・不動産、観光・交

通、小売など関連業界では期待が高まっている。

目先の東京五輪効果としては、スケジュール通り

の消費税引き上げに貢献する部分も大きい。1本

目の矢の株高効果が剥落しつつあり、2本目の矢

による公共投資に依存する構図となっていたが、

招致成功のご祝儀相場に加え、中期的な経済効

果への期待感から株高が再燃している。

また、2013年4～6月期の四半期ＧＤＰが１次速

報の2.6％から、2次速報では3.8％へと上方修正さ

れ、消費者物価指数のプラスも定着していること

から、経済指標面からもスケジュール通りの消費

増税を後押しする形となっている。消費増税がほ

ぼ確定的になったことで、年末辺りから増税前の

駆け込み需要が顕在化する可能性が高まったこ

とも景気回復の持続性を担保するものとなった。

■中部地域への経済効果
東京五輪の経済波及効果は全国に影響が及

ぶが、その多くは首都圏を中心とした地域に顕在

化することになる。東京都の３兆円という経済波及

効果のうち、東京都が半分以上、その他地域でも

隣接する首都圏への波及が大部分を占めてい

る。他地域が相乗効果を狙う分野は、やはり観光

関連ということになるだろう。欧米からの外国人観

光客は京都や奈良を一緒に観光するケースが多

いと想定される。また、富裕層を中心としたアジア

人観光客は北海道とのパッケージ商品を選択す

る傾向が強いと予想される。

中部地域でも、昇龍道プロジェクト（愛知県を中

心に能登半島から伊勢・志摩地域の観光ルート）

を大々的にＰＲし、首都圏と合わせた観光パッケー

ジにより外国人観光客を取り込むことが開催期間

中の経済効果のカギとなる。東海道新幹線での名

古屋経由のアクセスに加え、五輪開催時には北陸

新幹線により金沢から入るルートも活用できるよう

になっている。北海道、京都・奈良、大阪、九州・沖

縄などとの集客競争は激化するだろう。

さらに、中部地域にとっては、東京五輪を契機に

中長期的な経済効果を享受できるチャンスとなる。

完成時期が延期されたＭＲＪ（三菱リージョナル

ジェット）も2020年までには国内線で就航しており、

北海道路線などで各国の要人に搭乗してもらえ

ば、絶好のＰＲとなる。また、建設途中のリニア中央

新幹線も、五輪期間中に各国のＶＩＰに体験試乗

をしてもらうことでリニアや既存の新幹線など高速

鉄道の受注に結びつく可能性も高まるだろう。

経済効果の多くは東京を中心とした首都圏に集

中することは避けられない。中部でも昇龍道エリア

の観光ＰＲだけでなく、ＭＲＪやリニア、次世代自動

車などの最先端技術をＰＲするチャンスにすべきで

ある。東京五輪は世界中から人が集まる「大見本

市」といえ、五輪開催が決定した以上、経済的にも

前向きに捉えたい。その7年後のリニア開業は、五

輪後の経済の落ち込みをカバーする次のビッグプ

ロジェクトとしての期待が一層高まることになる。

（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）

２０２０年東京五輪の経済効果

消費税引き上げ前の駆け込み需要

安倍首相が2014年4月の消費税8％への引き上げを

決断した。金融市場では金利の急上昇が避けられ、

5兆円規模の経済対策実施の金利への悪影響も抑え

られたとの安心感が広がった。しかし、その一方で、景

気に対しては、消費税8％への引き上げにより、3％から

5％に引き上げられた時と同様、増税前の駆け込み需要

とその後の反動が出て、大きく落ち込むのではないかと

の懸念も広がっている。

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングでは、消費税8％

の最終決定後の10月上旬に、「消費生活についてのア

ンケート」調査を実施した。まず、消費税8％への引き上

げ後に「家計支出の見直し」をどの程度行うかを聞い

たところ、東海4県、名古屋、東京、大阪いずれの地域で

も「増税分程度の節約」をすると回答した人の割合が

4割前後と最も高くなった。さらに、「増税分以上に節約」

すると回答した人は全地域で約2割となった。一方、「今

まで通りの使い方」をするとの回答は各地域とも25％前

後となっている。この結果、「増税分以上の節約」と「増

税分程度の節約」を合わせた、実質消費がマイナスと

なる割合は全体の6割以上に上っており、消費税引き上

げ直後の個人消費への影響は避けられないとみられる。

増税後に見直しを考えている支出項目としては、東海

4県と東京で「衣類・ファッション」が最も高く、名古屋と大

阪では「外食」が最も高くなった。「衣類・ファッション」へ

の支出を見直す人の割合は、東京が56.5％と最も高く、

東海4県は51.2％、名古屋は47.2％だった。「外食」の見

直しに関しては、東海4県（48.3％）と名古屋（52.0％）が、

東京（45.7％）、大阪（47.7％）よりも高くなっている。

また、見直し対象の支出項目として東海４県及び名

古屋で突出して高いのが「自動車関係費（自動車購入・

修理、ガソリン代など）」である。自動車関係費を見直す

人の割合が東京（9.4％）と大阪（5.5％）では1割未満に

とどまるのに対し、東海4県では23.5％、名古屋では

24.0％と2割を超えている。ガソリン価格の高止まりで負

担感が大きくなっているため、セルフスタンドの利用への

エコノミスト 内田俊宏
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東海エコノミック・レポート

東海経済は持ち直しが一服している。スマート
フォン向けの電子部品・デバイスの生産が増加して
いるが、主力の自動車の増産が一服している。海
外景気の回復を背景に輸出は持ち直しが続くが、
設備投資は伸び悩んでいる。個人消費は、消費者
マインドが高水準で推移し高額品消費が好調だ
が、所得環境の改善が緩やかで消費全体では緩
やかな持ち直しに止まっている。公共投資は国の
発注を中心に増加基調が続いている。

今後は、輸出の緩やかな持ち直しが続くとみら
れる一方で、年内は、自動車の生産水準が横ばい
圏で推移すると見込まれる。高額消費は好調だ
が、消費者マインドは株価に左右され、消費全体で
は頭打ちも懸念される。雇用・所得環境への波及も
鈍く、消費増税前の駆け込みまでは景気持ち直し
の一服が続く可能性が高い。

　8月の東海3県の鉱工業生産指数は、前月
比＋2.4％と2ヶ月連続で上昇した。自動車の生
産が減少したものの、自動車部品や電子部品・
デバイスなどが増加した。先行きは、米国向け
輸出が底堅く推移するとみられる一方、季節調
整をかけたトヨタの国内生産計画は（図②参
照）、年内は低水準で推移する見通しで、鉱工
業生産全体でも弱めに推移する可能性が高
い。

・生　　産 東海3県の鉱工業生産指数は、6月に前月比－7.3％と大きく低下したが、7月（＋3.7％）、8月（＋2.4％）と
2ヶ月連続で上昇し、均してみると横ばい圏の動きとなっている

・世界景気　米中景気の先行き、米国の金融緩和縮小の模索にともなう株価の先行き、ＴＰＰ交渉の行方
・企業活動　設備投資の企業規模や業種における広がり、消費増税前の駆け込み需要、米中向け輸出
・家　　計　雇用・所得環境改善の広がり、食品・エネルギー等の物価上昇、株価水準が消費に与える影響

3ヶ月前～
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設備投資

公共投資
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～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/publicity/press_release】

グラフで見る東海経済（2013年10月）

［生産］　横ばい圏で推移

　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、9月が前月比＋1.5ポイントと
なり4ヶ月ぶりに上昇した。9月は平均株価の上昇も
あり東海の消費者マインドは再び改善した。年内
は、トヨタの国内生産台数が低下する見通しで、
消費者マインドも今後頭打ちとなる可能性もある。

消費者マインドとトヨタの国内生産台数

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

Date　　　・　　　　・

No

生産（東海3県・左目盛）
出荷（中部5県・左目盛）
在庫（中部5県・左目盛）
生産（全国・右目盛）

（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」
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（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」

トヨタ国内生産台数（右軸）
消費者態度指数（東海4県・左軸）
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東海エコノミック・レポート
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なり4ヶ月ぶりに上昇した。9月は平均株価の上昇も
あり東海の消費者マインドは再び改善した。年内
は、トヨタの国内生産台数が低下する見通しで、
消費者マインドも今後頭打ちとなる可能性もある。
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（注2）トヨタ国内生産台数はMURCにて季節調整。
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■アジア最後のフロンティア ～ ミャンマー
いま、日本企業の新たな進出先として、ミャン
マーが注目されています。ミャンマーは、人口が
6,400万人と、ASEAN域内でタイ（6,700万人）に
次ぐ大きな国です。中国、ベトナム、タイで労働需給
が逼迫するなど外資の受け入れキャパシティーに
懸念が生じる中、ミャンマーは投資先として、アジア
の中で唯一残されたフロンティアなのです。
■なぜ、今までミャンマーへの投資が
　なかったのか？
国際社会がミャンマーの軍事政権に経済制裁

を行っていた影響です。これは、1990年の総選挙
で国民民主連盟（ＮＬＤ）が勝ったのを無視して軍
事政権が政権移譲を拒否し、ＮＬＤ党首のアウン
サンスーチー女史を自宅軟禁するなどしたためで
した。しかし、2011年の総選挙で文民政権が発足
し、さらに、2012年の議会補欠選挙でＮＬＤが議席
を獲得したことなどを受け、欧米諸国は対ミャン
マー制裁の緩和に乗り出し、日本も、制裁の一環と
して停止していたミャンマー向け円借款の再開を
決めました。
■投資先としてのミャンマーの魅力は？
最大の魅力は、人件費の安さです。製造業労
働者の賃金は、アジア主要国の中でミャンマーが
最も安く、中国の1/6、タイの1/5と非常に低水準で
あり、繊維産業などの労働集約型製造業には大き
なメリットです。実際、ミャンマーからの日本向けア
パレル輸出は、2003年から2010年にかけて6倍に
増えています。また、ミャンマーは、単に労働コスト
が安いだけでなく、労働者の質が比較的高いとい
う点も魅力であると言えます。例えば、ミャンマー
は、非常に貧しい国なのに識字率がかなり高く、成
人識字率は、男性が95％、女性が89％と、タイとほ

ぼ同じです。これは、ミャンマーでは、公教育以外
に、寺院に付属した僧院学校で子供向けの基礎
教育がかなり普及しているためです。さらに、ミャン
マーがアジア有数の親日国であることも、日本企業
にとっては大きな魅力と言えるでしょう。
■投資先としてのミャンマーの問題点は？
ミャンマーに投資する上で最大の障害となって
いるのが、インフラの未整備です。ミャンマーは、道
路や電力などのインフラが非常に劣悪な状態にあ
り、道路舗装率はベトナムの1/5、発電設備容量は
ベトナムの1/7にすぎません。ただし、現在、日本の
ＯＤＡによって、首都ヤンゴン郊外で工業団地の開
発が進められており、これが完成すれば、日本企
業の進出の受け皿になると期待されています。
■ミャンマーの今後の開発ポテンシャルは？
ミャンマーは、資源開発のポテンシャルが非常に
大きいと言えます。例えば、天然ガス、錫、亜鉛、タ
ングステンなどの鉱物資源が豊富であり、また、国
土の半分以上が森林で、チーク材や硬木などの
林業資源も豊富です。さらに、日本の耕地面積と
ほぼ同じ広さの未開墾可耕地があり、灌漑施設を
整備すれば、農業生産も有望です。そのほか、エ
イヤワディー、タンルウィンなどの大河が流れてお
り、これらを利用した水力発電も有望視されていま
す。
一方、ミャンマーは、中国内陸部からインド洋へ

のゲートウェイでもあることから、最近は、中国企業
がさかんに進出しており、中国によるインフラ開発も
目立つようになっています。
（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）

最近、新聞やテレビで女性活躍のニュースを見
る機会が増えています。過去にも男女雇用機会均
等法や次世代育成支援対策推進法施行のタイミ
ングで、同じように女性活躍が脚光を浴びた時期
もありましたが、今回は様子が違います。政府の成
長戦略の一つに位置づけられたこともありますが、
人口減少に伴う生産年齢人口の減少という背景
があり、女性労働力への期待が今まで以上に高
まっていると感じます。
では、女性が活躍する会社とはどんな会社なの
でしょうか。大きく、女性社員の「定着率」と「活躍
度」が高い会社になるのですが、今日は「定着度」
の向上について考えてみます。
定着度向上のためには、①仕事と家庭の両立
支援制度と②長時間労働の是正が重要です。
①は育児・介護休業法への対応を通じて制度面
の整備はかなり進んできましたが、②は簡単には
いかないようです。実際、日本の労働時間はバブ
ル経済以降、減少傾向にあるものの、OECDや
ILOの調査によると、海外諸国と比べて長くなって
います。
長時間労働が常態化している職場では、結婚

や出産・育児を控えた女性社員は「このペースで
ずっと働き続けることなど無理」と思い、その会社
での長期的な展望を描きづらくなります。しかし、
これは女性社員だけが思うことなのでしょうか？
男性社員の中にも、残業が多い職場に疑問を感じ
る人や、もっと時間を有効に使って仕事の質を高
めたい、と考える人もいるのではないでしょうか。
では、長時間労働を是正するには、どうしたらよ
いのでしょうか。業務効率化、業務負荷の分散、早
帰り運動の実施など方法は色々あります。長時間
労働が常態化している人の改善も重要です。仕
事量が多ければ負荷軽減・分散となりますが、本
人に効率的な仕事の進め方を身につけてもらうこ
とも必要です。そこで効果的なのは、家事や育児、

介護等の事情など時間制約のある社員と一緒に
仕事をさせることです。該当者がいない場合は、
職場で仕事をテキパキこなして早帰りが出来てい
る人でもよいでしょう。つまり、時間制約のある社員
をペースメーカーにするのです。
時間制約のある社員と一緒に仕事をすると、例

えば、今まで、定時後行っていたミーティングを日中
に行う、作業指示や確認をお願いするにも夕方で
はなく午前中に依頼をする等、それまで先送り、後
ろ倒しにしていた仕事を前倒しで進める必要に迫
られます。相手に合わせて、時間の使い方を工夫
することで、1人では難しかった時間感覚の変化、
ワークスタイルの変革を起こすのです。
最近では、「今日は僕がお迎え当番なので、定
時で帰ります」という“イクメン”も出てきています。ま
た、ある企業では男性部長が介護を理由に退職
したことをきっかけに、仕事と介護の両立を考える
ようになっています。長時間労働の是正は、女性の
定着率向上のためだけではないのです。
人口減少、生産年齢人口の減少が続く中、従
来のように男性が頑張るだけでは、会社としての
成長は望めません。女性も男性も共に働きやすい
会社にしていくことが、今後もより一層求められて
いるのです。
（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）

女性が活躍する会社の条件
～慢性的な長時間労働を是正せよ～

東海エコノミック・レポート

コンサルティ
ング情報日本企業が注目するミャンマー経済東南アジア情報
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ベトナムの1/7にすぎません。ただし、現在、日本の
ＯＤＡによって、首都ヤンゴン郊外で工業団地の開
発が進められており、これが完成すれば、日本企
業の進出の受け皿になると期待されています。
■ミャンマーの今後の開発ポテンシャルは？
ミャンマーは、資源開発のポテンシャルが非常に
大きいと言えます。例えば、天然ガス、錫、亜鉛、タ
ングステンなどの鉱物資源が豊富であり、また、国
土の半分以上が森林で、チーク材や硬木などの
林業資源も豊富です。さらに、日本の耕地面積と
ほぼ同じ広さの未開墾可耕地があり、灌漑施設を
整備すれば、農業生産も有望です。そのほか、エ
イヤワディー、タンルウィンなどの大河が流れてお
り、これらを利用した水力発電も有望視されていま
す。
一方、ミャンマーは、中国内陸部からインド洋へ

のゲートウェイでもあることから、最近は、中国企業
がさかんに進出しており、中国によるインフラ開発も
目立つようになっています。
（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）

最近、新聞やテレビで女性活躍のニュースを見
る機会が増えています。過去にも男女雇用機会均
等法や次世代育成支援対策推進法施行のタイミ
ングで、同じように女性活躍が脚光を浴びた時期
もありましたが、今回は様子が違います。政府の成
長戦略の一つに位置づけられたこともありますが、
人口減少に伴う生産年齢人口の減少という背景
があり、女性労働力への期待が今まで以上に高
まっていると感じます。
では、女性が活躍する会社とはどんな会社なの
でしょうか。大きく、女性社員の「定着率」と「活躍
度」が高い会社になるのですが、今日は「定着度」
の向上について考えてみます。
定着度向上のためには、①仕事と家庭の両立
支援制度と②長時間労働の是正が重要です。
①は育児・介護休業法への対応を通じて制度面
の整備はかなり進んできましたが、②は簡単には
いかないようです。実際、日本の労働時間はバブ
ル経済以降、減少傾向にあるものの、OECDや
ILOの調査によると、海外諸国と比べて長くなって
います。
長時間労働が常態化している職場では、結婚

や出産・育児を控えた女性社員は「このペースで
ずっと働き続けることなど無理」と思い、その会社
での長期的な展望を描きづらくなります。しかし、
これは女性社員だけが思うことなのでしょうか？
男性社員の中にも、残業が多い職場に疑問を感じ
る人や、もっと時間を有効に使って仕事の質を高
めたい、と考える人もいるのではないでしょうか。
では、長時間労働を是正するには、どうしたらよ
いのでしょうか。業務効率化、業務負荷の分散、早
帰り運動の実施など方法は色々あります。長時間
労働が常態化している人の改善も重要です。仕
事量が多ければ負荷軽減・分散となりますが、本
人に効率的な仕事の進め方を身につけてもらうこ
とも必要です。そこで効果的なのは、家事や育児、

介護等の事情など時間制約のある社員と一緒に
仕事をさせることです。該当者がいない場合は、
職場で仕事をテキパキこなして早帰りが出来てい
る人でもよいでしょう。つまり、時間制約のある社員
をペースメーカーにするのです。
時間制約のある社員と一緒に仕事をすると、例

えば、今まで、定時後行っていたミーティングを日中
に行う、作業指示や確認をお願いするにも夕方で
はなく午前中に依頼をする等、それまで先送り、後
ろ倒しにしていた仕事を前倒しで進める必要に迫
られます。相手に合わせて、時間の使い方を工夫
することで、1人では難しかった時間感覚の変化、
ワークスタイルの変革を起こすのです。
最近では、「今日は僕がお迎え当番なので、定

時で帰ります」という“イクメン”も出てきています。ま
た、ある企業では男性部長が介護を理由に退職
したことをきっかけに、仕事と介護の両立を考える
ようになっています。長時間労働の是正は、女性の
定着率向上のためだけではないのです。
人口減少、生産年齢人口の減少が続く中、従

来のように男性が頑張るだけでは、会社としての
成長は望めません。女性も男性も共に働きやすい
会社にしていくことが、今後もより一層求められて
いるのです。
（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）

女性が活躍する会社の条件
～慢性的な長時間労働を是正せよ～

東海エコノミック・レポート

コンサルティ
ング情報日本企業が注目するミャンマー経済東南アジア情報
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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）2013年度税制改正の概要（その３）

税制トピック

　アベノミクスによる日本再生をバックアップする「2013年度税制改正」のポイントについて、
2013春号（Vol.44）の法人税の改正点、2013夏号（Vol.45）の所得税の改正点に続いて、本
号では財政再建と景気浮揚の両立を目指す相続税・贈与税の改正点を説明いたします。

相続税が財政再建のための税収確保のターゲットになったⅠ

～財政再建と景気浮揚を目指す相続・贈与税の改正ポイント～

（２） 相続税の税率構造が引上げられた

　相続税の税率は、遺産総額を法定相続人の全員が法定相続割合で取得したものと仮定した場合の各取得金

額（下表の課税価格A）に対して適用されます。この税率が、2015年1月1日以降の相続から次のように2億円超の

課税価格について引上げられました。

　このようにして算出した各相続税額の総額を各相続人が実際に取得した財産の割合を乗じた金額が各相続

人の負担する相続税額となるわけです。

（３）国外に居住する相続人などに対する課税が強化された

　相続税は、相続などにより財産を取得した時に日本国内に住所を有していない個人に対しては、取得した財産

のうち日本国内にある財産のみに対して納税義務があるものとされていました。そのため、国外に居住する個人で

日本国籍を有しない者が、国内に居住する者から相続・贈与により取得した国外財産も、2013年4月1日以降の相

続等から下図のように相続税・贈与税の課税対象に加えられました。

　日本の国家予算は、歳出92兆円に対して税収は43兆円しかありません。そのため、財政赤字は年々累積し2013年6月

30日現在の国の借金は1,008兆円と遂に1,000兆円の大台を突破しました。財政再建のための財源として消費税に続

いて相続税がターゲットとなり、次のような改正が行われました。

（１） 相続税の基礎控除額が大幅に引下げられた

　相続税は、被相続人の遺産総額が一定金額を上回らなければ、課税されることはありません。その一定金額の

ことを「基礎控除額」といいます。この基礎控除額が、2015年1月1日以降の相続から次のように引下げられ、課税

対象の裾野が広げられました。

1,000万円以下

1,000万円超3,000万円以下

3,000万円超5,000万円以下

5,000万円超 1億円以下

1億円超 2億円以下

2億円超 3億円以下

3億円超 6億円以下

6億円超  

Ａ×10% 左に同じ

Ａ×15%－50万円 〃

Ａ×20%－200万円 〃

Ａ×30%－700万円 〃

Ａ×40%－1,700万円 〃

上と同じ Ａ×45%－2,700万円

Ａ×50%－4,700万円 Ａ×50%－4,200万円

上と同じ Ａ×55%－7,200万円

現行の相続税額課税価格（Ａ） 改正後の相続税額

課税される
遺産総額

課税価格の合計 （基礎控除額）
5,000万円＋1,000万円×人数

改正

課税される
遺産総額

課税価格の合計
（基礎控除額）

3,000万円＋ 600万円×人数

相続税・贈与税の課税範囲

現在の相続

2015年1月1日以降の相続

相続人
受贈者

被相続人
贈与者

国内に居住

外国に居住

日本国籍あり

日本国籍なし5年以内に
国内に住所あり 左記以外

国内に居住

外国に
居住

5年以内に
国内に住所あり

国内財産のみ課税

（改正後）
国外財産も課税へ

上記以外

国内財産・国外財産ともに課税

↓
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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）2013年度税制改正の概要（その３）

税制トピック

　アベノミクスによる日本再生をバックアップする「2013年度税制改正」のポイントについて、
2013春号（Vol.44）の法人税の改正点、2013夏号（Vol.45）の所得税の改正点に続いて、本
号では財政再建と景気浮揚の両立を目指す相続税・贈与税の改正点を説明いたします。

相続税が財政再建のための税収確保のターゲットになったⅠ

～財政再建と景気浮揚を目指す相続・贈与税の改正ポイント～

（２） 相続税の税率構造が引上げられた

　相続税の税率は、遺産総額を法定相続人の全員が法定相続割合で取得したものと仮定した場合の各取得金

額（下表の課税価格A）に対して適用されます。この税率が、2015年1月1日以降の相続から次のように2億円超の

課税価格について引上げられました。

　このようにして算出した各相続税額の総額を各相続人が実際に取得した財産の割合を乗じた金額が各相続

人の負担する相続税額となるわけです。

（３）国外に居住する相続人などに対する課税が強化された

　相続税は、相続などにより財産を取得した時に日本国内に住所を有していない個人に対しては、取得した財産

のうち日本国内にある財産のみに対して納税義務があるものとされていました。そのため、国外に居住する個人で

日本国籍を有しない者が、国内に居住する者から相続・贈与により取得した国外財産も、2013年4月1日以降の相

続等から下図のように相続税・贈与税の課税対象に加えられました。

　日本の国家予算は、歳出92兆円に対して税収は43兆円しかありません。そのため、財政赤字は年々累積し2013年6月

30日現在の国の借金は1,008兆円と遂に1,000兆円の大台を突破しました。財政再建のための財源として消費税に続

いて相続税がターゲットとなり、次のような改正が行われました。

（１） 相続税の基礎控除額が大幅に引下げられた

　相続税は、被相続人の遺産総額が一定金額を上回らなければ、課税されることはありません。その一定金額の

ことを「基礎控除額」といいます。この基礎控除額が、2015年1月1日以降の相続から次のように引下げられ、課税

対象の裾野が広げられました。

1,000万円以下

1,000万円超3,000万円以下

3,000万円超5,000万円以下

5,000万円超 1億円以下

1億円超 2億円以下

2億円超 3億円以下

3億円超 6億円以下

6億円超  

Ａ×10% 左に同じ

Ａ×15%－50万円 〃

Ａ×20%－200万円 〃

Ａ×30%－700万円 〃

Ａ×40%－1,700万円 〃

上と同じ Ａ×45%－2,700万円

Ａ×50%－4,700万円 Ａ×50%－4,200万円

上と同じ Ａ×55%－7,200万円

現行の相続税額課税価格（Ａ） 改正後の相続税額

課税される
遺産総額

課税価格の合計 （基礎控除額）
5,000万円＋1,000万円×人数

改正

課税される
遺産総額

課税価格の合計
（基礎控除額）

3,000万円＋ 600万円×人数

相続税・贈与税の課税範囲

現在の相続

2015年1月1日以降の相続

相続人
受贈者

被相続人
贈与者

国内に居住

外国に居住

日本国籍あり

日本国籍なし5年以内に
国内に住所あり 左記以外

国内に居住

外国に
居住

5年以内に
国内に住所あり

国内財産のみ課税

（改正後）
国外財産も課税へ

上記以外

国内財産・国外財産ともに課税

↓
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税制トピック

税理士法人中央総研　代表社員 蒔田知子

１．ホールディング会社の相続財産評価に朗報
非上場株式の評価上、大会社の株式保有割合の判定基準が「25%以上」から「50%以上」に

引上げられました。

２．ホールディング会社の持つ機能
① ホールディング会社が子会社の人事・経理・総務等の間接部門を集約することで業務効率
化、コスト削減を図り、事業子会社は事業に特化出来る。

② ホールディング会社に経営・監視させることにより、子会社の機関設計をスリムにし「経営組織
の簡素化」を図れるので、子会社設立やグループ外企業の買収後の経営管理が容易になる。

③ 事業子会社ごとに、賃金、福利厚生、勤務形態等の人事制度を構築することが出来るので、
業種等に縛られない人事戦略を策定出来る。

④ グループ法人税制により、完全支配関係法人間の資産移転に課税が影響しない。

⑤ 連結納税制度を利用することで、子会社との所得の損益通算が可能になる。

⑥ 税制上適格要件が容易であり、これを満たせばグループ内再編時の課税の影響を受けにくい。

⑦企業買収、事業売却にあたり、実務対応が簡易となる。

事業承継ワンポイントコーナー

（２） 直系尊属からの贈与の税率軽減の特例が創設された

　暦年単位で110万円の基礎控除額を上回る贈与金額に対して課税される贈与税率が、2015年1月1日以降の贈与

については下表の「一般」のとおり引上げられました。

　しかし、高齢者から若年世代への資産の移転を促進するために、直系尊属（祖父母・父母）から20歳以上の者に

対する贈与については、次のとおり税率が軽減されました。

（３） 非上場株式の相続税・贈与税の納税猶予制度が緩和された

　発行済株式の3分の２（後継者が既に保有分を除く）を限度として非上場株式を先代経営者から後継者へ移

転するための贈与税の納税猶予制度、および相続税の納税猶予制度の利用状況が低いため、2015年1月1日

以降の贈与や相続について下表のように適用要件が緩和されました。（2013春号の事業承継ワンポイントコー

ナー参照）

景気浮揚のために若年層への資産移転促進の税制が創設された　Ⅱ

　日本の名目GDPが20年間横ばいを続ける要因は、個人消費の低迷です。1,500兆円もある個人金融資産は、老後

不安を抱える高齢者世帯に偏在しています。そのため、高齢者が保有する金融資産を早期に若年層に移転するととも

に、中小企業の雇用を確保するためにも非上場会社の事業承継をスムーズにすることが必要です。

　そこで、消費意欲の旺盛な若年層への資産の移転を促進する税制の創設や後継者への株式移転を促進する事

業承継税制が次のように緩和されました。

（１） 教育資金の一括贈与の非課税制度が創設された

　高齢者から若年世代への資産の移転を促進する目的で、30歳未満の子や孫に対する直系尊属（祖父母や父

母など）からの教育資金の一括贈与について、子・孫ごとに1,500万円までは、贈与税が非課税とされる制度が、次

のように創設されました。

現　行 改正後（要件緩和）

（イ）

（ロ）

（ハ）

（ニ）

（ホ）

（ヘ）

① 贈与者

② 受贈者

③ 贈与財産

④ 贈与手段

⑤ 非課税限度額

⑥ 払出の確認

⑦ 贈与税

⑧ 適用時期

10％
15％
20％
30％
40％

50％

10％
15％
20％
30％
40％
45％
50％

55％

10％
15％
15％
20％
30％
40％
45％
50％
55％

贈与財産の価額の
合計額（課税価格）

基礎控除額
（110万円）－

後継者は、先代経営者の親族に限定

先代経営者は、贈与時に役員を退任

雇用の8割以上を5年間毎年維持

事前確認制度を廃止

撤廃（親族外承継を対象化）

贈与時に代表者を退任（有給役員として残留可）

雇用の8割以上を5年間平均で評価

  200万円以下の金額
 200万円超 300万円以下の金額
 300万円超 400万円以下の金額
 400万円超 600万円以下の金額
 600万円超 1,000万円以下の金額
 1,000万円超 1,500万円以下の金額
 1,500万円超 3,000万円以下の金額
 3,000万円超 4,500万円以下の金額
 4,500万円超 の金額

基礎控除後の課税価格 現行の
贈与税率

改正後の贈与税率

一 般 直系尊属から
20歳以上の者への贈与

基
礎
控
除
後
の
課
税
価
格
の
う
ち

直系尊属（祖父母・父母 など）

30歳未満の子・孫 など

教育資金（学校等への入学金や授業料、学校以外の塾や習い事の月謝等）に充てるための金銭

子・孫ごとに1,500万円まで（学校以外の塾などへの支払いは500万円まで）

教育資金の使途は、金融機関が確認し、書類・記録を保管

2013年4月1日から2015年12月31日までの間の拠出

贈与者が、受贈者に書面により金銭贈与を行い、その金銭を「教育資金管理契約」に基づき銀
行等に預け入れる 等（金融機関経由で教育資金非課税申告書を提出）

子・孫が30歳に達する日に口座等は終了し､使い残しがあれば贈与税が課税される
（30歳に達する前に受贈者が死亡した場合、贈与税は非課税）

制度利用の前に、経済産業大臣の「認定」に加え
て「事前確認」を受けておく必要あり

先代経営者の債務・葬式費用は納税猶予を受け
る株式から控除（猶予税額が少なく算出される）

株券不発行会社は株券を発行し､猶予を受ける
株式全てを担保提供

先代経営者の債務・葬式費用は株式以外の相続
財産から控除（納税猶予をフル活用できる）

一定の要件を満たす場合、株券の発行をしなくて
も適用可能

税
率
軽
減
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税制トピック
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経営アドバイス
名古屋市工業研究所を見学しました。

　名古屋市工業研究所（以下、研究所）は名古屋市が設立、運営する地方公設試験研究機関です。このた
び研究所を訪問し、事業について説明を受けると共に機器装置を見学しましたのでご紹介します。

名古屋市工業研究所の概要

　研究所は、当地域の中小製造業の技術支援を目的に昭和１２年に設立され、本年度で７６年目を迎えます。現在の組
織体制は２部１課９室の職員数９４名で、機械金属、材料化学および電子情報の広い分野で、企業から持ち込まれる
様 な々技術課題の解決支援に取り組んでいます。

名古屋市工業研究所の支援メニュー

　電話、面談もしくはメールによる「技術相談」は原則無料で行っており、相
談件数がここ数年は年間約２万件で推移しています。相談だけでは解決
しない場合は、分析機器等を用いて測定を行う有料の「依頼試験」へと移
ります。試験件数は年々増加傾向にあり、昨年度では２万５千件を超えてい
ます。また、研究員が企業の現場を訪問して課題解決にあたる「出向きます
技術相談」を年２００件程度行っており、今までの訪問件数は延べ１,６００件
を超えるとのことです。
　新技術や新製品の開発など、時間を要する課題に対しては「受託研
究」制度があり、昨年度は５６件を受託したそうです。また、戦略的基盤技
術高度化支援事業（サポイン）をはじめとした国などの外部資金も積極的に活用しており、企業等との共同提案による
獲得件数は昨年度で１３件あります。担当者によれば、「企業活動の根幹にあたる開発案件を一緒にやらせて頂けるの
は、中立公正な立場である公設試験研究機関であるがゆえ」とのことでした。
　また、「情報発信」として年間４０回程度の講演講習会を主催するとともに、「人材育成」として１０コース以上の研修を
行っています。これらの情報は研究所のホームページで公開されていますのでご覧下さい。

代表的な機器の紹介

見学では、研究所が近年力を入れている「試作支援」
に関する機器を中心に説明を受けましたので、ご紹介し
ます。
Ｘ線ＣＴでは製品の透過画像が得られ、その形状を数
値としてデータ化することができます。プラスチック製品内
部の成形不良の確認などに利用されているそうです。

三次元デジタイザもまた、非接触で製品の形状データを得ることができます。対象物の大きさに合わせてカメラのレン
ズを交換でき、製品の寸法や公差等の基本的な検査が可能です。
三次元造形機（３Ｄプリンタ）は、急速に普及が進んでおり、メディアの露出度も高いのでご存じの方も多いのではと思

います。手に取ることができるモデルが作製でき、設計図やディスプレイ上では分かりにくい形状や使用感を確認できま
す。造型機には様々な種類があります
が、研究所に導入されている機器では
強度や耐熱性に優れた造形物が得ら
れるそうです。
研究所の担当者によれば、「それぞ

れの機器を個別に利用するだけでは
なく、Ｘ線ＣＴやデジタイザで得たデー
タをコンピュータシミュレーションで解析
し（ＣＡＥという）、その結果を造形機で
確認するという一連の流れができるこ
とが当所の特長」とのことでした。
ここでご紹介した以外にも、研究所
は多くの機器を保有しており、その主
要設備はホームページに掲載されて
います。

　今回の訪問では、企画部門の方に加え、現場の研究室の方 と々お話をする機会があり、とても好意的に説明してくだ
さったことが印象的でした。「地域の製造業の方々の役に立ちたい」という皆さんの思いは、私たち地域金融機関と共
通するものがあり、地元の中小企業の支援、経済の活性化への強い意欲を感じました。
　研究所長からも、「地域の製造業を盛り上げるためにも共に頑張っていきましょう」とのお声をいただきました。

お気軽にご相談を
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名古屋市工業研究所 
〒456-0058 名古屋市熱田区六番三丁目4番41号
電話番号：052-661-3161（代表）
http://www.nmiri.city.nagoya.jp/

非接触三次元デジタイザ
縞模様を投影するプロジェクタと撮影用ＣＣＤカメラ2
台で、三次元点群・メッシュデータとして形状を取得。
測定データはＣＡＤデータとの比較やリバースエンジニ
アリング、ＣＡＥなど活用が可能。

三次元造形機
ＣＡＤで作成したデザイン図や設計図等をもとに、１層
ずつ任意の形状を積層することで三次元のプラスチッ
クモデルを金型レスで作製が可能。短期間で形状品
を作成でき、デザインの直感的な判断や機能性の確
認を早期に行うことができる。

X線CT装置
マイクロフォーカス式X線CTとよばれ、約４μｍの微細な構造を三次元で撮影が可能
です。サンプル中のス（内部の空洞）の統計解析も可能。 記：営業統括部情報開発グループ 西川由希子
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ずつ任意の形状を積層することで三次元のプラスチッ
クモデルを金型レスで作製が可能。短期間で形状品
を作成でき、デザインの直感的な判断や機能性の確
認を早期に行うことができる。

X線CT装置
マイクロフォーカス式X線CTとよばれ、約４μｍの微細な構造を三次元で撮影が可能
です。サンプル中のス（内部の空洞）の統計解析も可能。 記：営業統括部情報開発グループ 西川由希子
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　NPS（Nakasha　Profi t　Sys tem）とは、TPS

（TOYOTA　Production　System）を源流とする「徹底

的なムダの排除による人間尊重と利益追求」の思想で

す。単なる改善活動というのは一時的なものに終わりがち

で、効率的な経営体質を全社に根付かせていくことは容

易ではありません。

　このNPS思想を徹底するために、その手引きとなる

「NPSハンドブック」を毎年自社内で制作し、全従業員に

配布しています。

中京さかえ会 会員 企業

：

：

：

：

お客さまからのメッセージ

ナカシャクリエイテブ 株式会社（野並支店お取引先）

代表取締役社長　山口 寛

名古屋市天白区野並二丁目213番地

昭和35年1月

情報処理サービス業

http://www.nakasha.co.jp

本　社

創　業

業　種

Ｈ　 Ｐ

　企業アーカイブ事業とは、文書・写真・映像などの記録

や、製品、人の記憶や出来事など、過去の企業活動で生

み出された全ての情報資産を、自社のブランド力向上や

社員の意識向上など現在の企業価値向上のために活

用しやすく整理・保存し直すことです。

　企業アーカイブは、会社の｢歴史的な価値｣｢業務的な

価値｣｢法的な価値｣など多様な価値をもつ、経営資産で

あり、経営の一助にもなります。これから海外へ進出して

いく企業や、中小のものづくり企業さまにも、このアーカイブ

を海外進出のツールに利用していただきたいと思います。

 周年事業を行ったり、企業アーカイブを実施するというこ

とは、事業承継にもつながるものだと思います。私自身、父

からいろいろ経営論を聞かされましたが、今思えばあまり

真剣に受け止めていませんでした。父親の言葉を面と向

かって聞くのはお互い照れがありましたし、教えを請うの

は息子のプライドが邪魔をする。でも、社長になってから

は、父親や前社長ならどうしただろうかと、過去の方針や

意思決定の記録からその時々の思いを考えるようになり

ました。今、社長をやらせてもらえているからこそ、理解し、

共感できたこともたくさんあります。

　父は私が社長になる直前に他界しましたから、父の真

意はもう父を知る人の話か過去の資料から想像するしか

ありません。ですから後継社長の方は、先代がお元気なう

ちに聞けることは聞いておいた方がいい（笑）。

 そんなキッカケ作りのお手伝いを「企業アーカイブ」がで

きるのではないかと思っています。

御社が経営理念として挙げている
「NPS思想」というのは？

文化事業の１つとして、企業アーカイブ事業を
手掛けられているそうですが…

　当社は伊勢湾台風の翌年の昭和35年1月、名古屋市

昭和区狭間町に「名古屋マイクロ写真研究所」として創

業し、マイクロ工業写真サービスを始めました。

　当時の最新技術であったマイクロフィルムを使った大

量・大型図面の保管性・検索性向上や、PDS（写真製図

法）による設計業務の効率化などにより、製造業、官公庁

などの多くのお客さまからご支持をいただき、当社発展の

礎となりました。

　現在では、「ライフラインの維持と文化の育成」を事業

領域として、専門分野に特化した技術と経験により、社会

に貢献し続けられるよう努めています。具体的には、｢ライ

フラインの維持｣として、電力・ガス・通信等の施設管理支

援事業、および鉄道・道路・水路といった運輸系施設管理

事業、民間企業や官公庁・自治体の情報管理支援事業

を推進しています。また、｢文化の育成｣として、埋蔵文化

財の調査と整理、文書など様 な々資料の調査・整理・保存

による文化財事業を推進しています。  

　全従業員がレベルアップを目指し、そのハンドブックをも

とにした「NPSトレーナー検定」を年１回実施しています。

検定は、初級・中級・上級などの段階があり、その段階に

応じて推進活動の役割を決めています。また、１年間の経

営方針や目標をまとめた経営計画書を作成し、社長や各

組織の責任者が、担当する内容を全社員に説明する経

営計画発表会を、年1回丸一日をかけて行っています。仕

事というのは、なかなか計画通りには進まないものですか

ら、この計画書をもとに、何を基準としていくのかということ

を社員全員で統一させるのです。

　これらは先代（現河合会長）のやり方をそのまま受け継

いでいます。新しい取り組みも、継続していくことでだんだ

ん当たり前のこととして定着していきます。それが企業の

思想や文化と言われるものだと思います。

　「受け継ぐ」ということを意識するきっかけとなったのは、

平成22年に開催した創業50周年記念行事でした。会社

の歴史を振り返ることで、今後も変わらず果たしていくべ

き使命、そのために受け継ぐべき当社のDNAを自覚でき

ました。日頃、当たり前と思っていることの中に、自社の思

想や強みがあるのだということを、50周年の節目によって

改めて認識できたように思います。

貴社のご紹介をお願いします

現用資料 カタログ

技術資料 詳細資料

画 像 動 画

…など

データベース

デジタルコンテンツ制作

記念展示・イベント

…など

デジタル社史
企業のバイブル

企業資料の調査・整備 保存処理（企業アーカイブ）

NPSハンドブック
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お取引先紹介
会 社 名 お取引店 名張支店株式会社 岩見瓦製作所

私ども「岩見瓦製作所」は、１９１２年(明治４５年)に三重県名張市に創業しました。
当社は、いぶし銀の光沢がある伊賀瓦の技術と伝統を守り続け、大量生産ではなく一枚一枚の瓦に職人の技と魂を込め
た手作り品で勝負したいと考えております。手作りの場合、大きさにもよりますが、竹べらを使って細かい部分まで丁寧に
形成するため、一枚の鬼瓦を作るのに熟練した職人でも３カ月を費やします。
企業理念である“温故知新”のもと、先人の心と技を学び日々研鑽を重ねております。

住所：〒518-0444　三重県名張市箕曲中村76　TEL：0595-63-0548
ＨＰアドレス　 http://iwami-kawara.net/company.html

お取引先紹介

当社は、デイサービスセンター｢縁屋｣を名古屋市内を中心に１０拠点展開しています｡
今年７月には、住宅型有料老人ホーム｢縁樹 港｣を新たに開設｡
「縁樹 港」のコンセプトは『青春介護』。
『青春介護』とは、入居者様が何歳になっても自分らしいライフスタイルを追求できる介護です。
他の施設と大きく異なるのは医療・介護だけではなく、１日の大半を占める「余暇」の充実にも力をいれています。
また、当該施設の開設により、医療・介護のワンストップサービス体制の構築を進めています。

会 社 名 株式会社 セブングロース お取引店 大津橋支店

住所：〒460-0008　名古屋市中区栄2-5-13アイ・エスビル9階　TEL：052-223-0817
ＨＰアドレス　 http://www.sevengrowth.com

伝統の技を継ぎ、さらにその技の高みを目指す瓦師たちの職人魂。
一枚一枚丁寧に作りだす鬼瓦には、伝統の技こそが醸しだせる
格調高さと手作りのぬくもりが生きています。

特殊な形のいぶし瓦の制作など、自社工場と瓦作りを極めたベ
テラン瓦師をはじめとする腕利きの職人たちを持つ当社だからこ
そお応えすることができます。

【ミッション】
　「明るく・楽しく・生きがいをもって・安心・安全」に生きていくことができる「まち」づくり

【福祉コンサルティング】
自社の介護施設運営及び経営コンサルティングノウハウを生かし、新規施設立ち上げから経営分析、経営戦略立案、Ｍ＆Ａ
など幅広くご相談に応じます。

【ソーシャルビジネス】
複合型福祉コミュニティ（Social Community Space）の企画・開発や活性化事業（地元産業・商店街等）など、
「社会性」と「事業性」を両立させる事業を企画・提案、支援します。

【介護施設の普及】
　介護施設を建て貸しするオーナー様への企画・提案、施設運営代行などを支援します。

確かな技術と実績のある地域密着型の会社として、高い評価を頂いております。現在、厚生労働大臣認定の国家資格取得
の“かわらぶき１級技能士”が５名(知事賞２名)、２級技能士６名、国土交通大臣認定の瓦屋根工事士４名を中心に営んでおり
ます。

導入例等
耐寒性高級棟瓦製造・社寺、文化財等特殊瓦製造 / 社寺、文化財屋根工事・公共建築から一般住宅屋根工事 / 新生
屋根材にいたる屋根工事全般

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

相差 山門 名張 小楼門

『青春介護』をサポートするライフスタイルコンシェルジュ！

ライフスタイルコンシェルジュが
より充実した生活をご提案します！

今まで、チャレンジしたくてもできなかったことを、「縁樹」での生活の中で可能にし、社会参加への支援や、より充
実した豊かな毎日を送って頂けるように取り組んでいきます。他にも、「縁樹」では、ごはんソムリエ監修のおいしい
「ごはん」を毎日提供するなど多種多様なサービスに取り組んでいきます。

「縁樹」では医療・介護サービスのサポート体制による安心した生活環境の提供はもちろん、医療・介護を受けて
いない時間も大切に考えています。ご入居者様お一人おひとりの余暇の時間を尊重し、専属のライフスタイルコン
シェルジュがより充実した生活を提案します。ライフスタイルコンシェルジュとは、ご入居者様のご希望や夢をお伺
いし、余暇の過ごし方を提案、演出するいわば専属のプランナーです。

●趣味として陶芸がしたい方には、陶芸の講師に依頼し教室を開催します。
●パソコンを学びたい方には、専門の講師に依頼し勉強会を開催します。
●特技を活かしてボランティア活動をしたい方には、活動先や交流の場をご用意します。
●仕事がしたいという方へは、今までの経験・特技を活かした社会参加を支援いたします。

例えば・・・
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連
絡
先

相差 山門 名張 小楼門

『青春介護』をサポートするライフスタイルコンシェルジュ！

ライフスタイルコンシェルジュが
より充実した生活をご提案します！
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●特技を活かしてボランティア活動をしたい方には、活動先や交流の場をご用意します。
●仕事がしたいという方へは、今までの経験・特技を活かした社会参加を支援いたします。

例えば・・・
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株式会社 新名電子
名古屋市昭和区御器所1丁目6番２１号　TEL：052-872-1141

1987年の創業以来、弱電工事を通して地域の生
活のお役に立つことを目指しております。
弱電工事とは、皆さまの住宅にもある｢インターホン」、

｢テレビ｣、｢電話｣などの設備、そして病院や介護施設
の｢ナースコール｣、｢自動火災報知設備｣など、多岐に
わたって皆さまの情報や安全に関わる設備工事です。
私たちは、日々プロとしての知識、技術を磨き、｢必要と

される人間、必要とされる会社になろう！！｣をモットーに、
これからも地域の皆さまに、より充実した、より安全な生
活を提供できるよう貢献していきたいと考えております。

田村 敦
1986年１０月

代表者名
設立年月

１０百万円
１１人

資 本 金
従業員数

電気通信工事業業務内容：
：

：

田村 敦　
代表取締役社長
1969年８月６日
石川県
空手、自転車

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

：
：
：
：
：

会社紹介

（新瑞橋支店お取引先）

：
：

新規入会企業のご紹介中京21世紀クラブ

桔梗が丘支店外観

開催日時
開催場所
参加者数

講演内容

9月3日（火）　15:30～18:10
名古屋観光ホテル
145名

中京21世紀クラブ 20周年記念講演会開催報告

　当行のお取引先の会員組織である中京21世紀クラブは、今年創設20周年を迎えました。そこで、
記念企画として、9月3日（火）に｢中京21世紀クラブ20周年記念講演会｣を開催しました。公益財団
法人 松下社会科学振興財団 松下資料館顧問（前館長）である川越森雄氏を講師に迎えて、日本
を代表する経営者の1人である松下幸之助をテーマに取上げ、｢松下幸之助の経営哲学～成功の
発想と経営理念の原点～｣と題した講演を行いました。

テーマ： 「松下幸之助の経営哲学　～成功の発想と経営理念の原点～」
講  師： 公益財団法人　松下社会科学振興財団
 松下資料館顧問（前館長）　川越 森雄 氏
内  容： 松下幸之助が存命中、20年間に亘って直接、指導、薫陶を受けた、川越氏を講師に迎え、

何もなかったことが、成功の発想や運命観を生むことになったなど、松下幸之助が生前残し
てきた3,000もの肉声記録をもとにエピソードを交えながら、松下幸之助の経営哲学を解
説していただきました。

中京銀行からの情報発信

販売対象

取扱期間 

預入期間
預入金額
募集金額

適用金利

個人（個人事業主を含む）および法人のお客さま
2013年9月27日（金）～11月29日（金）

1年
10万円以上（1円単位）
100億円
年0.1％

「福祉応援定期（愛称：たすけ愛）」好評発売中！

　現在、お預入れいただいた定期預金残高の一定割合を福祉事業に寄付を行う「福祉応援定期
（愛称：たすけ愛）」のお取扱いを行っています。
　本定期預金は、取扱終了時の定期預金残高の0.01%相当額を愛知県社会福祉協議会および三
重県社会福祉協議会を通して、各福祉団体へ「車椅子」を寄付する商品となっております。なお、寄
付につきましては、お客さまにご負担いただくことはございません。

中京銀行からの情報発信

※所在地、電話番号に変更はありません。

支店昇格前 支店昇格後

名　称

店質・店格
所在地
電話番号

名張支店
　桔梗が丘出張所

桔梗が丘支店

個人特化店

桔梗が丘出張所の支店昇格

　名張支店桔梗が丘出張所が、2013年10月21日（月）に桔梗が丘支店として、支店昇格して開設し
ました。｢個人取引に特化した支店｣として新たに個人のお客さま向け渉外行員を配置することでお
客さまの利便性の向上に努め、従来以上にきめ細かいサービスを提供してまいります。

※取扱期間中であっても、募集総額に達した時点で販売を終了します。

詳細につきましては、フリーダイヤル 0120-75-0892 までお問い合わせください。［銀行営業日 9：00～20：00］

※上記適用金利は、初回満期日までとし、満期日以降は継続時の
　スーパー定期の店頭表示金利を適用します。

三重県名張市桔梗が丘1番町6街区86番地
0595-65-2655

出張所
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株式会社 新名電子
名古屋市昭和区御器所1丁目6番２１号　TEL：052-872-1141
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