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地域の皆さまの
　信頼や期待にお応えする

取締役頭取 深町 正和

　平成26年の年頭にあたり謹んで新年の
ご挨拶を申しあげます。
　さて、昨年のわが国経済を振り返りますと、
アベノミクス効果による円安や株高から、経
済環境は大企業を中心に好転の兆しを見せ
てきました。また、２０２０年の東京オリンピック
開催も決まるなど、先々の明るい話題も出て
きました。
　当地区の経済状況につきましては、自動車
産業を中心として、わが国経済の回復を牽
引する形で着実に回復してきたものの、中小
零細企業においては、円安による原材料費
の高騰などによる影響も否めず、設備投資や
生産は伸び悩み、地域経済の本格的な回復
には至っておりません。
　こうした中、当行は地域金融機関としての
役割を果たすべく、お客さまが抱える課題な
どを共有し、その解決に積極的に取り組み、
お客さまの様々なニーズにお応えしてまいり
ます。

　今年を展望しますと、４月に消費税率の引
き上げが予定されており、これまで順調であ
った景気回復の勢いの減速も否めず、本格
的な景気回復に向けては楽観できない状況
にあります。当行は地域に根ざした金融機関
として、コンサルティング機能の発揮、新規融
資を含む円滑な資金供給などを通じて、お客
さまの経営改善支援に取り組み、地域の皆さ
まと共に当地区の経済発展に貢献してまいり
たいと考えております。
　本年は、地域社会と共にさらなる飛躍を目
指し、お客さまや地域の皆さまの信頼や期待
にお応えできるよう、より一層努力していく所
存でございます。
　本年も変わらぬご愛顧を賜りますよう、お
願い申しあげます。

新年ごあいさつ
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東海エコノミック・レポート
2014年の経済見通し
～景気は“コントロールされている”消費増税の影響を吸収し、
　再び回復局面へ～

　2013年は、日本経済を取り巻く環境が大きく好転した

年となった。前年の2012年は、米仏露など主要国で大統

領選が実施されたほか、中国では党大会、日本でも政権

交代に至った世界的にまれに見る選挙イヤーであった。

経済規模でみると、世界の名目GDP（国内総生産）で

6割近い国々でトップが代わる可能性のある重要選挙が

行われ、各国の政権与党が選挙戦を有利に戦うため

に、自国の景気や雇用回復を優先する保護主義的な動

きが加速した。外国為替市場でも自国の通貨安に誘導

する金融政策が実施され、結果的に2012年末まで日本

円だけが他の主要通貨に対して独歩高となる相場展開

となり、東海地域に集積の高い自動車などの輸出企業

の業績にマイナス要因となった。

　ドル円相場は2012年を通じて1ドル80円前後の円高

水準で推移していたが、2012年11月の米大統領選およ

び12月の日本の解散総選挙を経た後、アベノミクスの

一本目の矢である日銀の大胆な量的緩和策により、為替

相場は大きく円安方向へと舵を切った。政権交代後の

2012年12月には80円台後半へ、2013年1月には90円台

となり、2013年4月に100円台に乗ってからは12月上旬ま

で1ドル102円台の円安水準で推移している。この1年間

でドル円相場は実に20円以上も円安へとシフトし、アベノ

ミクスによる円安・株高という好条件が揃い、緩やかな景

気回復が続いた。トヨタなど大手自動車メーカーの国内

生産は年前半をピークに増加局面となり業績も急回復し

た。高額消費を中心とした個人消費の盛り上がりに、二

本目の矢である財政政策が加わって景気回復は本格

化し、大型の補正予算による公共投資の増加や住宅投

資の駆け込み需要がけん引役を引き継いだ。

　しかし、足元で成長率は徐々に鈍化しており、2013年

7～9月期、10～12月期とスローダウンした後、2014年1～

3月期の駆け込み需要により、景気は再加速するとみられ

る。2013年度の実質GDP成長率は＋2.3％を達成するこ

とが見込まれ、2014年度の日本経済は「成長率のゲタ」

を履くこととなり、高めのスタート台から始まることになるだ

ろう。

　米国経済の先行きは、輸出主導の東海経済にとっ
ても重要だが、いまや世界経済にとっても存在感が
増している。その米国では、FRB（米連邦準備理事
会）による量的緩和が続いており、緩和マネーによる
株高が個人消費を押し上げ、景気回復を支えている。
GDPの7割を占める個人消費の減少はそのまま景気
後退を意味することになるが、2014年2月にバーナン
キ議長の後任として議長に就任するイエレン氏は、
量的緩和を継続する可能性を示唆している。しかし、
米連邦債務の上限問題もくすぶり続けており、問題を

先送りしているに過ぎない。最終的に、連邦債務の削
減のための増税か、社会保障を含めた歳出カットを
選択するのかという厳しい選択を迫られている。
　こうした状況下で、FRBがいつ緩和縮小に動くの
かは難しい判断となっていたが、年明け1月からの緩
和縮小を決めた。ただし、2014年11月の米中間選挙
を控え、米国内の株高や雇用創出など景気回復を
最優先するために、夏頃から再び量的緩和に転じる
可能性もあるほか、ゼロ金利の解除は当面先送りさ
れる可能性が高いだろう。日米の量的緩和によりマネー
供給量が高水準を続ける中、副作用としての原油や
穀物など資源高に注意する必要もあるといえる。
　米国と並ぶ消費市場である中国に期待したい展
開だが、もはや2桁成長を続けてきた力強い中国では
ない。改革開放バブルの高成長の反動が中期的に
顕在化しており、消費や輸出が伸び悩む中、インフラ
整備などの固定資産投資の高い伸びが景気回復を
支えている。政府頼みの中国経済は、7％台中盤の実
質成長率を維持するのが精一杯とみている。成長市
場のASEANではインドネシアが6％成長を続けてい
るものの、タイの成長率が鈍化するなど先行きは不透
明である。最大の輸出先となっている中国がインフレ
懸念の払拭のため、金融引き締めを強化する可能性

　翻って、2014年の日本経済は、4月に予定される消費

税8％への引き上げの悪影響をどのように軽減するかが

最大の焦点となっている。三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル

ティングでは、消費税引き上げに関連して「消費生活に

ついてのアンケート」調査を中日新聞社と共同で実施し

たが、この結果をみる限り、増税直後の一時的な消費の

落ち込みは避けられないだろう。

　アンケートでは、4月の消費税8％への引き上げ時に、家

計支出の見直しを行うかについて聞いているが、東海

4県では、「増税分程度の節約をする」という回答と「増

税分以上に節約する」という回答を合わせた「実質消費

がマイナス」となる回答が全体の6割以上に上った。株価

の影響も大きいが、春闘の賃上げなど所得環境の好転

がなければ増税直後の消費への悪影響は避けられない

とみられる。結果的に、個人消費の減少を中心に2014年

4～6月期の実質ＧＤＰはマイナス成長となる公算が高い。

　消費者物価については、8割以上の人が「今後2～3

年は物価上昇が続く」と予想した。消費税が5％に引き上

世界経済は米国頼みの様相
ＦＲＢのゼロ金利解除は先送りへ

増税後の消費の落ち込みを
訪日外国人の購買力が下支えアベノミクス効果により

年前半に加速した2013年の景気

■図1　トヨタ国内生産と消費者態度指数 ■図2　ＩＭＦの世界経済見通し ■図3　実質GDP成長率

も高く、東海地域の自動車メーカーにとっても、デモな
ど反日的な動きの再燃が懸念材料となっている。
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　米国と並ぶ消費市場である中国に期待したい展
開だが、もはや2桁成長を続けてきた力強い中国では
ない。改革開放バブルの高成長の反動が中期的に
顕在化しており、消費や輸出が伸び悩む中、インフラ
整備などの固定資産投資の高い伸びが景気回復を
支えている。政府頼みの中国経済は、7％台中盤の実
質成長率を維持するのが精一杯とみている。成長市
場のASEANではインドネシアが6％成長を続けてい
るものの、タイの成長率が鈍化するなど先行きは不透
明である。最大の輸出先となっている中国がインフレ
懸念の払拭のため、金融引き締めを強化する可能性

　翻って、2014年の日本経済は、4月に予定される消費

税8％への引き上げの悪影響をどのように軽減するかが

最大の焦点となっている。三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサル

ティングでは、消費税引き上げに関連して「消費生活に

ついてのアンケート」調査を中日新聞社と共同で実施し

たが、この結果をみる限り、増税直後の一時的な消費の

落ち込みは避けられないだろう。

　アンケートでは、4月の消費税8％への引き上げ時に、家

計支出の見直しを行うかについて聞いているが、東海

4県では、「増税分程度の節約をする」という回答と「増

税分以上に節約する」という回答を合わせた「実質消費

がマイナス」となる回答が全体の6割以上に上った。株価

の影響も大きいが、春闘の賃上げなど所得環境の好転

がなければ増税直後の消費への悪影響は避けられない

とみられる。結果的に、個人消費の減少を中心に2014年

4～6月期の実質ＧＤＰはマイナス成長となる公算が高い。

　消費者物価については、8割以上の人が「今後2～3

年は物価上昇が続く」と予想した。消費税が5％に引き上

世界経済は米国頼みの様相
ＦＲＢのゼロ金利解除は先送りへ

増税後の消費の落ち込みを
訪日外国人の購買力が下支えアベノミクス効果により

年前半に加速した2013年の景気

■図1　トヨタ国内生産と消費者態度指数 ■図2　ＩＭＦの世界経済見通し ■図3　実質GDP成長率

も高く、東海地域の自動車メーカーにとっても、デモな
ど反日的な動きの再燃が懸念材料となっている。

0  

10  

20  

30  

40  

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 
トヨタ生産台数 予測

2月 

08 09 10 11 12 13 14
（年・月次） 

（注1） 東海4県=愛知､岐阜､三重､静岡。一般世帯の原数値。
（注2） トヨタ国内生産台数はＭＵＲＣにて季節調整。
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（万台、季節調整値） 
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個人消費 
設備投資 
政府支出 

外需 
在庫 
住宅 

<11年度> 
＋0.3％
（＋1.6％）

 <15年度>
＋1.2％
（＋0.6％）

 <14年度>
＋0.5％
（－0.4％）

<12年度>
＋0.7％
（－0.7％）

 <13年度>
＋2.3％
（＋1.6％）
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東海エコノミック・レポート

まる分かり！NEWS旬

■増税直後の実質消費はマイナスとなる公算大
　三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングでは、消費税
引き上げに関連して「消費生活についてのアンケー
ト」調査を中日新聞社と共同で実施した。2014年4月
に予定されている消費税8％への引き上げについて
は、1997年4月に消費税を5％に引き上げた時と同様、
増税後の個人消費が大きく落ち込み、そのまま景気
後退局面入りするのではないかとの懸念がある。消
費税が引き上げられる前からすでに、消費者物価の
上昇が広がりを見せており、家計の負担増が消費に
与える影響を注視する必要が出てきている。
　アンケート調査では、まず家計支出の見直しをどの
程度行うかを聞いているが、東海4県では「増税分程
度の節約」をするという回答と「増税分以上に節約」
すると回答を合わせた、実質消費がマイナスとなる回
答が全体の62.1％に上っており、個人消費への影響
は避けられないとみられる。一方、実質消費が消費税
引き上げ前の水準を維持するような「今まで通りの使
い方」をするとの回答は22.6％にとどまっており、個人
消費の減少を中心に2014年4～6月期の実質GDPは
マイナス成長となる可能性が高いとみる。
■家計支出の見直しは「ぜいたく消費」が対象
　消費税引き上げ後に見直しを考えている支出項目
としては、「衣類・ファッション（51.2％）」が最も高くなり、
次いで「外食（48.3％）」となった。2013年度の景気を
けん引しているのが百貨店などの高額消費であり、
名古屋市内の百貨店販売額は東京や大阪を上回る
伸びを見せており、衣料品や外食などへのぜいたく
消費を見直す動きが強まれば、個人消費はけん引役
を失うことにもなりかねない。次に回答率が高かった
のが「食料品（42.3％）」である。さらに「電気・ガス・水
道（32.8％）」「日用品（31.0％）」が続いており、ぜいた
く消費ほどではないものの、生活必需品の支出を切り
詰める傾向も強まりそうである。スーパーやコンビニエ
ンスストアなどの食品や日用品の売上が伸び悩む中
で、百貨店や衣料品専門店、外食産業などへの影響
が最も懸念され、家計支出の見直しが生活必需品に

まで広がる可能性が高まっている。
■駆け込み需要は家電製品で大きくなる可能性大
　消費税引き上げに関連して、1997年の5％への引き
上げ時に顕在化した耐久消費財の駆け込み需要と
その反動が懸念されている。駆け込み需要が大きく
なればなるほど、その後の反動も大きくなるため、今
回、政府は駆け込み需要が必要以上に大きくならな
いような政策を自動車と住宅に関して打ち出してい
る。具体的には、2014年4月以降の自動車取得税の
引き下げと住宅ローン減税の拡充である。こうした政
策により、消費者は無理に増税前に購入するのでは
なく、2014年4月以降に先送りするという判断もできる
ことになる。
　今回のアンケート調査では、消費税引き上げ前後
での購入を検討している支出項目について聞いてい
るが、自動車の増税前の購入検討は17.3％と増税後
の18.8％よりも低い水準にとどまっている。同様に、住
宅・土地・建物についても、増税前の購入検討（6.8％）
よりも増税後の購入検討（7.2％）の方が高くなってい
る。この結果をみる限り、自動車と住宅については、政
府の思惑通りに2014年4月以降に購入検討を先送り
する人が増えており、駆け込み需要はある程度、平準
化される見通しとなっている。
　一方、増税前の購入検討で最も高かったのが家
電製品（31.3％）である。増税後の購入検討（14.8％）
に比べて、増税前の駆け込み需要は2倍以上の回答
率となっている。住宅や自動車とは異なり、2014年4月
以降の支援策が想定されていない家電製品につい
ては、2013年の年末商戦から2014年年明けから3月
末にかけて駆け込み需要が大きくなる可能性が高く、
家電量販店などで商戦が激化することが予想され
る。スーパーやドラッグストアでもトイレットペーパーなど
の消耗品の駆け込みが予想されるほか、コンビニでも
タバコの大量買いが想定され、2014年1～3月期の実
質GDP成長率は一定程度、高まることが予想される。
（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

シニアエコノミスト　内田俊宏）

消費増税前の駆け込み需要

げられた1997年4月には、消費税分の価格への転嫁が

約7割程度だったとみられ、今回も同様と仮定した場合、

3％分の増税により消費税転嫁分で2％ほど消費者物価

が押し上げられる計算となる。加えて、消費税以外の物

価上昇が足元で1％近くに高まっていることから、2014年

4月以降の消費者物価は合計で3％前後の上昇となるこ

とが予想される。

　春闘で大企業の賃上げが実施される可能性は高い

ものの、全体では実質賃金のマイナスは避けられないと

みられ、物価上昇による家計負担増も予想されることか

ら、国内景気は一時的に落ち込むだろう。しかし、ＧＤＰの

落ち込みは4～6月期に限定され、翌7～9月期以降は再

びプラス成長に戻ることが期待される。消費税引き上げ

の影響を最小限に食い止めるため、大型の補正予算に

加え、日銀が異次元緩和を強化する可能性もあり、結果

的に円安・株高が再加速する可能性が高いとみる。円安

は1ドル110円近くまで進む可能性もあるだろう。

　一方、増税後に個人消費の落ち込みが懸念される

中、注目されるのが2013年に過去最高を更新した訪日外

国人の国内景気の下支え効果である。円安や観光ビザ

の発給要件の緩和により、アジアからの訪日外国人が増

加しており、日本国内での消費が景気を下支えした面も

見逃せない。訪日客の日本国内での消費は、ＧＤＰ統計

上は非居住者の消費として輸出に計上されるが、国内

の小売業界や観光地を支えたことは間違いない。

　2013年には、6月に富士山が世界文化遺産に登録さ

れたほか、夏以降は東南アジア向けの観光ビザの発給

要件が大幅に緩和された。12月には、訪日外国人に人気

の「和食」が世界無形文化遺産に登録された。百貨店

売上に占める外国人の割合は、年々伸びており、足元の

3％近くから2014年には5％まで上昇する見通しとなって

いる。

　さらに2014年10月から、訪日外国人向けに消費税の

免税制度を拡充することが決まった。免税対象は、従来

の家電製品やブランド品から、化粧品や食料品・飲料・薬

品まで消耗品全般に拡大する。年度前半は大型の補正

予算による公共投資が景気を下支えするが、その効果

が徐々に剥落し始める10月以降、購買力の低下した国

■図4　訪日外国人数（国別）

内消費をカバーすべく訪日外国人の旺盛な購買力に期

待できるだろう。

　2014年度の実質ＧＤＰ成長率は、消費税引き上げ直

後は、大型の補正予算の執行による公共投資の増加が

下支えとなるほか、日銀の異次元緩和の強化により、円

安・株高がさらに進行する可能性もある。自動車取得税

の引き下げや住宅ローン減税の拡充により、住宅投資や

自動車などの耐久財消費も長期にわたり低迷することは

回避できるだろう。夏場にかけての行楽シーズンには国

内外の旅行者による消費増も予想され、特に秋以降は、

訪日客の消費税の免税対象が全品目に拡大されるた

め、アジア人観光客の消費に期待できる。年度末には、

軽自動車の増税前の駆け込み需要が見込まれることか

ら、消費を押し上げる効果となる。年度全体では、政策的

にコントロールすることで消費税引き上げの反動減を吸

収し、＋0.5％とプラス成長を維持し、消費増税による景気

後退局面入りを回避できるだろう。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

シニアエコノミスト　内田俊宏）
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（出所）日本政府観光局（ＪＮＴＯ）「訪日外客数の動向」
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東海エコノミック・レポート

まる分かり！NEWS旬

■増税直後の実質消費はマイナスとなる公算大
　三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティングでは、消費税
引き上げに関連して「消費生活についてのアンケー
ト」調査を中日新聞社と共同で実施した。2014年4月
に予定されている消費税8％への引き上げについて
は、1997年4月に消費税を5％に引き上げた時と同様、
増税後の個人消費が大きく落ち込み、そのまま景気
後退局面入りするのではないかとの懸念がある。消
費税が引き上げられる前からすでに、消費者物価の
上昇が広がりを見せており、家計の負担増が消費に
与える影響を注視する必要が出てきている。
　アンケート調査では、まず家計支出の見直しをどの
程度行うかを聞いているが、東海4県では「増税分程
度の節約」をするという回答と「増税分以上に節約」
すると回答を合わせた、実質消費がマイナスとなる回
答が全体の62.1％に上っており、個人消費への影響
は避けられないとみられる。一方、実質消費が消費税
引き上げ前の水準を維持するような「今まで通りの使
い方」をするとの回答は22.6％にとどまっており、個人
消費の減少を中心に2014年4～6月期の実質GDPは
マイナス成長となる可能性が高いとみる。
■家計支出の見直しは「ぜいたく消費」が対象
　消費税引き上げ後に見直しを考えている支出項目
としては、「衣類・ファッション（51.2％）」が最も高くなり、
次いで「外食（48.3％）」となった。2013年度の景気を
けん引しているのが百貨店などの高額消費であり、
名古屋市内の百貨店販売額は東京や大阪を上回る
伸びを見せており、衣料品や外食などへのぜいたく
消費を見直す動きが強まれば、個人消費はけん引役
を失うことにもなりかねない。次に回答率が高かった
のが「食料品（42.3％）」である。さらに「電気・ガス・水
道（32.8％）」「日用品（31.0％）」が続いており、ぜいた
く消費ほどではないものの、生活必需品の支出を切り
詰める傾向も強まりそうである。スーパーやコンビニエ
ンスストアなどの食品や日用品の売上が伸び悩む中
で、百貨店や衣料品専門店、外食産業などへの影響
が最も懸念され、家計支出の見直しが生活必需品に

まで広がる可能性が高まっている。
■駆け込み需要は家電製品で大きくなる可能性大
　消費税引き上げに関連して、1997年の5％への引き
上げ時に顕在化した耐久消費財の駆け込み需要と
その反動が懸念されている。駆け込み需要が大きく
なればなるほど、その後の反動も大きくなるため、今
回、政府は駆け込み需要が必要以上に大きくならな
いような政策を自動車と住宅に関して打ち出してい
る。具体的には、2014年4月以降の自動車取得税の
引き下げと住宅ローン減税の拡充である。こうした政
策により、消費者は無理に増税前に購入するのでは
なく、2014年4月以降に先送りするという判断もできる
ことになる。
　今回のアンケート調査では、消費税引き上げ前後
での購入を検討している支出項目について聞いてい
るが、自動車の増税前の購入検討は17.3％と増税後
の18.8％よりも低い水準にとどまっている。同様に、住
宅・土地・建物についても、増税前の購入検討（6.8％）
よりも増税後の購入検討（7.2％）の方が高くなってい
る。この結果をみる限り、自動車と住宅については、政
府の思惑通りに2014年4月以降に購入検討を先送り
する人が増えており、駆け込み需要はある程度、平準
化される見通しとなっている。
　一方、増税前の購入検討で最も高かったのが家
電製品（31.3％）である。増税後の購入検討（14.8％）
に比べて、増税前の駆け込み需要は2倍以上の回答
率となっている。住宅や自動車とは異なり、2014年4月
以降の支援策が想定されていない家電製品につい
ては、2013年の年末商戦から2014年年明けから3月
末にかけて駆け込み需要が大きくなる可能性が高く、
家電量販店などで商戦が激化することが予想され
る。スーパーやドラッグストアでもトイレットペーパーなど
の消耗品の駆け込みが予想されるほか、コンビニでも
タバコの大量買いが想定され、2014年1～3月期の実
質GDP成長率は一定程度、高まることが予想される。
（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

シニアエコノミスト　内田俊宏）

消費増税前の駆け込み需要

げられた1997年4月には、消費税分の価格への転嫁が

約7割程度だったとみられ、今回も同様と仮定した場合、

3％分の増税により消費税転嫁分で2％ほど消費者物価

が押し上げられる計算となる。加えて、消費税以外の物

価上昇が足元で1％近くに高まっていることから、2014年

4月以降の消費者物価は合計で3％前後の上昇となるこ

とが予想される。

　春闘で大企業の賃上げが実施される可能性は高い

ものの、全体では実質賃金のマイナスは避けられないと

みられ、物価上昇による家計負担増も予想されることか

ら、国内景気は一時的に落ち込むだろう。しかし、ＧＤＰの

落ち込みは4～6月期に限定され、翌7～9月期以降は再

びプラス成長に戻ることが期待される。消費税引き上げ

の影響を最小限に食い止めるため、大型の補正予算に

加え、日銀が異次元緩和を強化する可能性もあり、結果

的に円安・株高が再加速する可能性が高いとみる。円安

は1ドル110円近くまで進む可能性もあるだろう。

　一方、増税後に個人消費の落ち込みが懸念される

中、注目されるのが2013年に過去最高を更新した訪日外

国人の国内景気の下支え効果である。円安や観光ビザ

の発給要件の緩和により、アジアからの訪日外国人が増

加しており、日本国内での消費が景気を下支えした面も

見逃せない。訪日客の日本国内での消費は、ＧＤＰ統計

上は非居住者の消費として輸出に計上されるが、国内

の小売業界や観光地を支えたことは間違いない。

　2013年には、6月に富士山が世界文化遺産に登録さ

れたほか、夏以降は東南アジア向けの観光ビザの発給

要件が大幅に緩和された。12月には、訪日外国人に人気

の「和食」が世界無形文化遺産に登録された。百貨店

売上に占める外国人の割合は、年々伸びており、足元の

3％近くから2014年には5％まで上昇する見通しとなって

いる。

　さらに2014年10月から、訪日外国人向けに消費税の

免税制度を拡充することが決まった。免税対象は、従来

の家電製品やブランド品から、化粧品や食料品・飲料・薬

品まで消耗品全般に拡大する。年度前半は大型の補正

予算による公共投資が景気を下支えするが、その効果

が徐々に剥落し始める10月以降、購買力の低下した国

■図4　訪日外国人数（国別）

内消費をカバーすべく訪日外国人の旺盛な購買力に期

待できるだろう。

　2014年度の実質ＧＤＰ成長率は、消費税引き上げ直

後は、大型の補正予算の執行による公共投資の増加が

下支えとなるほか、日銀の異次元緩和の強化により、円

安・株高がさらに進行する可能性もある。自動車取得税

の引き下げや住宅ローン減税の拡充により、住宅投資や

自動車などの耐久財消費も長期にわたり低迷することは

回避できるだろう。夏場にかけての行楽シーズンには国

内外の旅行者による消費増も予想され、特に秋以降は、

訪日客の消費税の免税対象が全品目に拡大されるた

め、アジア人観光客の消費に期待できる。年度末には、

軽自動車の増税前の駆け込み需要が見込まれることか

ら、消費を押し上げる効果となる。年度全体では、政策的

にコントロールすることで消費税引き上げの反動減を吸

収し、＋0.5％とプラス成長を維持し、消費増税による景気

後退局面入りを回避できるだろう。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

シニアエコノミスト　内田俊宏）
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　経営者からよく尋ねられる質問があります。「計
画を、皆が主体的に実践し、目標を達成するには
どうしたらいいでしょう？」
　こんなとき、私は決まってこう答えています。「目
標を達成するには、長続きしなければいけません。
長続きさせるには、楽しくやることです」。これには、
クライアントは大きく頷きます。私は、それを確認し
て続けます。「ですから、計画を共有して『よし、や
ろう！』という気になったら、会議を後15分だけ延長
して欲しいのです。そして、その15分で『どうやっ
たらこの計画を楽しくできるのか？』を話し合ってく
ださい。そして、それを実行してください」
　私が「楽しくないと続かない」というのは、統計
的な根拠があるからです。内閣府大臣官房政府
広報室が毎年発表している「国民生活に関する
世論調査」に「どのような仕事が理想的だと思い
ますか？」という質問があります。この答えの第一
位が「自分にとっての楽しい仕事（61.1%）」なの
です。
　実は、この答えは平成24年の調査で初めて第
一位になりました。それまでの第一位は「収入が
安定している仕事」でした。それが逆転したので
す。つまり、わが国では「お金」よりも「楽しいかど
うか」を優先して考える人の割合が大きくなったの
です。そこで、楽しさを生み出すために「どうしたら、
あなたの仕事は今よりもっと楽しくなるか」を社員
自身が考え、取り組む必要が出てきたのです。
　では、楽しく仕事をするとはどういうことなのか。
私が最近出会った「自分で工夫して仕事を楽し
んでいる人」の事例を紹介しましょう。

■自分たちで仕事を楽しくする工夫をする
　サービス業勤務の木綱結子さん（仮名）。彼女
は、自分が担当しているお客さまに対し、期間限
定のキャンペーンを企画しました。その期間中に
同社の商品を契約すればQUOカードやバリスタ

などが当たるというものです。こ
うしたキャンペーンは珍しくあり
ませんが、前回のキャンペーン
で彼女はひとつの工夫をしまし
た。入選賞のひとつに「木綱結
子賞 1名」という自分の個人名
を冠した賞を設けたのです。
　それを面白いと思った私は、彼女に「この賞の
賞品は、何なのですか？」と尋ねてみました。すると、
「実は賞品は決まっていません」といいます。「当
選した人を見て、その人に一番相応しい賞品を
私が選んでプレゼントするのです。今回当たった
方は、小さなお子様のいるお父さんです。ですか
ら、ご家族で喜んでいただけるものを、今選定中
です」。こんな彼女に「自分の名のついた賞の賞
品を選定していて楽しいですか？」と聞くと、「そ
りゃもう、めちゃくちゃ楽しいです」との答え。もう嬉
しくて仕方がない、といった感じでした。木綱結子
賞は、誰かから「やれ！」と言われたわけではありま
せん。自分で考えて、自分の意思で始めた方法で
す。だから楽しいのです。
　このケース以外でも、現場の社員に楽しくやる
方法を考えてもらいますと、次のようなアイデアが
できます。「チーム対抗アワード」「見える化の工
夫」「コスプレなど衣装の工夫」「毎日のMVPや
週間MVPなどの即賞」「お客さま同士が交流で
きるパーティ等の企画」等々。
　あなたやあなたの会社の社員は今、仕事が楽
しいと感じているでしょうか？楽しくするための自分
なりの工夫を考えてみましょう。そして見つけたこと
を躊躇せずトライしてみましょう。きっとその取り組
みは継続し、あなたの職場に定着化するでしょう。

（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
経営戦略部 部長 酒井英之）

楽しくないものは長続きしない

　2013年11月12日、中国共産党第18期中央委
員会第三回全体会議（三中全会）が「改革の全
面的な深化に向けての若干の重大問題に関する
決定」（「決定」）を採択して閉幕した。5年に１度開
かれる中国共産党大会で選出される中央委員に
よる全体会議。人事を固めた後に開かれる第三回
が新指導部の政策運営方針を決める重要会議と
いわれる。今回も2012年秋の第18回党大会で
選出された習近平総書記をリーダーとする新指導
部の政策運営方針が明らかになるとして注目され
ていた。ちなみに歴史的によく知られているのは
1978年の第11期三中全会である。ここで鄧小平氏
のリーダーシップのもと決定された「改革開放」
政策への転換が、その後の中国経済の発展の土
台となった。
　今回の「決定」は「全面的」と銘打っているよう
に経済体制、政治体制、社会体制、文化体制、エ
コ文明体制から党建設制度の改革まで実に広い
範囲をカバーしている。ただし、重点は経済面にあ
り、これまで「基本的な役割」とされていた市場の
資源配分機能を「決定的な役割」に引き上げた点
などが注目されている。具体的には「市場で価格
が形成できるものはすべて市場に委ね、政府は不
当な介入をしない。水、石油、天然ガス、電力、交通、
通信などの分野の価格改革を進め、競争的部門
の価格を自由化する」（日刊中国通信）などとして
いる。しかし、その一方で依然として「公有制」、す
なわち国有企業が中国の特色ある社会主義制度
の柱であると謳っており、一連の改革も「中国的」
に漸進的に進められることが示唆されている。
　他方、新たに「国家の安全保障体制と安全保
障戦略をより完全にし、国家の安全を確保する」
（同）ための『国家安全委員会』に加えて「改革の
基本設計、統一計画・調整、全体的推進および実
行の督促」（同）にあたる『改革全面深化指導小
組』が設立されることになった。新組織の詳細は明

らかにされていないが、習近平氏がリーダーシップ
を発揮し、「2020年までに重要分野とカギとなる部
門の改革で決定的成果」(同)を収めようという意気
込みの表れとみられている。
　改革の推進は中長期的には中国経済にとって
プラスでも短期的にはプラス・マイナス両面の影響
がある。たとえば、「一人っ子政策」の緩和（夫婦の
どちらか一方が一人っ子の場合に二人目の子供
の出産を認める）。この変更により毎年これまでより
100万人多くの子供が生まれると試算されている。
その結果、中長期的には生産年齢人口の減少テ
ンポの緩和あるいは人口高齢化テンポの緩和が
期待される。しかし、当面は子供の世話のために労
働市場から退出する労働力が増える可能性があ
る。ただし、その一方で子供が増えたことに合わせ
てより大きな家や車を持とうという世帯が増えれば、
消費が拡大する可能性もある。
　中国が敢えて困難な全面的な改革に踏み出す
のは「改革開放」政策に転じて35年、中国経済が
転換期を迎えているという認識があるからである。
李克強首相も「中国経済発展の原動力は今後
『人口ボーナス』から『改革ボーナス』に移行する」
と主張している。改革を推進し、習近平氏が唱える
中華民族の偉大な復興という「中国の夢」を実現
できるかどうか。新指導部の手腕に世界が注目し
ている。

「改革の全面的な深化」を目指す中国中国情報 コンサルティ
ング情報

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング調査部
　　　　　　　　　　　研究員 野田麻里子）

中国の生産年齢人口比率の推移
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　経営者からよく尋ねられる質問があります。「計
画を、皆が主体的に実践し、目標を達成するには
どうしたらいいでしょう？」
　こんなとき、私は決まってこう答えています。「目
標を達成するには、長続きしなければいけません。
長続きさせるには、楽しくやることです」。これには、
クライアントは大きく頷きます。私は、それを確認し
て続けます。「ですから、計画を共有して『よし、や
ろう！』という気になったら、会議を後15分だけ延長
して欲しいのです。そして、その15分で『どうやっ
たらこの計画を楽しくできるのか？』を話し合ってく
ださい。そして、それを実行してください」
　私が「楽しくないと続かない」というのは、統計
的な根拠があるからです。内閣府大臣官房政府
広報室が毎年発表している「国民生活に関する
世論調査」に「どのような仕事が理想的だと思い
ますか？」という質問があります。この答えの第一
位が「自分にとっての楽しい仕事（61.1%）」なの
です。
　実は、この答えは平成24年の調査で初めて第
一位になりました。それまでの第一位は「収入が
安定している仕事」でした。それが逆転したので
す。つまり、わが国では「お金」よりも「楽しいかど
うか」を優先して考える人の割合が大きくなったの
です。そこで、楽しさを生み出すために「どうしたら、
あなたの仕事は今よりもっと楽しくなるか」を社員
自身が考え、取り組む必要が出てきたのです。
　では、楽しく仕事をするとはどういうことなのか。
私が最近出会った「自分で工夫して仕事を楽し
んでいる人」の事例を紹介しましょう。

■自分たちで仕事を楽しくする工夫をする
　サービス業勤務の木綱結子さん（仮名）。彼女
は、自分が担当しているお客さまに対し、期間限
定のキャンペーンを企画しました。その期間中に
同社の商品を契約すればQUOカードやバリスタ

などが当たるというものです。こ
うしたキャンペーンは珍しくあり
ませんが、前回のキャンペーン
で彼女はひとつの工夫をしまし
た。入選賞のひとつに「木綱結
子賞 1名」という自分の個人名
を冠した賞を設けたのです。
　それを面白いと思った私は、彼女に「この賞の
賞品は、何なのですか？」と尋ねてみました。すると、
「実は賞品は決まっていません」といいます。「当
選した人を見て、その人に一番相応しい賞品を
私が選んでプレゼントするのです。今回当たった
方は、小さなお子様のいるお父さんです。ですか
ら、ご家族で喜んでいただけるものを、今選定中
です」。こんな彼女に「自分の名のついた賞の賞
品を選定していて楽しいですか？」と聞くと、「そ
りゃもう、めちゃくちゃ楽しいです」との答え。もう嬉
しくて仕方がない、といった感じでした。木綱結子
賞は、誰かから「やれ！」と言われたわけではありま
せん。自分で考えて、自分の意思で始めた方法で
す。だから楽しいのです。
　このケース以外でも、現場の社員に楽しくやる
方法を考えてもらいますと、次のようなアイデアが
できます。「チーム対抗アワード」「見える化の工
夫」「コスプレなど衣装の工夫」「毎日のMVPや
週間MVPなどの即賞」「お客さま同士が交流で
きるパーティ等の企画」等々。
　あなたやあなたの会社の社員は今、仕事が楽
しいと感じているでしょうか？楽しくするための自分
なりの工夫を考えてみましょう。そして見つけたこと
を躊躇せずトライしてみましょう。きっとその取り組
みは継続し、あなたの職場に定着化するでしょう。

（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
経営戦略部 部長 酒井英之）

楽しくないものは長続きしない

　2013年11月12日、中国共産党第18期中央委
員会第三回全体会議（三中全会）が「改革の全
面的な深化に向けての若干の重大問題に関する
決定」（「決定」）を採択して閉幕した。5年に１度開
かれる中国共産党大会で選出される中央委員に
よる全体会議。人事を固めた後に開かれる第三回
が新指導部の政策運営方針を決める重要会議と
いわれる。今回も2012年秋の第18回党大会で
選出された習近平総書記をリーダーとする新指導
部の政策運営方針が明らかになるとして注目され
ていた。ちなみに歴史的によく知られているのは
1978年の第11期三中全会である。ここで鄧小平氏
のリーダーシップのもと決定された「改革開放」
政策への転換が、その後の中国経済の発展の土
台となった。
　今回の「決定」は「全面的」と銘打っているよう
に経済体制、政治体制、社会体制、文化体制、エ
コ文明体制から党建設制度の改革まで実に広い
範囲をカバーしている。ただし、重点は経済面にあ
り、これまで「基本的な役割」とされていた市場の
資源配分機能を「決定的な役割」に引き上げた点
などが注目されている。具体的には「市場で価格
が形成できるものはすべて市場に委ね、政府は不
当な介入をしない。水、石油、天然ガス、電力、交通、
通信などの分野の価格改革を進め、競争的部門
の価格を自由化する」（日刊中国通信）などとして
いる。しかし、その一方で依然として「公有制」、す
なわち国有企業が中国の特色ある社会主義制度
の柱であると謳っており、一連の改革も「中国的」
に漸進的に進められることが示唆されている。
　他方、新たに「国家の安全保障体制と安全保
障戦略をより完全にし、国家の安全を確保する」
（同）ための『国家安全委員会』に加えて「改革の
基本設計、統一計画・調整、全体的推進および実
行の督促」（同）にあたる『改革全面深化指導小
組』が設立されることになった。新組織の詳細は明

らかにされていないが、習近平氏がリーダーシップ
を発揮し、「2020年までに重要分野とカギとなる部
門の改革で決定的成果」(同)を収めようという意気
込みの表れとみられている。
　改革の推進は中長期的には中国経済にとって
プラスでも短期的にはプラス・マイナス両面の影響
がある。たとえば、「一人っ子政策」の緩和（夫婦の
どちらか一方が一人っ子の場合に二人目の子供
の出産を認める）。この変更により毎年これまでより
100万人多くの子供が生まれると試算されている。
その結果、中長期的には生産年齢人口の減少テ
ンポの緩和あるいは人口高齢化テンポの緩和が
期待される。しかし、当面は子供の世話のために労
働市場から退出する労働力が増える可能性があ
る。ただし、その一方で子供が増えたことに合わせ
てより大きな家や車を持とうという世帯が増えれば、
消費が拡大する可能性もある。
　中国が敢えて困難な全面的な改革に踏み出す
のは「改革開放」政策に転じて35年、中国経済が
転換期を迎えているという認識があるからである。
李克強首相も「中国経済発展の原動力は今後
『人口ボーナス』から『改革ボーナス』に移行する」
と主張している。改革を推進し、習近平氏が唱える
中華民族の偉大な復興という「中国の夢」を実現
できるかどうか。新指導部の手腕に世界が注目し
ている。

「改革の全面的な深化」を目指す中国中国情報 コンサルティ
ング情報

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング調査部
　　　　　　　　　　　研究員 野田麻里子）

中国の生産年齢人口比率の推移
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（注）生産年齢人口比率＝生産年齢人口÷総人口（％）
（出所）国連のデータをもとに三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング調査部作成
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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）2014年度税制改正の概要（その1）

税制トピック

　安倍政権が行っている「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成
長戦略」という3本の矢によって日本経済は明るくなり、デフレ脱却の気配が出てきました。
　しかし、2014年4月に予定されている消費税率の引き上げによって景気の腰折れの恐れが
あります。そのため、税制改正大綱の一部である「景気を促進するための税制措置案」が切り離
されて前倒しで発表されました。そこで、そのポイントを説明いたします。

民間の設備投資を促進するための税制が新設・拡充されるⅠ

～日本再興戦略を進めるための法人税の改正ポイント～
②適用される特例

（２）中小企業者が機械等を取得した場合の特例が拡充される

　青色申告法人である中小企業者等が機械装置、工具器具備品、ソフトウエア、貨物自動車、船舶などを取得し

た場合の特別償却または税額控除の特例の適用期限が、2017年3月31日まで3年間延長される見込みですが、さ

らに、産業競争力強化法の施行日から2019年3月31日までの間に生産性向上設備に該当するものを取得した場

合には、特別償却または税額控除の特例が次のように拡充される予定です。

（３）既存建築物の耐震改修を行った場合の特例が創設される

①耐震改修工事を行った場合の特別償却　

　青色申告法人が保有する建築物について2015年3月31日までに「耐震改修の促進に関する法律」に基づき

耐震診断結果の報告を行ったものが、2014年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、

耐震改修により取得した部分について、その取得価額の25％の特別償却ができる制度が創設される予定です。

②耐震改修工事を行った場合の固定資産税の減額

　「耐震改修の促進に関する法律」の改正により耐震診断が義務付けられ、その結果が所管行政官庁に報告

された家屋について、政府の補助を受け2014年4月1日から2017年3月31日までに現行の耐震基準に適合させ

るような改修工事を行った場合には、その旨を市町村に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年から

2年度分のその家屋の固定資産税額が2分の1に減額される予定です。

　大胆な金融緩和によって長期金利を引き下げ、設備投資の活性化を図ることを税制面からもバックアップするために

次のような税制が創設または拡充される予定です。

（１）生産性が向上する設備を取得等すると税負担が軽減される

　青色申告法人が、産業競争力強化法の施行日から2016年3月31日までの間に、生産性の向上に資する先端設

備に該当する減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合には、特別償却または税額控除の特例を受けるこ

とができる制度が創設される予定です。

①対象となる減価償却資産

機械装置

工具

器具備品

建物

建物付属設備

構築物

ソフトウェア

取得価額が160万円以上のもの

取得価額120万円以上（1台30万円以上で合計120万円以上のものを含む）のロール

上記の取得価額の冷暖房用機器、電気冷蔵庫、電子計算機など

取得価額が120万円以上の断熱材および断熱窓

取得価額が120万円以上（1台60万円以上で合計120万円以上のものを含む）の
電気設備、冷暖房設備、昇降機など

取得価額が120万円以上のもの

中小企業者等が取得する取得価額70万円以上
（1台30万円以上で合計70万円以上のものを含む）

備　　考種　類

機械装置など

建物・構築物

取得価額の100％償却
または　取得価額の5％の税額控除

施行日～2016.3.31

取得価額の50％の特別償却
または　取得価額の4％の税額控除

取得価額の100％償却
または　取得価額の3％の税額控除

（注）税額控除は、法人税額の20％が限度です。

取得価額の25％の特別償却
または　取得価額の２％の税額控除

2016.4.1～2017.3.31取得等の日

資本金3,000万円超
1億円以下の
中小企業者等

資本金3,000万円
以下の中小企業者等

取得価額の30％の特別償却
（税額控除は適用できない）

現　　行

取得価額の100％償却
または　取得価額の7％の税額控除

取得価額の30％の特別償却
または　取得価額の7％の税額控除

（注）中小企業者等とは、資本金1億円以下の法人のうち資本金1億円超の大規模法人の子会社に該当しない法人をいいます。

取得価額の100％償却
または　取得価額の10％の税額控除

改　正　案
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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）2014年度税制改正の概要（その1）

税制トピック

　安倍政権が行っている「大胆な金融政策」、「機動的な財政政策」、「民間投資を喚起する成
長戦略」という3本の矢によって日本経済は明るくなり、デフレ脱却の気配が出てきました。
　しかし、2014年4月に予定されている消費税率の引き上げによって景気の腰折れの恐れが
あります。そのため、税制改正大綱の一部である「景気を促進するための税制措置案」が切り離
されて前倒しで発表されました。そこで、そのポイントを説明いたします。

民間の設備投資を促進するための税制が新設・拡充されるⅠ

～日本再興戦略を進めるための法人税の改正ポイント～
②適用される特例

（２）中小企業者が機械等を取得した場合の特例が拡充される

　青色申告法人である中小企業者等が機械装置、工具器具備品、ソフトウエア、貨物自動車、船舶などを取得し

た場合の特別償却または税額控除の特例の適用期限が、2017年3月31日まで3年間延長される見込みですが、さ

らに、産業競争力強化法の施行日から2019年3月31日までの間に生産性向上設備に該当するものを取得した場

合には、特別償却または税額控除の特例が次のように拡充される予定です。

（３）既存建築物の耐震改修を行った場合の特例が創設される

①耐震改修工事を行った場合の特別償却　

　青色申告法人が保有する建築物について2015年3月31日までに「耐震改修の促進に関する法律」に基づき

耐震診断結果の報告を行ったものが、2014年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、

耐震改修により取得した部分について、その取得価額の25％の特別償却ができる制度が創設される予定です。

②耐震改修工事を行った場合の固定資産税の減額

　「耐震改修の促進に関する法律」の改正により耐震診断が義務付けられ、その結果が所管行政官庁に報告

された家屋について、政府の補助を受け2014年4月1日から2017年3月31日までに現行の耐震基準に適合させ

るような改修工事を行った場合には、その旨を市町村に申告したものに限り、改修工事が完了した年の翌年から

2年度分のその家屋の固定資産税額が2分の1に減額される予定です。

　大胆な金融緩和によって長期金利を引き下げ、設備投資の活性化を図ることを税制面からもバックアップするために

次のような税制が創設または拡充される予定です。

（１）生産性が向上する設備を取得等すると税負担が軽減される

　青色申告法人が、産業競争力強化法の施行日から2016年3月31日までの間に、生産性の向上に資する先端設

備に該当する減価償却資産を取得し、事業の用に供した場合には、特別償却または税額控除の特例を受けるこ

とができる制度が創設される予定です。

①対象となる減価償却資産

機械装置

工具

器具備品

建物

建物付属設備

構築物

ソフトウェア

取得価額が160万円以上のもの

取得価額120万円以上（1台30万円以上で合計120万円以上のものを含む）のロール

上記の取得価額の冷暖房用機器、電気冷蔵庫、電子計算機など

取得価額が120万円以上の断熱材および断熱窓

取得価額が120万円以上（1台60万円以上で合計120万円以上のものを含む）の
電気設備、冷暖房設備、昇降機など

取得価額が120万円以上のもの

中小企業者等が取得する取得価額70万円以上
（1台30万円以上で合計70万円以上のものを含む）

備　　考種　類

機械装置など

建物・構築物

取得価額の100％償却
または　取得価額の5％の税額控除

施行日～2016.3.31

取得価額の50％の特別償却
または　取得価額の4％の税額控除

取得価額の100％償却
または　取得価額の3％の税額控除

（注）税額控除は、法人税額の20％が限度です。

取得価額の25％の特別償却
または　取得価額の２％の税額控除

2016.4.1～2017.3.31取得等の日

資本金3,000万円超
1億円以下の
中小企業者等

資本金3,000万円
以下の中小企業者等

取得価額の30％の特別償却
（税額控除は適用できない）

現　　行

取得価額の100％償却
または　取得価額の7％の税額控除

取得価額の30％の特別償却
または　取得価額の7％の税額控除

（注）中小企業者等とは、資本金1億円以下の法人のうち資本金1億円超の大規模法人の子会社に該当しない法人をいいます。

取得価額の100％償却
または　取得価額の10％の税額控除

改　正　案
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税制トピック

2013年4月1日から2015年3月31日までに開始する適用年度

2015年4月1日から2016年3月31日までに開始する適用年度

2016年4月1日から2018年3月31日までに開始する適用年度

２％以上

３％以上

５％以上

適用年度 給与支給額増加割合

税理士法人中央総研　　代表社員　蒔田知子

自社株式の信託
　自社株式の信託（民事）では、委託者（現経営者）の所有する株式を受託者（親族でも同族法人でも誰で
も可）へ譲渡し、受託者が受益者（経済的利益享受者）のために、自社株を管理運用することになります。

〈ポイント〉 ・ 自社株式の所有名義人は受託者に換わりますが、信託財産は受益権者のものなので①、②の
段階では課税関係は生じません。

 ・ 受益権の移転は、信託契約の定めによりいつでも行えます。（売買移転）譲渡所得税課税、
（贈与移転）贈与税課税、（相続移転）相続税課税

 ・ 議決権は自社株の保有名義人である受託者が行使しますが、指図権者を定めて受託者に
指図することにより、議決権を行使することができます。

〈特   徴〉 ・ 自社株の評価が低い時に、次世代へ株式を譲りつつ、議決権は現経営者の手元に残すこと
ができます。

 ・ 信託契約次第では、後継者の指定が、子の世代だけでなく、孫の世代も可能になります。

事業承継ワンポイントコーナー

（ロ）平均給与支給額に関する適用要件

　この特例を受けるための国内雇用者に対する「平均給与支給額」に関する要件が、次のように改正される予定

です。

（ハ）給与支給額の前年度との比較に関する適用要件

　特例を受けるための3つ目の要件である「適用年度の給与支給額が前年度の給与支給額以上であること」とい

う要件に関する改正予定はありません。

③給与支給額が増加した場合の住民税の適用

　この給与支給額が増加した場合の税額控除制度は、法人住民税にも適用される予定です。

給与支給額が増加した場合の特例の要件が緩和されるⅡ

　実質金利の低下による円安によって輸入物価が急騰し、消費者物価も徐々に上昇に転じています。そのため、日本

経済の課題であるデフレ脱却を税制面から支援するために国内雇用者の給与が増加した場合に、法人税額から税

額控除限度額を上限として税額控除できる特例の3適用要件のうち2要件が緩和されるとともに、その適用期限が

2018年3月31日まで2年間延長される予定です。

①税額控除限度額

（イ）（適用年度給与支給額－基準年度給与支給額）×10％

（ロ）適用年度の法人税額の10％（中小企業者は20％）

②適用要件

（イ）給与支給額の増加割合に関する適用要件

　この特例の適用を受けるための「国内雇用者の給与支給額増加割合[適用年度の給与支給額÷2013年

3月31日以前開始事業年度の給与支給額（基準年度給与支給額）]が５％以上」という要件が、次の適用年度の

区分に応じて引き下げられる予定です。そのため、適用を受けるためのハードルがかなり下がることになります。

試験研究費が増加した場合の税額控除制度が拡充されるⅢ

　試験研究費が増加した場合の法人税額の税額控除制度は、「①試験研究費の総額に8～10％を乗じた額を税額

控除できる総額型の制度（法人税額の30％を限度）」を基本ベースに、「②試験研究費の増加額の5％を税額控除で

きる増加型」と「③売上高の10％を超える試験研究費額の一定割合を税額控除できる高水準型」のいずれかを上乗

せ適用できる制度（法人税額の10％を限度）ですが、増加型の特例が次のように改正されるとともに、その適用期限が

2017年3月31日まで3年間延長される予定です。

（改正案の内容）　適用年度の試験研究費が、比較試験研究費額（過去3年間の平均）を超え、かつ、基準試験

研究費額（前2年間の試験研究費のうち最も多い金額）を超える場合に上乗せ適用される増

加型の税額控除制度が、次のとおり改正される予定です。

平均給与支給額

平均給与の
計算対象

前年度の平均給与支給額以上であること

現　行

前年度の平均給与支給額を上回ること

雇用保険の一般被保険者のうち、
継続雇用制度の対象の高齢者を除く

（高齢者については現行のまま）
雇用保険一般被保険者のうち、適用
年度と前年度に給与支給を受けたもの

改正案

増加型
（上乗せ部分）

現　行 改正案

委託者（現経営者）

③受益権移転（いつでも行える）

受益者（後継者）

受託者
①信託契約締結

②受益権（当初）

適用年度の試験研究費額から比較
研究費額を控除した残額の５％相当
額を税額控除できる

適用年度の試験研究費額から比較試験研究費
額を控除した残額の30％（増加割合が30％未満
の場合は増加割合）相当額を税額控除できる

｝いずれか少ない金額 ⇒   税額控除

NEWS LETTER vol.4710

ページ 12 (12)

ページ 12 (12)



税制トピック

2013年4月1日から2015年3月31日までに開始する適用年度

2015年4月1日から2016年3月31日までに開始する適用年度

2016年4月1日から2018年3月31日までに開始する適用年度

２％以上

３％以上

５％以上

適用年度 給与支給額増加割合

税理士法人中央総研　　代表社員　蒔田知子

自社株式の信託
　自社株式の信託（民事）では、委託者（現経営者）の所有する株式を受託者（親族でも同族法人でも誰で
も可）へ譲渡し、受託者が受益者（経済的利益享受者）のために、自社株を管理運用することになります。

〈ポイント〉 ・ 自社株式の所有名義人は受託者に換わりますが、信託財産は受益権者のものなので①、②の
段階では課税関係は生じません。

 ・ 受益権の移転は、信託契約の定めによりいつでも行えます。（売買移転）譲渡所得税課税、
（贈与移転）贈与税課税、（相続移転）相続税課税

 ・ 議決権は自社株の保有名義人である受託者が行使しますが、指図権者を定めて受託者に
指図することにより、議決権を行使することができます。

〈特   徴〉 ・ 自社株の評価が低い時に、次世代へ株式を譲りつつ、議決権は現経営者の手元に残すこと
ができます。

 ・ 信託契約次第では、後継者の指定が、子の世代だけでなく、孫の世代も可能になります。

事業承継ワンポイントコーナー

（ロ）平均給与支給額に関する適用要件

　この特例を受けるための国内雇用者に対する「平均給与支給額」に関する要件が、次のように改正される予定

です。

（ハ）給与支給額の前年度との比較に関する適用要件

　特例を受けるための3つ目の要件である「適用年度の給与支給額が前年度の給与支給額以上であること」とい

う要件に関する改正予定はありません。

③給与支給額が増加した場合の住民税の適用

　この給与支給額が増加した場合の税額控除制度は、法人住民税にも適用される予定です。

給与支給額が増加した場合の特例の要件が緩和されるⅡ

　実質金利の低下による円安によって輸入物価が急騰し、消費者物価も徐々に上昇に転じています。そのため、日本

経済の課題であるデフレ脱却を税制面から支援するために国内雇用者の給与が増加した場合に、法人税額から税

額控除限度額を上限として税額控除できる特例の3適用要件のうち2要件が緩和されるとともに、その適用期限が

2018年3月31日まで2年間延長される予定です。

①税額控除限度額

（イ）（適用年度給与支給額－基準年度給与支給額）×10％

（ロ）適用年度の法人税額の10％（中小企業者は20％）

②適用要件

（イ）給与支給額の増加割合に関する適用要件

　この特例の適用を受けるための「国内雇用者の給与支給額増加割合[適用年度の給与支給額÷2013年

3月31日以前開始事業年度の給与支給額（基準年度給与支給額）]が５％以上」という要件が、次の適用年度の

区分に応じて引き下げられる予定です。そのため、適用を受けるためのハードルがかなり下がることになります。

試験研究費が増加した場合の税額控除制度が拡充されるⅢ

　試験研究費が増加した場合の法人税額の税額控除制度は、「①試験研究費の総額に8～10％を乗じた額を税額

控除できる総額型の制度（法人税額の30％を限度）」を基本ベースに、「②試験研究費の増加額の5％を税額控除で

きる増加型」と「③売上高の10％を超える試験研究費額の一定割合を税額控除できる高水準型」のいずれかを上乗

せ適用できる制度（法人税額の10％を限度）ですが、増加型の特例が次のように改正されるとともに、その適用期限が

2017年3月31日まで3年間延長される予定です。

（改正案の内容）　適用年度の試験研究費が、比較試験研究費額（過去3年間の平均）を超え、かつ、基準試験

研究費額（前2年間の試験研究費のうち最も多い金額）を超える場合に上乗せ適用される増

加型の税額控除制度が、次のとおり改正される予定です。

平均給与支給額

平均給与の
計算対象

前年度の平均給与支給額以上であること

現　行

前年度の平均給与支給額を上回ること

雇用保険の一般被保険者のうち、
継続雇用制度の対象の高齢者を除く

（高齢者については現行のまま）
雇用保険一般被保険者のうち、適用
年度と前年度に給与支給を受けたもの

改正案

増加型
（上乗せ部分）

現　行 改正案

委託者（現経営者）

③受益権移転（いつでも行える）

受益者（後継者）

受託者
①信託契約締結

②受益権（当初）

適用年度の試験研究費額から比較
研究費額を控除した残額の５％相当
額を税額控除できる

適用年度の試験研究費額から比較試験研究費
額を控除した残額の30％（増加割合が30％未満
の場合は増加割合）相当額を税額控除できる

｝いずれか少ない金額 ⇒   税額控除
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経営アドバイス
高齢者向け住宅の動向について 株式会社 日医リース

　急速に高齢化が進む現在の日本においては、高齢者が安心して暮らせる住宅が
不足しており、住宅環境の整備が緊急の課題となっています。これを受け、質の高
い高齢者向け住宅を早急に整備することを目的に法整備が進み、「サービス付き
高齢者向け住宅（サ高住）」の建設が近年増加しています。
　今回は、医療機器のリース業界において、シェア１割を占める株式会社 日医リース 
介護福祉推進部の田中部長に「サ高住」建設の最近の動向についてお話しいた
だきました。

日医リースにおける介護事業支援
　日医リースでは、年間500件以上の医療機関の開業支援
を手がけるなど、営業スタッフ一人ひとりが専門知識をベー
スにしたコンサルティング力や高い事業提案力を持っており、
現在、取引を有する医療機関数は17,000件にものぼります。
　営業活動の一環として、医療機関を中心に行ってきた介
護事業支援の問合せ件数が、近年増加してきたことを受け、
今春、介護事業の立ち上げ・運営などの支援を行う介護福
祉推進部を開設、本格的に介護分野に乗り出しています。
　社内の介護事業に関するスタッフの育成、マーケティングやシミュレーション等を行うことができる支援ツールの開発が整備さ
れたことから、現在、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームの立ち上げ支援に、集中的に取り組んでいます。

高齢者向け住宅の現況
2011年10月、「改正・高齢者の
居住の安定確保に関する法律」
（高齢者住まい法）により、必須の
サービスとして安否確認と生活相
談を伴ったサービス付き高齢者向
け住宅（「サ高住」）の制度が開
始されました。
質の高い高齢者向け住宅を早
急に整備することをねらった「サ高
住」の制度には、補助金、税制優
遇、特別融資などさまざまな特典
があります。
手厚い支援体制に伴い、高齢
者住宅事業に新規参入する事業
者は増加しつつあり、団塊世代の

　サービス付き高齢者向け住宅については、近年、土地のオーナーが建て、
医療機関や介護事業者が建物を借り上げて運営するケースが増えていま
す。この方式であれば、運営者はイニシャルコストをかけずに参入できます。
　しかしながら、このような場合において、しばしば見受けられるのが「サ高
住」のプロジェクトの全体像がわかっていない運営者の取引銀行から、運営
者が運転資金の融資を受けられないケースです。日医リースでは、備品等のリースを行い、さらには医療法人向け施設
立ち上げ時の運転資金への融資にも対応する仕組みがあります。
　また、立ち上げ段階から日医リースが関与させていただくことにより事業コンセプトに沿った設備導入のアドバイスや、
備品類をトータルで提案させていただくことで全体のコストを下げられるというメリットもあります。
　介護施設の開設後、時間の経過とともに、要介護状態の入居者はその程度が進んでいくことが想定され、平均「要
介護度３」とした部屋数や面積、価格設定を行ったり、医療・デイサービス・理学療法士などを配置し機能の充実を図っ
たりするなど、進化する介護事業への対応力も強化しております。

日医リースが関与することのメリット

事業を成功させるための要素

登録されたサービス付き高齢者向け住宅及び高齢者生活支援施設
住宅 ： 建築費の1/１０　改修費（※１） の１/３　（国費上限１００万円／戸）
高齢者生活支援施設（※２） ： 建築費の1/１０　改修費の1/３　（国費１,０００万円／施設）

・ 高齢者住まい法改正により創設された「サービス付き高齢者向け住宅」として登録されること。
・ サービス付き高齢者向け住宅に１０年以上登録すること。
・ 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められるもの。
・ 入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないもの。
・ 事業に要する資金の調達が確実であるもの。

株式会社 日医リース
介護福祉推進部 部長 田中保男

入居を見込んだ甘い見通しなど、中味を伴わない安易な住宅が一部に見受けられます。医療介護分野は成長分野と
言われているものの、しっかりと計画を立て事業を開始しないと、成功の果実を得られるものではありません。

平成25年度 サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のための支援措置【国土交通省】
■補助金 ： 高齢者等居住安定化推進事業　〔平成２５年度予算　３４０億円〕
対　象

補助額

主な要件

「サービス付き高齢者向け住宅」として登録を受ける賃貸住宅の建設・改良に必要な資金、
または当該賃貸住宅とする中古住宅の購入に必要な資金を貸し付け（別担保設定不要）

サービス付き高齢者向け
賃貸住宅融資

民間金融機関が実施するサービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係るリバースモー
ゲージ（死亡時一括償還型融資）に対して、住宅融資保険の対象とすることにより支援

住宅融資保険の対象と
することによる支援

５年間割増償却４０％ 
（耐用年数３５年未満 ２８％）
※ただし、平成２７年４月１日～平成
２８年３月３１日までの間に取得等
したものの割増償却率は半分。

平成２８年３月３１日までに取
得等した場合に適用。

５年間
税額を２/３軽減

家屋 ： 課税標準から１,２００万円控除／戸
土地 ： 家屋の床面積の２倍に当たる土地

面積相当分の価格等を減額 

平成２7年３月３１日までに取得等した場合に適用。

■税制優遇 ： 所得税・法人税に係る割増償却等によるサービス付き高齢者向け住宅の供給促進

■特別融資 ： （独）住宅金融支援機構が実施

 内容

適用要件

（※１）住宅の改修は、共用部分及び加齢対応構造等（バリアフリー化）に係る工事に限る。
（※２）高齢者生活支援施設の例：デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、診療所、訪問看護事業所 等。

所得税・法人税 固定資産税 不動産取得税

Ａ  社
（地主）

サ高住の運営

B  社
（運営会社）

C銀行
（Ａの取引銀行）

建物の建築資金

D銀行
（Ｂの取引銀行）運転資金

？

（1）立地する地域のニーズを捉え、
　 明確なコンセプトを設定
　「独居高齢者が多い」など、地域にはさまざまな
特性があります。独居高齢者が多い地域は「コミュ
ニティづくり」など、地域のニーズを汲み取り、それぞ
れの実情にあったサービスを提供するといった明確
なコンセプトを打ち出すことにより、無駄のない効率
的な運営が実現できることとなります。

（2）施設のカラーづくり
　「医療機関が近くて連携ができる」、「交通の便がい
い」など施設のカラーづくりを行い、利便性の高さを周
辺の医療機関、スタッフとなるケアマネージャー、入居
者となる高齢者など、地域に周知させていきます。

（4）利用者に配慮した価格設定
　入居者の経済力や健康状態などに配慮した価格
設定とすることが重要です。
　医療依存度が高い入居者にとっては、ケア費用が
入居費用の外枠となった場合、入居負担が高額となる
ので、状況に応じた割引制度を導入するなど、建設し
たエリアの相場を十分考慮した価格設定が必要となり
ます。家賃部分については、年金制度で賄える価格設
定が理想的と思われます。
　そのエリアの相場より高い価格設定を行うのであれ
ば、価格に見合う設備・サービスを行うなど、価格妥当
性が必要となります。

（3）機能の優位性
　施設の方針にしたがって、スタッフが入居者の家
族と話し合い、新しい施設を作り上げていくことで、
常時介護が必要な６５歳以上の高齢者のうち、寝た
きりや認知症など自宅では適切な介護を受けられな
い人が入る施設である特別養護老人ホームの機能
に引けを取らない明確な特徴を、必要としている人
に伝えていかなければ、これから増加の一途を辿る
介護施設の中から選択されないでしょう。
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経営アドバイス
高齢者向け住宅の動向について 株式会社 日医リース

　急速に高齢化が進む現在の日本においては、高齢者が安心して暮らせる住宅が
不足しており、住宅環境の整備が緊急の課題となっています。これを受け、質の高
い高齢者向け住宅を早急に整備することを目的に法整備が進み、「サービス付き
高齢者向け住宅（サ高住）」の建設が近年増加しています。
　今回は、医療機器のリース業界において、シェア１割を占める株式会社 日医リース 
介護福祉推進部の田中部長に「サ高住」建設の最近の動向についてお話しいた
だきました。

日医リースにおける介護事業支援
　日医リースでは、年間500件以上の医療機関の開業支援
を手がけるなど、営業スタッフ一人ひとりが専門知識をベー
スにしたコンサルティング力や高い事業提案力を持っており、
現在、取引を有する医療機関数は17,000件にものぼります。
　営業活動の一環として、医療機関を中心に行ってきた介
護事業支援の問合せ件数が、近年増加してきたことを受け、
今春、介護事業の立ち上げ・運営などの支援を行う介護福
祉推進部を開設、本格的に介護分野に乗り出しています。
　社内の介護事業に関するスタッフの育成、マーケティングやシミュレーション等を行うことができる支援ツールの開発が整備さ
れたことから、現在、サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームの立ち上げ支援に、集中的に取り組んでいます。

高齢者向け住宅の現況
2011年10月、「改正・高齢者の
居住の安定確保に関する法律」
（高齢者住まい法）により、必須の
サービスとして安否確認と生活相
談を伴ったサービス付き高齢者向
け住宅（「サ高住」）の制度が開
始されました。
質の高い高齢者向け住宅を早
急に整備することをねらった「サ高
住」の制度には、補助金、税制優
遇、特別融資などさまざまな特典
があります。
手厚い支援体制に伴い、高齢
者住宅事業に新規参入する事業
者は増加しつつあり、団塊世代の

　サービス付き高齢者向け住宅については、近年、土地のオーナーが建て、
医療機関や介護事業者が建物を借り上げて運営するケースが増えていま
す。この方式であれば、運営者はイニシャルコストをかけずに参入できます。
　しかしながら、このような場合において、しばしば見受けられるのが「サ高
住」のプロジェクトの全体像がわかっていない運営者の取引銀行から、運営
者が運転資金の融資を受けられないケースです。日医リースでは、備品等のリースを行い、さらには医療法人向け施設
立ち上げ時の運転資金への融資にも対応する仕組みがあります。
　また、立ち上げ段階から日医リースが関与させていただくことにより事業コンセプトに沿った設備導入のアドバイスや、
備品類をトータルで提案させていただくことで全体のコストを下げられるというメリットもあります。
　介護施設の開設後、時間の経過とともに、要介護状態の入居者はその程度が進んでいくことが想定され、平均「要
介護度３」とした部屋数や面積、価格設定を行ったり、医療・デイサービス・理学療法士などを配置し機能の充実を図っ
たりするなど、進化する介護事業への対応力も強化しております。

日医リースが関与することのメリット

事業を成功させるための要素

登録されたサービス付き高齢者向け住宅及び高齢者生活支援施設
住宅 ： 建築費の1/１０　改修費（※１） の１/３　（国費上限１００万円／戸）
高齢者生活支援施設（※２） ： 建築費の1/１０　改修費の1/３　（国費１,０００万円／施設）

・ 高齢者住まい法改正により創設された「サービス付き高齢者向け住宅」として登録されること。
・ サービス付き高齢者向け住宅に１０年以上登録すること。
・ 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められるもの。
・ 入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないもの。
・ 事業に要する資金の調達が確実であるもの。

株式会社 日医リース
介護福祉推進部 部長 田中保男

入居を見込んだ甘い見通しなど、中味を伴わない安易な住宅が一部に見受けられます。医療介護分野は成長分野と
言われているものの、しっかりと計画を立て事業を開始しないと、成功の果実を得られるものではありません。

平成25年度 サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のための支援措置【国土交通省】
■補助金 ： 高齢者等居住安定化推進事業　〔平成２５年度予算　３４０億円〕
対　象

補助額

主な要件

「サービス付き高齢者向け住宅」として登録を受ける賃貸住宅の建設・改良に必要な資金、
または当該賃貸住宅とする中古住宅の購入に必要な資金を貸し付け（別担保設定不要）
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民間金融機関が実施するサービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係るリバースモー
ゲージ（死亡時一括償還型融資）に対して、住宅融資保険の対象とすることにより支援

住宅融資保険の対象と
することによる支援

５年間割増償却４０％ 
（耐用年数３５年未満 ２８％）
※ただし、平成２７年４月１日～平成
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したものの割増償却率は半分。
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得等した場合に適用。

５年間
税額を２/３軽減
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■税制優遇 ： 所得税・法人税に係る割増償却等によるサービス付き高齢者向け住宅の供給促進

■特別融資 ： （独）住宅金融支援機構が実施

 内容

適用要件

（※１）住宅の改修は、共用部分及び加齢対応構造等（バリアフリー化）に係る工事に限る。
（※２）高齢者生活支援施設の例：デイサービス、訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、診療所、訪問看護事業所 等。

所得税・法人税 固定資産税 不動産取得税

Ａ  社
（地主）

サ高住の運営

B  社
（運営会社）

C銀行
（Ａの取引銀行）

建物の建築資金

D銀行
（Ｂの取引銀行）運転資金

？

（1）立地する地域のニーズを捉え、
　 明確なコンセプトを設定
　「独居高齢者が多い」など、地域にはさまざまな
特性があります。独居高齢者が多い地域は「コミュ
ニティづくり」など、地域のニーズを汲み取り、それぞ
れの実情にあったサービスを提供するといった明確
なコンセプトを打ち出すことにより、無駄のない効率
的な運営が実現できることとなります。

（2）施設のカラーづくり
　「医療機関が近くて連携ができる」、「交通の便がい
い」など施設のカラーづくりを行い、利便性の高さを周
辺の医療機関、スタッフとなるケアマネージャー、入居
者となる高齢者など、地域に周知させていきます。

（4）利用者に配慮した価格設定
　入居者の経済力や健康状態などに配慮した価格
設定とすることが重要です。
　医療依存度が高い入居者にとっては、ケア費用が
入居費用の外枠となった場合、入居負担が高額となる
ので、状況に応じた割引制度を導入するなど、建設し
たエリアの相場を十分考慮した価格設定が必要となり
ます。家賃部分については、年金制度で賄える価格設
定が理想的と思われます。
　そのエリアの相場より高い価格設定を行うのであれ
ば、価格に見合う設備・サービスを行うなど、価格妥当
性が必要となります。

（3）機能の優位性
　施設の方針にしたがって、スタッフが入居者の家
族と話し合い、新しい施設を作り上げていくことで、
常時介護が必要な６５歳以上の高齢者のうち、寝た
きりや認知症など自宅では適切な介護を受けられな
い人が入る施設である特別養護老人ホームの機能
に引けを取らない明確な特徴を、必要としている人
に伝えていかなければ、これから増加の一途を辿る
介護施設の中から選択されないでしょう。
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お客さまからのメッセージ

　当社は昭和42年に先代社長の近岡真三郎が創業し、

以来、環境設備と産業設備の業務を行っております。機

械単体の設計・製作から、プラント設備全体の設計・製作・

施工・試運転・保守点検・メンテナンス・改造工事に至るま

で幅広く取り扱っております。

　主な環境設備としては、自治体向けの都市ごみ焼却

設備や無煙・無臭・低公害である火葬炉設備などで、ダイ

オキシン類をはじめとする各種公害データ及び処理能力

等の厳しい基準についても、性能保証値を満足する条

件で対応しております。

　最近では市町村合併等で、焼却施設の廃止などもあ

中京さかえ会 会員企業

：

：

：

：

邦英商興 株式会社（城北支店お取引先）

代表取締役　裏川 直也

名古屋市北区清水3丁目16番11号 

昭和42年12月

機械関係エンジニアリング業

http://www.hoeisyoko.com

本　社

設　立

業　種

Ｈ　 Ｐ

ん、場合によってはうまくいかないこともありますが、それ

を判断し、「すぐにやる」ということを心がける。また、もし

失敗した場合には反省し、教訓として次に活かすこと

が重要で、その繰り返しが成長につながる。

②必ずやる熱意

「明日できることは今日はしない」と考えず、「今日できる

ことは今日しよう」と思い必ずやりきる。これは私なりの

信念で、以前から実践しようと思っていることです。

継続することはかなりの根気や気合を要するものです

が、そのような心構えを社員全員に持って欲しいのです。

③できるまでやる執念

困難な状況に陥った場合、簡単にあきらめず、ちょっと

した発想の転換や、思い込みを排除してもう一度考え

直してみると解決策が見つかる場合が多々ある。当社

のような職種は経験が大事であるが、その過程で常日

頃から「自ら考える」、「専門的なことは専門家に聞きつ

つ自分の知識として吸収していく」姿勢を心がけてい

けば、困難な局面にも立ち向かっていけるはずである。

当社はエンジニアリング会社であり、創造力・発想力を

発揮し、客先の要望にかなうものを発案していくことに

企業としての生命線がある。

　この社是の他にも、毎年、社員一人ひとりに今期の年

次目標をたてさせるとともに、5年後、10年後を見据えた

「会社の将来について」考えさせています。といってもそ

んな大層なものではないのですが、当社は少数精鋭体制

なので、一人ひとりに自分の会社という立場に立って考え

てもらいたいと思っています。「カネ」も「モノ」も必要です

が、やはり会社にとって一番大切なものは「ヒト」ですから、

外向きの特別な理念ではなく、社員一人ひとりが「熱意を

もって一生懸命がんばる」という自覚をもってもらうこと、そ

して当社を創りあげてきた先代の考えを受け継ぎ日々 取り

組んでいくことが大切だと思います。

エアーベアリングシステムとは？

貴社は経営理念をもたないと伺ったのですが？

　私は経営理念をもたない主義です。その理由は、経営

理念とは高尚な理想であって、実際にその通り考え、行

動できればすばらしいことですが、現実に仕事をするうえ

ではそうはいかないことが往々にしてあり、私には腹落ち

できないからです。

　ただ、会社としての「考え方」については、社員全員で

共有していたい。そのため、経営理念の代わりに先代が

残した「すぐやる情熱・必ずやる熱意・できるまでやる執

念」という言葉を、社是として入社する方全員に渡すよう

にしています。この言葉は起業家としての精神論的な意

味合いが強いものですが、当社の気質・社風を表す源で

あり、「普段からの心構え」として、今後も受け継がれてい

くべきものと考えています。

　ただし、この社是には現在の企業に問われているCSR

（企業の社会的責任）の核である「社会貢献」のような文

言は入っていませんが、結果的にそれにつながるもので

あると思っています。

①すぐやる情熱

もたもたしているとお客さまの信用は失われます。もちろ

貴社のご紹介をお願いします

焼却設備全体外観 エアーベアリングの原理

　エアーベアリングシステムとは、床面との間に極めて薄

い空気の膜を発生させることにより、ダイアフラム全体の

面で重量物を持ち上げ、空気の潤滑効果により、非常に

小さい力で動かすことを可能にした画期的なシステムで

す。

　空気で浮かせて運搬するため本体の磨耗もなく、床面

のダメージもありません。無音、クリーン、衛生的、防塵、防

20トンコイル搬送エアー台車

爆、無振動で環境に優しいといったメリットがあります。

このエアーベアリングシステムを使用した台車が当社の

「エアー台車」です。「エアー台車」は、1,000トン以上の重

量物でも、旋回、斜め走行など床面を自由に搬送できます。

り、新たな分野として水処理工事についても取り組み始

めております。一方、産業設備としては、台車、コンベヤな

どの各種搬送システムの設計・製作をしています。その主

力製品として、エアーベアリングシステムがあります。
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お取引先紹介

お取引先紹介
会 社 名 お取引店 師勝支店フジデノロ 株式会社

フジデノロは、プラスチック加工業界としては希有な従業員200人規模を誇り、半導体製造装置部品の製造高においては
トップランクに位置しています。
また、デザインとテクノロジーを駆使したオリジナル商品の開発・製造・販売を行っております。最近では家庭用炭酸泉生成
装置「B-da（ビーダ）」に代表されるオリジナル商品を発表。ヒューマンヘルス分野での躍進も目指しております。
「自社製品を提供するメーカーとなる」という明確な経営ビジョンを掲げ、果敢にチャレンジし、更なる飛躍をしてまいります。

住所 ： 〒485-0053　愛知県小牧市多気南町３６１番地１　　TEL ： 0568-73-7575
HPアドレス　http://www.fujidenolo.co.jp/

わたしたちは創業から130年間培った技術を注ぎ込んで海産物を中心としたエキスづくりに
励んでいます。「サプリメント」という言葉がないような時代から「健康食材を通年摂れるよう
にする方法」を試行錯誤の上に完成させました。特に縄文時代から「貝塚」に代表されるよう
に日本人のタンパク源として摂られていた「しじみ」に着目したエキスづくりは、現在の「しじみ
ブーム」からわかるように、創業者の先見の明が秀でていたといえます。
わたしたちの体にとって大切な成分は決してハイテクではありません。食生活に不安があれ
ば、食事の延長線上にある栄養を補助してくれる成分が必要です。今後も明治15年から続く
製法を守り、健康を創造＆応援する企業であり続けます。

会 社 名 株式会社 川ばた乃エキス お取引店 下之一色支店

住所 ： 〒455-0863　名古屋市港区新茶屋3-318　　TEL ： 052-303-4147
HPアドレス　http://www.ekisu.com

【産業機械から医療・健康分野までデザインとテクノロジーを駆使する企業】
■多品種少量の100%オーダーメイドによる産業機械の分野で高い評価
■オリジナル「シャンパンプレート」は、はじけるシャンパンの泡を思わせるエレガントな美しさが印象的なインテリア向け製品
■ヒューマンヘルス分野に進出
■人工炭酸泉生成装置　新スタイル炭酸浴B-daは2012年グッドデザイン賞受賞

【堅実性とチャレンジ精神を両立】
■モノ作りノウハウとニーズへの高い対応力をベースに堅実なビジネスを展開
■医療分野、健康美容分野など新たな分野において自社製品を積極展開するチャレンジ精神

1 3 0 年 以 上 代 々 受け継 がれる健 康 創 造 応 援 企 業

半導体製造装置・航空機・医療に関わる部品や自社製品の製造を手掛けています

元々ハイテクなものを私たちは食べていませんでした。それゆえにどのような弊害があるかわかりません。薬に頼り過ぎない生活を望む方は多く
いらっしゃいます。体が「故障」した時、対処療法的に「修理」するように薬を摂るよりも、常に体と向き合いながらエキスで「メンテナンス」していく
ほうが人間らしい生活が送れるのではないでしょうか？　それをサポートする私たちは健康創造応援企業「川ばた乃エキス」です。

MRI検査を受ける患者様および病院職員の
方々が、MR装置に影響を与える磁性体を
MRI室に持ち込まないよう事前に検知する
装置です。特許出願済みの新技術を搭載
し、より高感度に検知することができます。

呑む機会の多い企業の
トップに必須のエキス

天然のオルニチン

しじみ
エキス

化粧で隠すよりも内側から
キレイになりたい奥さま

抗酸化物質

松葉
エキス

海のミルクといわれ
活力ある毎日に

亜　鉛

牡蠣
エキス

伝統製法
130 年 以 上 続 く

安　全　一世紀以上の歴史が安心を担保しています。

高品質　素材そのものだけで長期保存を可能にしました。

味わい　飲み込むだけのサプリメントとは違います。

手間を惜しまない　職人の手で時間をかけてじっくり作る。

体の故障

木曽川のヤマトしじみ 選別工程 鉄がまで煮出す エキスを抽出 更に煮詰めます濾します エキスの完成

日々 のメンテナンス

エキス薬

MRI用磁性体検知器

シャンパンプレート B-da（ビーダ）

リニアック用軟質ボーラスです。表在の腫瘍
治療のため使用され、患者様マーカーがよく
わかるよう無色透明に仕上げています。海外
製品が多い中、純国産です。

放射線治療用電子線ボーラス

がんの治療方法として注目されている放射
線治療中に用いられる患者固定装置です。
モジュール方式により1システムで頭部から体
幹部まで異なる部位に対応でき、固定シェル
だけでなく、インスタフォームの使用も可能と
なっており、高い固定精度を達成しています。

放射線治療用患者固定装置

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
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お取引先紹介

お取引先紹介
会 社 名 お取引店 師勝支店フジデノロ 株式会社

フジデノロは、プラスチック加工業界としては希有な従業員200人規模を誇り、半導体製造装置部品の製造高においては
トップランクに位置しています。
また、デザインとテクノロジーを駆使したオリジナル商品の開発・製造・販売を行っております。最近では家庭用炭酸泉生成
装置「B-da（ビーダ）」に代表されるオリジナル商品を発表。ヒューマンヘルス分野での躍進も目指しております。
「自社製品を提供するメーカーとなる」という明確な経営ビジョンを掲げ、果敢にチャレンジし、更なる飛躍をしてまいります。

住所 ： 〒485-0053　愛知県小牧市多気南町３６１番地１　　TEL ： 0568-73-7575
HPアドレス　http://www.fujidenolo.co.jp/

わたしたちは創業から130年間培った技術を注ぎ込んで海産物を中心としたエキスづくりに
励んでいます。「サプリメント」という言葉がないような時代から「健康食材を通年摂れるよう
にする方法」を試行錯誤の上に完成させました。特に縄文時代から「貝塚」に代表されるよう
に日本人のタンパク源として摂られていた「しじみ」に着目したエキスづくりは、現在の「しじみ
ブーム」からわかるように、創業者の先見の明が秀でていたといえます。
わたしたちの体にとって大切な成分は決してハイテクではありません。食生活に不安があれ
ば、食事の延長線上にある栄養を補助してくれる成分が必要です。今後も明治15年から続く
製法を守り、健康を創造＆応援する企業であり続けます。

会 社 名 株式会社 川ばた乃エキス お取引店 下之一色支店

住所 ： 〒455-0863　名古屋市港区新茶屋3-318　　TEL ： 052-303-4147
HPアドレス　http://www.ekisu.com

【産業機械から医療・健康分野までデザインとテクノロジーを駆使する企業】
■多品種少量の100%オーダーメイドによる産業機械の分野で高い評価
■オリジナル「シャンパンプレート」は、はじけるシャンパンの泡を思わせるエレガントな美しさが印象的なインテリア向け製品
■ヒューマンヘルス分野に進出
■人工炭酸泉生成装置　新スタイル炭酸浴B-daは2012年グッドデザイン賞受賞

【堅実性とチャレンジ精神を両立】
■モノ作りノウハウとニーズへの高い対応力をベースに堅実なビジネスを展開
■医療分野、健康美容分野など新たな分野において自社製品を積極展開するチャレンジ精神

1 3 0 年 以 上 代 々 受け継 がれる健 康 創 造 応 援 企 業

半導体製造装置・航空機・医療に関わる部品や自社製品の製造を手掛けています

元々ハイテクなものを私たちは食べていませんでした。それゆえにどのような弊害があるかわかりません。薬に頼り過ぎない生活を望む方は多く
いらっしゃいます。体が「故障」した時、対処療法的に「修理」するように薬を摂るよりも、常に体と向き合いながらエキスで「メンテナンス」していく
ほうが人間らしい生活が送れるのではないでしょうか？　それをサポートする私たちは健康創造応援企業「川ばた乃エキス」です。

MRI検査を受ける患者様および病院職員の
方々が、MR装置に影響を与える磁性体を
MRI室に持ち込まないよう事前に検知する
装置です。特許出願済みの新技術を搭載
し、より高感度に検知することができます。

呑む機会の多い企業の
トップに必須のエキス

天然のオルニチン

しじみ
エキス

化粧で隠すよりも内側から
キレイになりたい奥さま

抗酸化物質

松葉
エキス

海のミルクといわれ
活力ある毎日に

亜　鉛

牡蠣
エキス

伝統製法
130 年 以 上 続 く

安　全　一世紀以上の歴史が安心を担保しています。

高品質　素材そのものだけで長期保存を可能にしました。

味わい　飲み込むだけのサプリメントとは違います。

手間を惜しまない　職人の手で時間をかけてじっくり作る。

体の故障

木曽川のヤマトしじみ 選別工程 鉄がまで煮出す エキスを抽出 更に煮詰めます濾します エキスの完成

日々 のメンテナンス

エキス薬

MRI用磁性体検知器

シャンパンプレート B-da（ビーダ）

リニアック用軟質ボーラスです。表在の腫瘍
治療のため使用され、患者様マーカーがよく
わかるよう無色透明に仕上げています。海外
製品が多い中、純国産です。

放射線治療用電子線ボーラス

がんの治療方法として注目されている放射
線治療中に用いられる患者固定装置です。
モジュール方式により1システムで頭部から体
幹部まで異なる部位に対応でき、固定シェル
だけでなく、インスタフォームの使用も可能と
なっており、高い固定精度を達成しています。

放射線治療用患者固定装置

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
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新規入会企業のご紹介中京21世紀クラブ

株式会社 トーヨー
愛知県名古屋市北区辻町２丁目３４　TEL ： ０５２-９１１-５５２１

当社は、1970年設立以来、電気工事を通じて地域社会の発展、生活
に貢献出来るよう努めてまいりました。設立当初の、電気工事部門を始
めとして、2004年建築工事部門を開設し現在は、建築・電気工事部門
について設計・施工・メンテナンスサービスまで総合建設業として、一貫
した体制を確立いたしております。
ビル・店舗・オフィス・工場・住宅など、さまざまな建設工事を技術と経験
に基づいた総合力を駆使してお客さまのご要望や、ご期待に応じられ
るよう『一人ひとりが、誠実に、丁寧に、心を込めて、熱意を持って、そし
て自らの手で責任を持って創る。』というのが､私たちの姿勢です。
これからも、地域社会の皆様に、安らぎと潤いに満ちた安全な生活の
環境作りに貢献出来るよう、努めてまいりたいと考えております。

平井　信夫
昭和４５年５月
１０百万円

代表者名
設立年月
資 本 金

30人
電気工事業

従業員数
業務内容

：
：

田立　愼大郎　
取締役工事部長
昭和４８年12月２４日
岐阜県
スポーツ全般

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

：
：
：
：
：

会社紹介

（浄心支店お取引先）

：
：
：

開催日程
開催場所
出展内容

２０１３年１１月１３日（水）～２０１３年１１月１６日（土）
ポートメッセなごや

メッセナゴヤ2013への出展について

　当行は、お客さまの事業の発展に貢献することを目指し、お客さまに役立つ提案活動に積極的
に取り組んでおります。今般、メッセナゴヤ2013のテーマ「環境・安全・モノづくり」に賛同し、その
テーマに関連するお客さまの事業発展への取組事例などを紹介しました。

■環境保全への取組み
　「エコ」宣言の活動内容紹介 
　 ・ 環境負荷の低減（エコカーの導入、省エネ） 
　 ・ 金融サービスを通じた環境保全（エコ定期、エコ投資信託等） 
■認定支援機関としての中小企業支援
　 ・ ものづくり企業の支援事例紹介 
　 ・ ものづくり補助金の採択事例紹介
　 ・ 中京TKC連携事業者貸出「太鼓判」
　　の紹介
■新事業支援
　 ・ 「補助金ジョイント融資」
　　「3事業応援マル保ローン」の紹介 

開催日時

開催場所

講演内容

２０１３年１１月２６日（火）
１３：３０～１４：３０

２０１３年１２月１１日（水）
１４：００～１５：００

個人投資家向け会社説明会の開催について

　当行は、地元の個人投資家の皆さまに当行についてより深くご理解いただくことを目的として、
『個人投資家向け会社説明会』を開催しております。
　今後も、より多くの個人投資家の皆さまに、当行への関心や親しみを持っていただくよう、ＩＲ活動
に力を入れてまいります。

テーマ ： 個人投資家向け会社説明会 
内　容 ： 中京銀行について 
　　　　東海地区の経済について
　　　　経営戦略・業績等
説明者 ： 常務取締役　室 成夫

中京銀行からの情報発信

第3回 １５０分

１８０分

１１月２７日（水）

第2回 １１月  ８日（金）

開催日 セミナー内容 時間

・ 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

事業計画書作成セミナー開催報告

　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中部会の支援アドバイザーが講師となり、参加された
6社のお客さま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した。

中京銀行からの情報発信

第1回 １８０分１０月１８日（金）

ＳＭＢＣ日興証券
名古屋支店８階ホール

野村證券
名古屋支店7階ホール
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新規入会企業のご紹介中京21世紀クラブ

株式会社 トーヨー
愛知県名古屋市北区辻町２丁目３４　TEL ： ０５２-９１１-５５２１

当社は、1970年設立以来、電気工事を通じて地域社会の発展、生活
に貢献出来るよう努めてまいりました。設立当初の、電気工事部門を始
めとして、2004年建築工事部門を開設し現在は、建築・電気工事部門
について設計・施工・メンテナンスサービスまで総合建設業として、一貫
した体制を確立いたしております。
ビル・店舗・オフィス・工場・住宅など、さまざまな建設工事を技術と経験
に基づいた総合力を駆使してお客さまのご要望や、ご期待に応じられ
るよう『一人ひとりが、誠実に、丁寧に、心を込めて、熱意を持って、そし
て自らの手で責任を持って創る。』というのが､私たちの姿勢です。
これからも、地域社会の皆様に、安らぎと潤いに満ちた安全な生活の
環境作りに貢献出来るよう、努めてまいりたいと考えております。

平井　信夫
昭和４５年５月
１０百万円

代表者名
設立年月
資 本 金

30人
電気工事業

従業員数
業務内容

：
：

田立　愼大郎　
取締役工事部長
昭和４８年12月２４日
岐阜県
スポーツ全般

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

：
：
：
：
：

会社紹介

（浄心支店お取引先）

：
：
：

開催日程
開催場所
出展内容

２０１３年１１月１３日（水）～２０１３年１１月１６日（土）
ポートメッセなごや

メッセナゴヤ2013への出展について

　当行は、お客さまの事業の発展に貢献することを目指し、お客さまに役立つ提案活動に積極的
に取り組んでおります。今般、メッセナゴヤ2013のテーマ「環境・安全・モノづくり」に賛同し、その
テーマに関連するお客さまの事業発展への取組事例などを紹介しました。

■環境保全への取組み
　「エコ」宣言の活動内容紹介 
　 ・ 環境負荷の低減（エコカーの導入、省エネ） 
　 ・ 金融サービスを通じた環境保全（エコ定期、エコ投資信託等） 
■認定支援機関としての中小企業支援
　 ・ ものづくり企業の支援事例紹介 
　 ・ ものづくり補助金の採択事例紹介
　 ・ 中京TKC連携事業者貸出「太鼓判」
　　の紹介
■新事業支援
　 ・ 「補助金ジョイント融資」
　　「3事業応援マル保ローン」の紹介 

開催日時

開催場所

講演内容

２０１３年１１月２６日（火）
１３：３０～１４：３０

２０１３年１２月１１日（水）
１４：００～１５：００

個人投資家向け会社説明会の開催について

　当行は、地元の個人投資家の皆さまに当行についてより深くご理解いただくことを目的として、
『個人投資家向け会社説明会』を開催しております。
　今後も、より多くの個人投資家の皆さまに、当行への関心や親しみを持っていただくよう、ＩＲ活動
に力を入れてまいります。

テーマ ： 個人投資家向け会社説明会 
内　容 ： 中京銀行について 
　　　　東海地区の経済について
　　　　経営戦略・業績等
説明者 ： 常務取締役　室 成夫

中京銀行からの情報発信

第3回 １５０分

１８０分

１１月２７日（水）

第2回 １１月  ８日（金）

開催日 セミナー内容 時間

・ 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

事業計画書作成セミナー開催報告

　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中部会の支援アドバイザーが講師となり、参加された
6社のお客さま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した。

中京銀行からの情報発信

第1回 １８０分１０月１８日（金）

ＳＭＢＣ日興証券
名古屋支店８階ホール

野村證券
名古屋支店7階ホール
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｢冬のお楽しみキャンペーン」実施中！！

　当行では、期間限定で「冬のお楽しみキャンペーン」を
実施しております。本キャンペーンは、（１）スーパー定期
の金利上乗せキャンペーンと（２）外貨定期預金Ｗ優遇
キャンペーンの２本立てとなっております。

テーマ ： 「これからの企業経営 ～日本でいちばん大切にしたい会社に学ぶ～」
講　師 ： 法政大学大学院政策創造研究科　　教授　坂本 光司　氏
内　容 ： 

中京銀行からの情報発信

中京さかえ会・中京２１世紀クラブ セミナーの開催報告

　当行のお取引先の会員組織である中京さかえ会・中京２１世紀クラブのセミナーをそれぞれ開催
しました。

中京銀行からの情報発信

開催日時
開催場所
参加者数
セミナー内容

２０１３年１１月１３日（水）　１６：００～１７：４０
名古屋東急ホテル
１０３名

中京２１世紀クラブ　後継者セミナー

 ・ 外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受け取りの外貨を円換算すると、当初外貨預金作
成時の払い込み円貨額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。

 ・ 外貨を円にする際（お引き出し時）には為替手数料がかかります。為替相場の変動がない場合でも、お引き出し時の為替手
数料がかかるため、お受け取りの外貨の円換算額が当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る（円ベースで元本
割れとなる）リスクがあります。

 ・ 外貨定期預金の金利について、適用金利（優遇金利）は、初回満期日までとし、満期日以後はご継続時の外貨定期預金
の店頭表示金利を適用します。また、中途解約時は外貨普通預金金利を適用します。

 ・ 本キャンペーン以外の金利優遇・為替手数料優遇との併用はできません。
 ・ 外貨預金は、預金保険制度の対象外です。
 ・ 最新の金利は、店頭もしくは当行ホームページにてご確認ください。
 ・ 詳しくは店頭にご用意している説明書（契約締結前交付書面等）をご覧ください。

 ・ 定期預金の預け替えは本キャンペーンの対象外となります。ただし、20万円以上上乗せの増額継続は対象です。
 ・ 金利上乗せは初回満期日までの適用とし、満期日以後はご継続時の店頭表示金利となります。
 ・ 中途解約されますと、所定の中途解約利率が適用されます。
 ・ 他の金利優遇との併用はできません。
 ・ 預金保険制度により下記の範囲内で保護されます。
　預金保険制度により全額保護される決済用預金以外の預金と合算して、預金者お一人さまあたり一金融機関ごとに元本
1,000万円までとそのお利息等。

 ・ 最新の金利は、店頭もしくは当行ホームページにてご確認ください。

お預け入れ時の為替手数料1米ドルあたり０円（通常1米ドルあたり１円）
※お引き出し時は通常の為替手数料（1米ドルあたり１円）がかかります。

期　　間
商　　品
対象通貨
対 象 者
預入金額
預入期間

適用金利

為替手数料

留意事項

優
遇
内
容

２０１３年１１月１８日（月）～２０１４年３月３１日（月）
外貨定期預金（為替オープン型）
米ドル
個人（２０歳以上）、個人事業主、法人のお客さま
１０万円相当額以上（円貨からのお預け入れに限ります）
３・６・１２ヶ月（自動継続扱いが対象となります）

  ３ヶ月 ： 年０.５０％（税引後　年０．３９８４２５％）
  ６ヶ月 ： 年０.７５％（税引後　年０．５９７６３７５％）
１２ヶ月 ： 年１.００％（税引後　年０．７９６８５％）

ＡＴＭ、<中京>ダイレクトねっと版［※］のお取り扱いもできます。 ［※］未成年のお客さまはご利用いただけません。

期間１年 ： 店頭表示金利＋年０．２０％
期間３年 ： 店頭表示金利＋年０．２５％

外貨定期預金Ｗ優遇キャンペーン

期　　間
対象商品
対 象 者
預入金額

適用金利

そ の 他

２０１３年１２月２日（月）～２０１４年２月２８日（金）
スーパー定期　期間１年、３年
個人、個人事業主のお客さま
２０万円以上(１円単位)

スーパー定期の金利上乗せキャンペーン

テーマ ： 「中小企業の後継体制づくり　～成功する事業承継の極意～」
講　師 ： 株式会社 タナベ経営　取締役　ネットワーク本部長　中東 和男 氏
内　容 ： 

開催日時
開催場所
参加者数
セミナー内容

中京さかえ会　セミナー
２０１３年１２月９日（月）　１６：００～１７：４０
ヒルトン名古屋
３９０名

※詳細につきましては、フリーダイヤル0120-77-0892までお問い合わせください。 ［銀行営業日９：００～１７：００］

※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］

留意事項

お楽しみ そのそのそのその 2 2 2 2 

お楽しみ そのそのそのその 1111

ビジネスマンから多くの支持
を受け、シリーズ累計で60
万部を突破した「日本でい
ちばん大切にしたい会社」
の著者、坂本教授をお招き
し、訪問企業数7,000社超
に及ぶ徹底した現場主義
から企業を紹介し、現場に
則した身近で具体的な話
題から経営のヒントについ
てご講演いただきました。

数多くの企業、経営者を診
断してきた株式会社タナベ
経営から中東取締役をお
招きし、同社が蓄積してき
た経営ノウハウをもとに具
体例を交え、中小企業のオ
ーナーの経営課題の一つ
である事業承継、特に後
継体制づくりにフォーカス
を当て、ご講演いただきまし
た。
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｢冬のお楽しみキャンペーン」実施中！！

　当行では、期間限定で「冬のお楽しみキャンペーン」を
実施しております。本キャンペーンは、（１）スーパー定期
の金利上乗せキャンペーンと（２）外貨定期預金Ｗ優遇
キャンペーンの２本立てとなっております。

テーマ ： 「これからの企業経営 ～日本でいちばん大切にしたい会社に学ぶ～」
講　師 ： 法政大学大学院政策創造研究科　　教授　坂本 光司　氏
内　容 ： 

中京銀行からの情報発信

中京さかえ会・中京２１世紀クラブ セミナーの開催報告

　当行のお取引先の会員組織である中京さかえ会・中京２１世紀クラブのセミナーをそれぞれ開催
しました。

中京銀行からの情報発信

開催日時
開催場所
参加者数
セミナー内容

２０１３年１１月１３日（水）　１６：００～１７：４０
名古屋東急ホテル
１０３名

中京２１世紀クラブ　後継者セミナー

 ・ 外貨預金には、為替変動リスクがあります。為替相場の変動により、お受け取りの外貨を円換算すると、当初外貨預金作
成時の払い込み円貨額を下回る（円ベースで元本割れとなる）リスクがあります。

 ・ 外貨を円にする際（お引き出し時）には為替手数料がかかります。為替相場の変動がない場合でも、お引き出し時の為替手
数料がかかるため、お受け取りの外貨の円換算額が当初外貨預金作成時の払い込み円貨額を下回る（円ベースで元本
割れとなる）リスクがあります。

 ・ 外貨定期預金の金利について、適用金利（優遇金利）は、初回満期日までとし、満期日以後はご継続時の外貨定期預金
の店頭表示金利を適用します。また、中途解約時は外貨普通預金金利を適用します。

 ・ 本キャンペーン以外の金利優遇・為替手数料優遇との併用はできません。
 ・ 外貨預金は、預金保険制度の対象外です。
 ・ 最新の金利は、店頭もしくは当行ホームページにてご確認ください。
 ・ 詳しくは店頭にご用意している説明書（契約締結前交付書面等）をご覧ください。

 ・ 定期預金の預け替えは本キャンペーンの対象外となります。ただし、20万円以上上乗せの増額継続は対象です。
 ・ 金利上乗せは初回満期日までの適用とし、満期日以後はご継続時の店頭表示金利となります。
 ・ 中途解約されますと、所定の中途解約利率が適用されます。
 ・ 他の金利優遇との併用はできません。
 ・ 預金保険制度により下記の範囲内で保護されます。
　預金保険制度により全額保護される決済用預金以外の預金と合算して、預金者お一人さまあたり一金融機関ごとに元本
1,000万円までとそのお利息等。

 ・ 最新の金利は、店頭もしくは当行ホームページにてご確認ください。

お預け入れ時の為替手数料1米ドルあたり０円（通常1米ドルあたり１円）
※お引き出し時は通常の為替手数料（1米ドルあたり１円）がかかります。

期　　間
商　　品
対象通貨
対 象 者
預入金額
預入期間

適用金利

為替手数料

留意事項

優
遇
内
容

２０１３年１１月１８日（月）～２０１４年３月３１日（月）
外貨定期預金（為替オープン型）
米ドル
個人（２０歳以上）、個人事業主、法人のお客さま
１０万円相当額以上（円貨からのお預け入れに限ります）
３・６・１２ヶ月（自動継続扱いが対象となります）

  ３ヶ月 ： 年０.５０％（税引後　年０．３９８４２５％）
  ６ヶ月 ： 年０.７５％（税引後　年０．５９７６３７５％）
１２ヶ月 ： 年１.００％（税引後　年０．７９６８５％）

ＡＴＭ、<中京>ダイレクトねっと版［※］のお取り扱いもできます。 ［※］未成年のお客さまはご利用いただけません。

期間１年 ： 店頭表示金利＋年０．２０％
期間３年 ： 店頭表示金利＋年０．２５％

外貨定期預金Ｗ優遇キャンペーン

期　　間
対象商品
対 象 者
預入金額

適用金利

そ の 他

２０１３年１２月２日（月）～２０１４年２月２８日（金）
スーパー定期　期間１年、３年
個人、個人事業主のお客さま
２０万円以上(１円単位)

スーパー定期の金利上乗せキャンペーン

テーマ ： 「中小企業の後継体制づくり　～成功する事業承継の極意～」
講　師 ： 株式会社 タナベ経営　取締役　ネットワーク本部長　中東 和男 氏
内　容 ： 

開催日時
開催場所
参加者数
セミナー内容

中京さかえ会　セミナー
２０１３年１２月９日（月）　１６：００～１７：４０
ヒルトン名古屋
３９０名

※詳細につきましては、フリーダイヤル0120-77-0892までお問い合わせください。 ［銀行営業日９：００～１７：００］

※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］

留意事項

お楽しみ そのそのそのその 2 2 2 2 

お楽しみ そのそのそのその 1111

ビジネスマンから多くの支持
を受け、シリーズ累計で60
万部を突破した「日本でい
ちばん大切にしたい会社」
の著者、坂本教授をお招き
し、訪問企業数7,000社超
に及ぶ徹底した現場主義
から企業を紹介し、現場に
則した身近で具体的な話
題から経営のヒントについ
てご講演いただきました。

数多くの企業、経営者を診
断してきた株式会社タナベ
経営から中東取締役をお
招きし、同社が蓄積してき
た経営ノウハウをもとに具
体例を交え、中小企業のオ
ーナーの経営課題の一つ
である事業承継、特に後
継体制づくりにフォーカス
を当て、ご講演いただきまし
た。
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