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こうした中、名古屋

駅前（名駅）地区に新

たな商業施設の進出

が決まった。進出を決

めたのは三越伊勢丹

ホールディングスで、

2015年に向け、建て替

えを進めている大名古

屋ビルヂングの低層階

に同社初となる新業態

の中型店舗の出店を発表した。百貨店業界の市場規模

は、2013年まで２年連続で売上高を伸ばしているものの、

震災前の2010年の水準には戻っていない。それでも足

元の好調な売上高に加え、名古屋の伸びが東京や大阪

を大きく上回っていることもプラス材料となる。名古屋では

百貨店ブランドの存在感が他地域よりも大きく、東京の商

業店舗に近い店舗構成は新たな客層を掘り起こす可能

性が高い。

2027年にリニア開業を控えた名駅地区では、今後も

商業施設を併設した高層ビルが完成予定となっている。

2015年11月に完成する日本郵便のＪＰタワー名古屋に商

業施設が入るほか、2017年２月に完成予定のＪＲ東海の

ＪＲゲートタワーにはＪＲ名古屋高島屋が増床する。周辺

には、高級ブランドを揃えるミッドランドスクエアが立地する

ほか、2027年のリニア開業に向け、名鉄や近鉄などが大

型ビルの建設を計画するなど再開発は目白押しである。

名駅地区の整備が面的な広がりを見せ始めており、対

抗する栄地区も歩けるまちづくりをさらに進化させていく

必要性に迫られるだろう。

（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）

東海エコノミック・レポート
まる分かり！NEWS旬

■大都市圏の公示地価

国土交通省が発表した2014年１月１日時点の

公示地価は、３大都市圏が前年比＋0.7％と６年ぶ

りにプラスに転じた。全国平均では６年連続のマイ

ナスとなったが、都市部を中心に地価は回復基調

が鮮明となっている。３大都市圏では、商業地、住

宅地ともに上昇しており、アベノミクスによる量的緩

和の拡充と金利低下が株高だけでなく、不動産

への投資意欲を高めているとみられる。

名古屋圏でも、商業地は＋1.8％と６年ぶりの上

昇となり、住宅地も＋1.1％となった。商業地では、名

古屋市が＋3.7％と高い伸びとなっているが、特に、

高層オフィスビルの建設など再開発が進む名駅

周辺の上昇率の高さが目立ち、新幹線口に近い

駅西側の地点で＋12.0％と全国で最大の上昇率

を記録している。さらに、2014年度にも着工予定の

リニア中央新幹線の走行ルートが明らかとなり、駅

周辺の将来性の高さも地価上昇の追い風となっ

ている。

名古屋圏の住宅地では、日進市やみよし市など

の上昇率が高くなっているが、自動車関連企業の

集積が高い西三河地域への車でのアクセス性の

高さに加え、名駅や栄など名古屋市中心部への

車や公共交通機関での利便性の高さが高評価

につながったとみられる。尾張地域での上昇地点

も増加しており、愛知県内で上昇した市町は昨年

の１８地点から３２地点へと大幅に増えている。住

宅地の上昇には、自動車関連産業の急速な業績

改善が背景にあるといえる。

■地方圏の公示地価

一方、岐阜県と三重県については、商業地、住

宅地、いずれもここ数年の下落基調に歯止めが

かかっていない。岐阜県では、商業地が－1.6％、

住宅地が－1.4％と下落しているが、名古屋のベッ

ドタウン化が進む岐阜駅周辺に限っては＋1.9％と

上昇率が高い地点もみられた。三重県内でも同

様の傾向がみられ、名駅へのアクセス性が比較的

高い四日市の商業地で＋0.1％と小幅ながら上昇

する地点もあったが、平均では商業地は－1.5％、

住宅地は－1.7％と下落基調が続いている。

また、国内外の観光客の集客に期待できる観

光地では商業地としての評価が高まっている。日

本全体で訪日客が年間1,000万人を超えたが、欧

米外国人観光客にも人気の高い高山の下落率

が－0.3％まで縮小したほか、式年遷宮で年間の参

拝客が1,400万人を超えた伊勢市では＋0.2％とバ

ブル景気のピーク翌年の1992年以来のプラスと

なった。おかげ横丁に近い商業地では、＋8.7％と

極めて高い伸びを示す地点もみられた。近隣県で

は、名駅へのアクセス性が高い駅前地区と観光客

の集客力が高い観光地が上昇したものの、それ

以外の地域との地価の二極化が加速している。

足元では、アベノミクス効果により不動産投資に

やや過熱感が出始めているとみている。ただし、Ｒ

ＥＩＴ（不動産投資信託）も含め、インフレ期待を定

着させるため、今後、日銀が資産買い入れを増や

す可能性もあり、そうした動きを見越して、収益性

の見込める土地に投資が集中する傾向が強まっ

ている。それでも、昨年の株高に次ぐ資産効果に

より、消費増税後の高額消費にはプラス材料とな

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）

名古屋圏の公示地価の動向

名古屋市内の百貨店動向

2014年２月の名古屋市内の主要百貨店売上高（速

報）は、前年同月比で11.5％増の302億円と７ヶ月連続で

のプラスとなり、１月（同7.4％増）に続いて高い伸びとなっ

た。東京や大阪が同４～５％台の伸びであるのに対して、

名古屋の百貨店の好調さが目立っている。高級時計や

宝飾品などの高額消費の好調が続いているほか、４月の

消費増税を控えた、定価販売のブランド品や化粧品のま

とめ買いの需要が高まっている。また、住宅着工が堅調

なことから、家具やキッチン用品などの住宅関連用品の

売上も伸びている。早めに結婚指輪を購入する動きも出

ているようだ。

翻って、2013年の全国百貨店売上高をみると（日本百

貨店協会）、全店ベースで前年比1.2％増と16年ぶりにプ

ラスに転じた。既存店ベースでも同1.6％増と２年連続の

増加となっている。依然として、震災前の百貨店の市場

規模にまでは戻りきっていないものの、アベノミクス効果に

よる株高に伴って百貨店の売上高は堅調な動きを続け

ている。全国が１％台の伸びに対して、2013年の名古屋

市内の百貨店売上高は前年比5.2％増と、全国的にみて

も高額消費が最も好調な地域と言ってもいいだろう。株

高によって富裕層の消費が好調な上、円安に伴って輸

出企業の業績が改善したことで、製造業従事者の残業

代やボーナスなど所得の伸びが高額消費を支えたとみ

られる。

しかし、好調な百貨店も、短期的には４月の消費増税

前の駆け込み需要とその反動減が懸念される。自動車と

住宅については、４月以降の自動車取得税引き下げと住

宅ローン減税の拡充が予定されており、消費者の購入

時期は比較的平準化しているとみられる。一方で、百貨

店については、セール対象外の定価販売の商品も多く、

年明けぐらいから３月末までに駆け込み需要がかなり顕

在化するとみられる。百貨店側も営業時間を延長するな

ど、駆け込み需要の取り込みに躍起となっている。駆け込

みの反動減は一時的には最もきつくなる可能性もあると

みている。

シニアエコノミスト 内田俊宏
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東海エコノミック・レポート

　東海経済は増税前の駆け込み需要もあり、持ち
直している。緩やかな所得増に伴って個人消費の
持ち直しが続いていたが、冬のボーナスの増加に
加え、年明けから駆け込み需要が顕在化し、消費
だけでなく、生産や輸入も増加している。一方、住
宅投資は、契約ベースの駆け込み需要がピークア
ウトし、徐々に水準が低下している。輸出は、アジア
向けを中心に増加が一巡している。雇用は求人倍
率の上昇に一服感が出ている。

　今後も、生産は年度末近くまで高水準で推移す
る見込みで、設備投資も一定の駆け込み需要が
予想される。また、自動車業界を中心に春闘での賃
上げ率が高まり、所得面から個人消費の持ち直し
を支えるだろう。輸出が伸び悩む中、消費増税後
は、生産や個人消費の反動減が避けられず、景気
は一時的な低迷が予想されるが、公共投資や設
備投資の下支えにより、景気後退局面に入ること
は回避できる見込みである。

　東海3県の鉱工業生産指数は増加してい
る。1月の生産は、増税前の駆け込み需要により
前月比＋8.0％と2ヶ月連続で増加した。年度末
までは、自動車の生産計画も比較的高い水準
で推移する見込みとなっているが、4月の増税
直後は、自動車販売が一時的に大幅に減少す
る可能性が高く、自動車を中心に生産全体で
減少が予想される（下図トヨタ国内生産台数
参照）。

・景気全般 冬のボーナス増加や駆け込み需要の顕在化により、個人消費が好調で、生産や輸入も増加。
・生　　産 1月の生産は増税前の駆け込み需要により前月比＋8.0％と2ヶ月連続で増加した。
・雇　　用 12月の東海3県の常用雇用指数は3県とも前年比で低下し、全国に比べて弱い動きが続いている。

1月は愛知県の有効求人倍率が16カ月ぶりに、新規求人倍率が5カ月ぶりに悪化した。
・住宅投資 1月の東海4県の住宅着工戸数（季調済）は、前月比－3.2％と2ヶ月連続で減少した。前年比では

＋5.8％の9,105戸と17ヶ月連続の増加となったがプラス幅は縮小した。
・輸 出 入  1月の実質輸出は前月比－3.9%と2カ月ぶり減少、実質輸入は同＋6.5％と3ヶ月連続増加。

・世界景気　米中および新興国の景気先行き、日米の金融政策、ウクライナ情勢に伴う為替・株価への影響
・企業活動　消費増税前後の生産活動の増減、設備投資の企業規模や業種における広がり、米中向け輸出
・家　　計　春闘での妥結結果、食品・エネルギー等の物価上昇、増税前の駆け込み需要と増税後の反動減

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/publicity/press_release】

グラフで見る東海経済（2014年3月）

○生産　～増税前の駆け込み需要により増加している

　消費者マインドを表す2月の消費者態度指数
（東海､一般世帯､原数値）は、前月比－2.9ポイント
と、2ヶ月ぶりに悪化した。年明け以降、株価は乱高
下したこともあり、トヨタの生産水準が高まっている
にも関わらず、消費者マインドは悪化傾向となって
いる。4月以降は消費増税に加え、駆け込みの反
動による生産減が見込まれ、消費者マインドの低
迷が懸念される。

○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）
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」

■鉱工業生産指数
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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）
消費者態度指数（全国・左軸）
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東海エコノミック・レポート

　東海経済は増税前の駆け込み需要もあり、持ち
直している。緩やかな所得増に伴って個人消費の
持ち直しが続いていたが、冬のボーナスの増加に
加え、年明けから駆け込み需要が顕在化し、消費
だけでなく、生産や輸入も増加している。一方、住
宅投資は、契約ベースの駆け込み需要がピークア
ウトし、徐々に水準が低下している。輸出は、アジア
向けを中心に増加が一巡している。雇用は求人倍
率の上昇に一服感が出ている。

　今後も、生産は年度末近くまで高水準で推移す
る見込みで、設備投資も一定の駆け込み需要が
予想される。また、自動車業界を中心に春闘での賃
上げ率が高まり、所得面から個人消費の持ち直し
を支えるだろう。輸出が伸び悩む中、消費増税後
は、生産や個人消費の反動減が避けられず、景気
は一時的な低迷が予想されるが、公共投資や設
備投資の下支えにより、景気後退局面に入ること
は回避できる見込みである。

　東海3県の鉱工業生産指数は増加してい
る。1月の生産は、増税前の駆け込み需要により
前月比＋8.0％と2ヶ月連続で増加した。年度末
までは、自動車の生産計画も比較的高い水準
で推移する見込みとなっているが、4月の増税
直後は、自動車販売が一時的に大幅に減少す
る可能性が高く、自動車を中心に生産全体で
減少が予想される（下図トヨタ国内生産台数
参照）。

・景気全般 冬のボーナス増加や駆け込み需要の顕在化により、個人消費が好調で、生産や輸入も増加。
・生　　産 1月の生産は増税前の駆け込み需要により前月比＋8.0％と2ヶ月連続で増加した。
・雇　　用 12月の東海3県の常用雇用指数は3県とも前年比で低下し、全国に比べて弱い動きが続いている。

1月は愛知県の有効求人倍率が16カ月ぶりに、新規求人倍率が5カ月ぶりに悪化した。
・住宅投資 1月の東海4県の住宅着工戸数（季調済）は、前月比－3.2％と2ヶ月連続で減少した。前年比では

＋5.8％の9,105戸と17ヶ月連続の増加となったがプラス幅は縮小した。
・輸 出 入  1月の実質輸出は前月比－3.9%と2カ月ぶり減少、実質輸入は同＋6.5％と3ヶ月連続増加。

・世界景気　米中および新興国の景気先行き、日米の金融政策、ウクライナ情勢に伴う為替・株価への影響
・企業活動　消費増税前後の生産活動の増減、設備投資の企業規模や業種における広がり、米中向け輸出
・家　　計　春闘での妥結結果、食品・エネルギー等の物価上昇、増税前の駆け込み需要と増税後の反動減

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/publicity/press_release】

グラフで見る東海経済（2014年3月）

○生産　～増税前の駆け込み需要により増加している

　消費者マインドを表す2月の消費者態度指数
（東海､一般世帯､原数値）は、前月比－2.9ポイント
と、2ヶ月ぶりに悪化した。年明け以降、株価は乱高
下したこともあり、トヨタの生産水準が高まっている
にも関わらず、消費者マインドは悪化傾向となって
いる。4月以降は消費増税に加え、駆け込みの反
動による生産減が見込まれ、消費者マインドの低
迷が懸念される。

○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）
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」

■鉱工業生産指数
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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）
消費者態度指数（全国・左軸）
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■タイの投資環境変化により
　脚光を浴びるラオス
アジア域内で日本企業の生産拠点が最も多く
集積している国は、中国とタイです。特にタイは、政
府が外資企業誘致に熱心で、インフラも整い、対日
感情も良好なため、反日感情が強い中国よりも進
出しやすい国として、日本企業の人気が非常に高
い国でした。ところが、タイでは、2011年頃から、か
つては考えられなかったようなリスク要因が次々に
発生しています。例えば、2011年1月から2013年1
月までの２年間で、最低賃金が、バンコク周辺では
4割上昇し、地方では最大8割も上昇しています。
また、2011年10月には予期せぬ大洪水が発生し、
400社以上の日系企業が操業停止に追い込まれ
ました。さらに、2013年12月にはインラック首相の辞
任を求める大規模な反政府デモが発生し、2014
年1月には、バンコク周辺に非常事態宣言が出さ
れました。このため、タイに進出している日本企業
の中には、タイへの一極集中は危険であるとして、
リスク分散のためにタイの製造工程の一部をラオ
スなど周辺国に移管する動きが見られます。
■なぜ、ラオスが日系企業から
　注目されるのか？
まず、人件費がタイより大幅に低いことがメリット
です。ラオスの最低賃金は、タイの半分以下です。
また、ラオス人がタイ語を理解できることも大きな
メリットです。実は、ラオスは、タイと同系統の民族な
ので、言葉が似ているのです。このため、タイ進出
日本企業は、タイ人マネージャーをラオス工場に派
遣してタイ語で現場指導したり、タイ語で書かれた
マニュアルをそのままラオス工場で使うことができ
ます。つまり、タイの日系企業は、ラオスへ進出する
際に、ラオス人マネージャーやラオス語マニュアル

を用意する必要がありません。
また、ラオスの物流事情が改善されたこともプラ
ス材料です。ラオスは海に面していない内陸国の
ため、物流が不便なのが大きな弱点でした。しか
し、日本やアジア開発銀行の援助によって、隣接す
るタイやベトナムと結ぶ道路や橋梁が次々に完成
し、両国とのアクセスは大幅に改善されました。こ
れを受けて、ラオス国内では、経済特区（ＳＥＺ）とし
て認定された工業団地の整備も進められていま
す。ラオス南部のサワン・セノＳＥＺには、昨年、タイ
の大手日系企業が相次いで進出し、注目されてい
ます。ニコンは、タイのアユタヤ工場のデジタル一
眼レフカメラ用ユニット組立工程の一部をラオスに
移管しました。また、トヨタ紡織は、タイの生産拠点
を補完するため、自動車用シートカバーなどの内
装用品製造ラインをラオスに設置しました。
■投資先としてのラオスの問題点は？
まず、ラオスは、人口が650万人と千葉県ほどし
かありませんので、労働供給力に制約があります。
ですから、ラオスは、大工場をどんどん建てるような
国ではありません。むしろ、タイの工場の労働集約
的な工程の一部を移すというパターンでラオスに
進出するのが基本になると考えられます。
また、ラオスは、教育が普及しておらず、タイや
ベトナムより識字率が低いことも懸念要因です。識
字率を上げるためには、学校の増設や教員の確
保が喫緊の課題です。教育部門は、ラオスの大き
な弱点であり、日本や国際機関の支援で徐々に整
備されてはいるものの、まだ十分ではありません。
（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）

数年ほど前からでしょうか、経営者の方から「こ
れまでの古い固定的な価値観を打破しなければ、
変化が多く、先の読めないこれからの世の中は生
き残れない」という意見をよく聞きます。そこで「そ
のために具体的に何か取り組んでいることはあり
ますか？」と聞くと「これからやっていきたいと思って
います」と言われることがしばしばです。古い固定
的な価値観の打破＝社内風土改革そのものであ
り、「言うは易く行うは難し」なのが現状です。社長
が繰り返し「古い価値観の打破」を伝えても、多く
の社員はなかなか実践できず、目の前の仕事に追
われる毎日なのかもしれません。
では、これまでの価値観を打破するための行動

として、どのようなことをすれば良いのでしょうか。
まず、一点目は、社内の色々な人の意見を引き
出すことです。古い価値観を打破するには、今ま
でにない発想・アイデアが必要です。役員や管理
職だけで物事を決めるのではなく、若手・中堅社員
や女性社員などの意見を聞くのも一つでしょう。彼
らは業務経験も浅く、視野も狭く見えるかもしれま
せんが、社員インタビューで彼らに話を聞くと、「う
ちの会社は○○が変」と自社を客観的に見ていた
り、上の人とは違う視点で業務のアイデアを持って
いることがあります。しかし、社長のカリスマ性や影
響力が強いと、末端の社員は意見を言いづらかっ
たり、「どうせ言っても取り入れられる訳がない」と
最初から諦めていることがあります。色 な々人の意
見を引き出すには、その心理的な壁を取り払うこと
も必要です。まずは、些細なことで良いので彼らの
意見を取り入れ、実現すると良いでしょう。
二点目は、お客さまからの不平不満を聞き、対応

策を実行することです。「もうやっています」と言わ
れるかもしれませんが、不平不満を顧客満足に転
換できるほど、きちんとできていますか？不平不満の
聞き方も重要です。「当社商品への不満や要望は
ございますか？」は実は答えづらい質問です。お客

さまは貴社商品のことを常に考えている訳でなく、
急に不満・要望と聞かれてもすぐに出てこないから
です。また「当社商品への不満は…？」は現在の
商品が前提の質問なので、出る意見が限定され
てしまいます。例えば、「他社と比較して当社商品
の良い点／改善してほしい点は？」「シニア向けの
サービスで足りない点は？」など、お客さまが答えや
すい聞き方に変えてみるのも一つのやり方です。
三点目は、本丸以外から変えることです。これ

は、新しいことに対して社内抵抗が大きい場合、有
効です。主力商品・主要顧客に関することは、お客
さまからの要望でもない限り変えることは困難で、リ
スクもあります。2番手3番手の商品、これから伸ば
したい顧客、本店ではなく遠隔地の拠点などで実
験的に始めてみると良いでしょう。
急に「新しいことを考えろ」と言われても、そう簡

単にできるものではありません。まずは、新しいこと
を考えられる土壌を作り、象徴的な事例を作る、そ
んなことが固定観念を打破し、新しい価値感を産
み出すことに繋がるのではないでしょうか。
（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）

古い価値観を打ち破るには？

東海エコノミック・レポート

コンサルティ
ング情報「タイ・プラス・ワン」で注目されるラオス東南アジア情報
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■タイの投資環境変化により
　脚光を浴びるラオス
アジア域内で日本企業の生産拠点が最も多く
集積している国は、中国とタイです。特にタイは、政
府が外資企業誘致に熱心で、インフラも整い、対日
感情も良好なため、反日感情が強い中国よりも進
出しやすい国として、日本企業の人気が非常に高
い国でした。ところが、タイでは、2011年頃から、か
つては考えられなかったようなリスク要因が次々に
発生しています。例えば、2011年1月から2013年1
月までの２年間で、最低賃金が、バンコク周辺では
4割上昇し、地方では最大8割も上昇しています。
また、2011年10月には予期せぬ大洪水が発生し、
400社以上の日系企業が操業停止に追い込まれ
ました。さらに、2013年12月にはインラック首相の辞
任を求める大規模な反政府デモが発生し、2014
年1月には、バンコク周辺に非常事態宣言が出さ
れました。このため、タイに進出している日本企業
の中には、タイへの一極集中は危険であるとして、
リスク分散のためにタイの製造工程の一部をラオ
スなど周辺国に移管する動きが見られます。
■なぜ、ラオスが日系企業から
　注目されるのか？
まず、人件費がタイより大幅に低いことがメリット
です。ラオスの最低賃金は、タイの半分以下です。
また、ラオス人がタイ語を理解できることも大きな
メリットです。実は、ラオスは、タイと同系統の民族な
ので、言葉が似ているのです。このため、タイ進出
日本企業は、タイ人マネージャーをラオス工場に派
遣してタイ語で現場指導したり、タイ語で書かれた
マニュアルをそのままラオス工場で使うことができ
ます。つまり、タイの日系企業は、ラオスへ進出する
際に、ラオス人マネージャーやラオス語マニュアル

を用意する必要がありません。
また、ラオスの物流事情が改善されたこともプラ
ス材料です。ラオスは海に面していない内陸国の
ため、物流が不便なのが大きな弱点でした。しか
し、日本やアジア開発銀行の援助によって、隣接す
るタイやベトナムと結ぶ道路や橋梁が次々に完成
し、両国とのアクセスは大幅に改善されました。こ
れを受けて、ラオス国内では、経済特区（ＳＥＺ）とし
て認定された工業団地の整備も進められていま
す。ラオス南部のサワン・セノＳＥＺには、昨年、タイ
の大手日系企業が相次いで進出し、注目されてい
ます。ニコンは、タイのアユタヤ工場のデジタル一
眼レフカメラ用ユニット組立工程の一部をラオスに
移管しました。また、トヨタ紡織は、タイの生産拠点
を補完するため、自動車用シートカバーなどの内
装用品製造ラインをラオスに設置しました。
■投資先としてのラオスの問題点は？
まず、ラオスは、人口が650万人と千葉県ほどし
かありませんので、労働供給力に制約があります。
ですから、ラオスは、大工場をどんどん建てるような
国ではありません。むしろ、タイの工場の労働集約
的な工程の一部を移すというパターンでラオスに
進出するのが基本になると考えられます。
また、ラオスは、教育が普及しておらず、タイや
ベトナムより識字率が低いことも懸念要因です。識
字率を上げるためには、学校の増設や教員の確
保が喫緊の課題です。教育部門は、ラオスの大き
な弱点であり、日本や国際機関の支援で徐々に整
備されてはいるものの、まだ十分ではありません。
（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）

数年ほど前からでしょうか、経営者の方から「こ
れまでの古い固定的な価値観を打破しなければ、
変化が多く、先の読めないこれからの世の中は生
き残れない」という意見をよく聞きます。そこで「そ
のために具体的に何か取り組んでいることはあり
ますか？」と聞くと「これからやっていきたいと思って
います」と言われることがしばしばです。古い固定
的な価値観の打破＝社内風土改革そのものであ
り、「言うは易く行うは難し」なのが現状です。社長
が繰り返し「古い価値観の打破」を伝えても、多く
の社員はなかなか実践できず、目の前の仕事に追
われる毎日なのかもしれません。
では、これまでの価値観を打破するための行動

として、どのようなことをすれば良いのでしょうか。
まず、一点目は、社内の色々な人の意見を引き
出すことです。古い価値観を打破するには、今ま
でにない発想・アイデアが必要です。役員や管理
職だけで物事を決めるのではなく、若手・中堅社員
や女性社員などの意見を聞くのも一つでしょう。彼
らは業務経験も浅く、視野も狭く見えるかもしれま
せんが、社員インタビューで彼らに話を聞くと、「う
ちの会社は○○が変」と自社を客観的に見ていた
り、上の人とは違う視点で業務のアイデアを持って
いることがあります。しかし、社長のカリスマ性や影
響力が強いと、末端の社員は意見を言いづらかっ
たり、「どうせ言っても取り入れられる訳がない」と
最初から諦めていることがあります。色 な々人の意
見を引き出すには、その心理的な壁を取り払うこと
も必要です。まずは、些細なことで良いので彼らの
意見を取り入れ、実現すると良いでしょう。
二点目は、お客さまからの不平不満を聞き、対応
策を実行することです。「もうやっています」と言わ
れるかもしれませんが、不平不満を顧客満足に転
換できるほど、きちんとできていますか？不平不満の
聞き方も重要です。「当社商品への不満や要望は
ございますか？」は実は答えづらい質問です。お客

さまは貴社商品のことを常に考えている訳でなく、
急に不満・要望と聞かれてもすぐに出てこないから
です。また「当社商品への不満は…？」は現在の
商品が前提の質問なので、出る意見が限定され
てしまいます。例えば、「他社と比較して当社商品
の良い点／改善してほしい点は？」「シニア向けの
サービスで足りない点は？」など、お客さまが答えや
すい聞き方に変えてみるのも一つのやり方です。
三点目は、本丸以外から変えることです。これ

は、新しいことに対して社内抵抗が大きい場合、有
効です。主力商品・主要顧客に関することは、お客
さまからの要望でもない限り変えることは困難で、リ
スクもあります。2番手3番手の商品、これから伸ば
したい顧客、本店ではなく遠隔地の拠点などで実
験的に始めてみると良いでしょう。
急に「新しいことを考えろ」と言われても、そう簡

単にできるものではありません。まずは、新しいこと
を考えられる土壌を作り、象徴的な事例を作る、そ
んなことが固定観念を打破し、新しい価値感を産
み出すことに繋がるのではないでしょうか。
（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）

古い価値観を打ち破るには？

東海エコノミック・レポート

コンサルティ
ング情報「タイ・プラス・ワン」で注目されるラオス東南アジア情報

NEWS LETTER vol.48 06

ページ 7 (7)

ページ 7 (7)



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２）

税制トピック

　アベノミクス第1の矢「異次元の金融緩和」、第2の矢「機動的な財政政策」によって①円安に

よる輸出の増加、②株価上昇による消費の活性化、③実質金利低下による設備投資の増加、

④公共投資の急増などによって2012年11月を底に景気は確実に拡大を続けています。しかし、

第3の矢「民間投資を喚起する成長戦略」が不鮮明であるため、2014年4月の消費税率の引上げ

によって景気の腰折れの恐れがあります。そのため、景気に配慮した税制改正案が打出されており、

そのポイントを説明いたします。

経済の好循環を実現するための税制改正が行われるⅠ

～日本経済再生のための法人税の改正ポイント（その２）～

（２） 雇用者が増えた場合の税額控除制度が延長される

　青色申告法人が、2011年4月1日から2014年3月31日までの間に開始する事業年度において、下記①の適用要件

を満たすときは、2014年新春号（Vol.47の10頁参照）で説明しました「給与支給額が増加した場合の税額控除制

度」との選択により、②の金額を限度として税額控除できる制度が2016年3月31日まで2年間延長される予定です。

（３） 大法人にも交際費の損金算入枠が設けられる

① 飲食費の50％まで損金に算入される

　消費の拡大を通じた経済の活性化を図るために、大法人にも交際費の損金算入枠を認めることを狙った交

際費の損金算入制度が次のとおり創設されるとともに、その適用期限が2016年3月31日までに開始する事業年度

まで2年間延長される予定です。

　改正案の飲食のために支出する費用の50％損金算入は、大法人のみならず中小法人も現行の制度（年800万

円まで損金算入）に代えて利用することができます。

　アベノミクスによる日本経済再生政策は、現在のところきわめて順調に推移しており、永年の懸案事項であった消費者

物価も上昇に転じ、資産価額の上昇とともにデフレ脱却も視野に入ってきました。この流れを維持加速し経済の好循環を

実現するために次のような税制改正が行われる予定です。

（１） 復興財源に充当する復興特別法人税が1年前倒しで廃止される

① 3年間の課税予定が2年間だけの課税で終了となる

　東日本大震災の復興財源に充てるために、2012年4月1日から2015年3月31日までの指定期間内に最初に開始

する事業年度の開始日から同日後3年を経過する日までの期間内の属する事業年度に復興特別法人税額（法人

税額の10％）が課税されています。しかし、足元の企業収益を賃金上昇につなげていく契機とするために、この課

税される期間を1年間前倒しに終了させることによって3年間課税される予定であった復興特別法人税の課税を

2年間だけに短縮される予定です。

　そのため、復興特別法人税の前倒し廃止により、2014年4月1日以後に開始する事業年度から法人税の実効税

率は38.01％から35.64％に引下げられますが、国際水準に比べ次のとおり高率ですから、さらなる引下げの検討

が行われる予定です。

② 所得税額と復興特別所得税額との按分計算が不要となる

　復興特別法人税額が前倒し廃止となっても、預金利子や配当などから源泉徴収される復興特別所得税額は

2037年12月31日まで課税されます。この復興特別所得税額は、復興特別法人税額から控除されていましたが、復

興特別法人税の廃止に伴い各事業年度の法人税額から控除されることになる予定です。そのため、一括して源

泉徴収されていた税額を所得税額と復興特別所得税額とに按分計算をする事務負担が不要となる予定です。

法人税の実効税率 約25％

OECD加盟国

約36％

改正後の日本

約26％

EU25か国

約22％

アジア主要10か国

右の（イ）と（ロ）のうち
いずれか少ない額

（イ） （当期末要支給額－前期末要支給額）×40万円

（ロ） 当期の法人税額×10％（中小企業者等は20％）

大法人

中小法人

交際費等は全額損金に算入されない

現行

交際費等のうち、飲食のために支出する
費用の50％が損金に算入される

年800万円まで損金に算入される 上記の特例と年800万円まで損金算入の
特例のいずれかを選択することができる

改正案

② 法人税額控除限度額

① 適用要件（下表のすべての要件を満たしていることが必要）

（イ） 前期および当期に事業主都合による離職者がいないこと

（ロ）
当期末雇用者数（使用人のうち雇用保険の一般保険者である者に限る）が、前期末雇用者数に
比して5人以上（中小企業者等は2人以上）増加していること

（ハ） 当期末雇用者数が、前期末雇用者数に比して10％以上増加していること

（ニ）
当期の損金算入給与支給額が、比較給与支給額（前期の給与支給額に雇用者数の増加割合の
30％を上乗せした額）以上であること
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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２）
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（３） 大法人にも交際費の損金算入枠が設けられる

① 飲食費の50％まで損金に算入される
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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

債務の株式化（デット・エクイティ・スワップ）
債務の株式化とは、債務(デットDebt)と資本(エクイティEquity)を交換(スワップSwap)すること

です。オーナーからの貸付金をこの手法で資本に振り替えることで、相続財産縮減の効果を期待
できます。この手法は、会社法施行により、裁判所で選任された検査役の調査が不要になり、実施
しやすくなっています。

■貸し手、オーナーのメリット
　・貸付金を株式に転換することで、相続税の対象をより有利な低い評価にできます。

■借り手、会社側のメリット
　・負債が減り、資本が増えるので、外部から見た会社の信用力がアップします。
　・有利子負債の減少で、支払利息が軽減されます。（ただし配当負担増加の可能性あり）

■留意点
　・債務超過会社等の場合は、疑似DES（増資＋返済）の形態を取るなど、債務免除益対策が必
　 要になります。
　・借入金を資本に振り替えることで、他の株主の所有する株式の価額が大幅に上昇する場合は、
　 公正な時価による株式割当実施などのみなし贈与回避策が必要になります。

事業承継ワンポイントコーナー

（２） 特定資産の買換えの圧縮記帳制度の適用期限が延長される

　法人が、下表のような特定資産を譲渡し特定の買換え資産を取得し事業の用に供した場合には、譲渡益の

80％を限度として買換え資産の取得価額を圧縮記帳することによって圧縮損を損金に算入することが認められて

います。そのため、この制度を活用した不動産などへの投資を促進するために⑰を除いて、その適用期限を2014年

12月31日から2017年3月31日まで約3年間延長される予定です。

　なお、上表の⑰の10年超所有資産である土地等の譲渡の買換えの特例については、適用期限である2014年

12月31日をもって終了しますので、注意していただきたいと思います。資産価額の上昇を支援するために不動産税制が延長されるⅡ

　異次元の金融緩和によるマネタリーベースの拡大によって、為替相場の大幅な円安進行にともなう株価の上昇ととも

に地価も国土交通省の調査対象の8割強で上昇しており、資産効果による消費主導の景気回復が期待されています。

　そのため、資産価額の上昇を支援するために不動産に関する特例が、次のとおり延長される予定です。

（１） 土地重課の停止措置の期限が延長される

　土地への投機を抑制するために法人が土地を譲渡した場合には、土地の譲渡益が譲渡した法人の利益に含

まれているにもかかわらず、通常の法人税額のほかに土地の譲渡利益に対して下表の特別税率による法人税が

重課されるという「土地重課制度」が、土地価額の長期低落という経済環境を配慮し2013年12月31日まで適用が

停止されていました。

　しかし、適用停止期限が到来しましたが、デフレ脱却のためには資産価額の上昇は不可欠であるために、その

適用停止期限を2017年3月31日まで3年3か月延長されることになりました。

　なお、土地等の所有期間は、土地等の取得日の翌日から譲渡した日の属する年の1月1日までの期間が5年以下

か否かで長期・短期の判定が行われます。

長期所有土地等の譲渡

短期所有土地等の譲渡

所有期間が5年超の土地等の譲渡

特別税率の適用対象

５％の重課課税

所有期間が5年以内の土地等の譲渡 10％の重課課税

土地譲渡利益の特別税率

①

⑰

既成市街地内にある事務所・工場などの
用に供されている建物等とその敷地

譲渡資産

既成市街地など以外の地域内にある
土地・建物・構築物・機械装置

国内にある土地等・建物・構築物で
10年超所有されたもの

国内にある土地等・
建物・構築物・機械装置など

上記以外 略 略

買換資産

② 飲食のために支出する費用

　交際費の損金算入制度の改正案に基づき、「飲食のために支出する費用」の50％が損金に算入される制度を

選択する場合には、その法人の役員、従業員に対する接待費（いわゆる社内接待費）は飲食のために支出する

費用に含まれない予定です。

（※１）交際費の対象から除かれる1人当り5,000円以内の飲食費（飲食店で提供される持ち帰りお土産代を含む）とは、社外の
　　  取引先（親会社・関係会社を含む）の者との飲食費をいいます。
（※2）ゴルフや観劇などの際の飲食費は、催事に関連する費用の一つとして行われるため「飲食費の50％の損金算入の対象」
　　  とはならず、全額が飲食費以外の交際費となります。

飲食費の50％
損金算入の対象 ×

②社内接待の
  飲食費（※2）

×

①1人当り5,000円以下
の飲食費（※１）

○

③左の①②以外の
飲食費

×

交際費の
限度計算の対象 ○× ○ ○

④左の②③以外の
交際費
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　・有利子負債の減少で、支払利息が軽減されます。（ただし配当負担増加の可能性あり）

■留意点
　・債務超過会社等の場合は、疑似DES（増資＋返済）の形態を取るなど、債務免除益対策が必
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重課されるという「土地重課制度」が、土地価額の長期低落という経済環境を配慮し2013年12月31日まで適用が

停止されていました。

　しかし、適用停止期限が到来しましたが、デフレ脱却のためには資産価額の上昇は不可欠であるために、その

適用停止期限を2017年3月31日まで3年3か月延長されることになりました。

　なお、土地等の所有期間は、土地等の取得日の翌日から譲渡した日の属する年の1月1日までの期間が5年以下

か否かで長期・短期の判定が行われます。
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特別税率の適用対象
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所有期間が5年以内の土地等の譲渡 10％の重課課税
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①
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既成市街地内にある事務所・工場などの
用に供されている建物等とその敷地

譲渡資産

既成市街地など以外の地域内にある
土地・建物・構築物・機械装置
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10年超所有されたもの
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上記以外 略 略

買換資産

② 飲食のために支出する費用

　交際費の損金算入制度の改正案に基づき、「飲食のために支出する費用」の50％が損金に算入される制度を

選択する場合には、その法人の役員、従業員に対する接待費（いわゆる社内接待費）は飲食のために支出する

費用に含まれない予定です。

（※１）交際費の対象から除かれる1人当り5,000円以内の飲食費（飲食店で提供される持ち帰りお土産代を含む）とは、社外の
　　  取引先（親会社・関係会社を含む）の者との飲食費をいいます。
（※2）ゴルフや観劇などの際の飲食費は、催事に関連する費用の一つとして行われるため「飲食費の50％の損金算入の対象」
　　  とはならず、全額が飲食費以外の交際費となります。

飲食費の50％
損金算入の対象 ×

②社内接待の
  飲食費（※2）

×

①1人当り5,000円以下
の飲食費（※１）

○

③左の①②以外の
飲食費

×

交際費の
限度計算の対象 ○× ○ ○

④左の②③以外の
交際費
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　最近「ハラル（Halal）」という言葉を聞く機会が増えています。国内のレストランでは急増するイスラム教徒
の来日観光客に提供する食事に関してハラルを気にしていたり、食品メーカーなどは自社製品を輸出する際
にハラル対応に直面することもあるようです。そこで今回はハラルの現状や物流事情の調査を行っている
株式会社日通総合研究所にハラルの基礎情報についてお話しいただきました。

ハラルとは

　ハラルとはアラビア語で「（イスラム法上）許された」と
いう意味で、食べ物の場合は「食べて良い」という意味
になります。イスラム教徒の方が食べるものは全て「ハラ
ル」でなければならないとされています。横の図にある
通り基本的に植物、動物、魚、エビなどの水生生物など
はハラル（つまり食べて良い）なのですが、いくつか例外
がありハラム（Haram）もしくはノンハラルと呼ばれていま
す。一番有名なのは豚肉と酒（アルコール）でしょう。そ
の他、犬や鋭い爪をもった動物（例えば、鷹やライオン）、
ワニ、カエル、カメ、カニなども食べてはいけません。また
ハラルである鶏肉や牛肉についても屠畜方法が決まっ
ており、それに従って食肉処理されていなければハラルではなくなってしまいます。その他ハラルでも不浄な物（ノンハラル
なもの）に触れたりするとこれもハラルでなくなります。生産時はもちろんですが、保管時、運搬時にもハラルとノンハラルの
ものはきちんと分けて管理する必要があります。

豚の派生品に注意

　肉やお酒がそのままの形である場合には非常に分かりやす
いのですが、注意を要するのが派生品です。横の図の通り豚か
らは様々な派生品が作られており、イスラム教徒向けの食品に
はこれらも一切含まれないようにする必要があり、原材料まで
遡って確かめることになります。豚の派生品でよく問題が起こっ
ているのがゼラチンとだし（出汁）です。ゼラチンの多くは豚由来
ですが、イスラム諸国では豚を一切使っていないハラル・ゼラチン
が販売されており、それらを使う必要があります。だしは、鍋料理
などの具材はハラル食材だけれどもスープが豚由来のだしだっ
た、などと盲点になっているケースがあります。美味しい日本食にはだしは付き物であり、日本食のイスラム圏への輸出や

　提供する食品がハラルであることを証明するためにハラル
認証制度というものがあります。その認定を受けると “この食品
（もしくはこのレストランで提供される食品）はハラルである”と
認められるため、イスラム教徒が「豚の派生品が入っているん
じゃないか？」などと心配せずに食べることができます。多くの
国では認定を受けるとハラルマークを付けることができます。
横の写真にあるのはマレーシアの首都クアラルンプールにある
KFCで、店の入り口にハラルマークが掲げられていました。
ハラル認証は世界で統一された基準はまだなく、各国の宗教
団体などがバラバラに認証（マーク発行）しています。しかし
マレーシアだけはハラル認証が国家規格になっており、また規格が厳格なため世界のイスラム諸国でも高い信用を得て
います。ちなみに日本には少なくとも5つのハラル認証団体があります（全て民間）。

ハラルマーク（ハラル認証）

　イスラム教徒と聞くとサウジアラビアやエジプ
トなど中東諸国をまず思い浮かべる人も多い
のではないでしょうか。確かに中東・北アフリカ
の国々はイスラム教徒の比率が高く地域全体
で約3億2千万人のイスラム教徒が住んでいま
す。産油国でお金持ちそうなので中東をメイン
のターゲット市場に、とも考えられますが、実は
イスラム教徒の人口だけで言うとアジア地域に
中東・北アフリカの3倍以上、約10億人がいま
す。一番多いのはインドネシア（2億人）、次に
パキスタン（1億7,800万人）、インド（1億7,700
万人）、バングラデシュ（1億4,900万人）と上位4位までは全てアジアの国です。他にはマレーシアやタイ（南部のマレーシ
アとの国境付近に多くのイスラム系住民が住んでいる）にも多くのイスラム教徒がいます。これらの国は非イスラム教徒が
混在しているので食品の識別が必要となりますが、さらなる人口増加、順調な経済発展、日本ブランドに対する高評価と
日本食への強い興味、など日本企業としてはターゲット市場にする環境が整っています。

実はイスラム教徒の人口が多いのはアジア

ハラル
アラビア語で

「許可された、合法」という意味

ノンハラル
基本的に、動物、農産物、水生生物は
ハラルであるが、不浄なもの（ナジス）、

中毒性のあるもの、などは
食べることが禁止されている

豚、犬 アルコール飲料
●ワニ、カエル、カメ、カニ等の水陸両生生物、
　鋭い爪のある動物
●血液、排泄物、など

ムスリム（イスラム教徒）が食するものは「ハラル」でなければならない

出所：日通総合研究所作成

出所：日通総合研究所撮影

出所：Pew Research Center

出所：HDC「ハラル産業に対する理解」

エリア別イスラム教徒の人口（2010年）

アメリカ
5百万人

ヨーロッパ
44百万人

中東・北アフリカ
322百万人

サブサハラ・アフリカ
245百万人

アジア・太平洋
1,006百万人

アメリカ
5百万人

ヨーロッパ
44百万人

中東・北アフリカ
322百万人

サブサハラ・アフリカ
245百万人

アジア・太平洋
1,006百万人

日本国内での食事提供時には注意したいものです。尚、盲点という意味では他の調味料や香辛料、また食品ではなく肌
につける化粧品やシャンプーなどのトイレタリー商品（ホテルなどで）も要注意です。

経営アドバイス
ハラル（Halal）について　株式会社日通総合研究所 

と  ちく
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豚の派生品に注意

　肉やお酒がそのままの形である場合には非常に分かりやす
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（もしくはこのレストランで提供される食品）はハラルである”と
認められるため、イスラム教徒が「豚の派生品が入っているん
じゃないか？」などと心配せずに食べることができます。多くの
国では認定を受けるとハラルマークを付けることができます。
横の写真にあるのはマレーシアの首都クアラルンプールにある
KFCで、店の入り口にハラルマークが掲げられていました。
ハラル認証は世界で統一された基準はまだなく、各国の宗教
団体などがバラバラに認証（マーク発行）しています。しかし
マレーシアだけはハラル認証が国家規格になっており、また規格が厳格なため世界のイスラム諸国でも高い信用を得て
います。ちなみに日本には少なくとも5つのハラル認証団体があります（全て民間）。

ハラルマーク（ハラル認証）

　イスラム教徒と聞くとサウジアラビアやエジプ
トなど中東諸国をまず思い浮かべる人も多い
のではないでしょうか。確かに中東・北アフリカ
の国々はイスラム教徒の比率が高く地域全体
で約3億2千万人のイスラム教徒が住んでいま
す。産油国でお金持ちそうなので中東をメイン
のターゲット市場に、とも考えられますが、実は
イスラム教徒の人口だけで言うとアジア地域に
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アとの国境付近に多くのイスラム系住民が住んでいる）にも多くのイスラム教徒がいます。これらの国は非イスラム教徒が
混在しているので食品の識別が必要となりますが、さらなる人口増加、順調な経済発展、日本ブランドに対する高評価と
日本食への強い興味、など日本企業としてはターゲット市場にする環境が整っています。

実はイスラム教徒の人口が多いのはアジア

ハラル
アラビア語で

「許可された、合法」という意味

ノンハラル
基本的に、動物、農産物、水生生物は
ハラルであるが、不浄なもの（ナジス）、

中毒性のあるもの、などは
食べることが禁止されている

豚、犬 アルコール飲料
●ワニ、カエル、カメ、カニ等の水陸両生生物、
　鋭い爪のある動物
●血液、排泄物、など

ムスリム（イスラム教徒）が食するものは「ハラル」でなければならない

出所：日通総合研究所作成

出所：日通総合研究所撮影

出所：Pew Research Center

出所：HDC「ハラル産業に対する理解」

エリア別イスラム教徒の人口（2010年）

アメリカ
5百万人

ヨーロッパ
44百万人

中東・北アフリカ
322百万人

サブサハラ・アフリカ
245百万人

アジア・太平洋
1,006百万人

アメリカ
5百万人

ヨーロッパ
44百万人

中東・北アフリカ
322百万人

サブサハラ・アフリカ
245百万人

アジア・太平洋
1,006百万人

日本国内での食事提供時には注意したいものです。尚、盲点という意味では他の調味料や香辛料、また食品ではなく肌
につける化粧品やシャンプーなどのトイレタリー商品（ホテルなどで）も要注意です。

経営アドバイス
ハラル（Halal）について　株式会社日通総合研究所 

と  ちく
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　当社は「フルーツを科学する」をテーマに、あらゆる果

実の風味を演出しています。天然の果実には、それぞれ

特有の香りや甘味、酸味のバランスがあり、他に多くの種

類のアミノ酸やミネラル、あるいはタンパク質、ペクチン等

から派生する微量成分も複雑に混在して独特の風味を

形成しています。私どもは、その美味しさについて解析し、

考察・研究を重ね、「果研エキス」（果実風味料）として商

品化してまいりました。「果研エキス」は、濃厚な果実の風

味を持つ製造用原料であり、食品に少量添加することで

様々な果実の風味を増幅させ、また、製品のコストダウン

を図ることも可能です。例えば、果実を使用しても果実感

が出ない時、また果実を使用せずに果実感を出す場合、

嫌味の消去など、

果研エキスを１％程

度添加するだけで

果実の味を見事に

再現することができ

ます。

中京さかえ会 会員 企業

：

：

：

：

お客さまからのメッセージ

果研デベロップメント株式会社（名張支店お取引先）

代表取締役　東 洋平

大阪市淀川区西中島4丁目4番25号（フレール新大阪 917）

1967年9月

食品原料製造及び販売業

http://www.kaken-d.jp/

本　社

創　業

業　種

Ｈ　 Ｐ

来にわたってずっと社員が安心して働ける環境を維持し

ていかなければなりません。会社に何かあっても5年間は

社員の生活を保障できる蓄えがあれば、社員も安心して

働くことができます。社員の待遇を手厚くすることでモチ

ベーションもあがりますし、居心地がよければ長く勤めてく

れます。先代がきちんと基盤を築いてくれていたおかげも

ありますが、社員に恵まれたおかげで私が代表者に就任

してからは比較的安定した社業運営ができていると自負

しています。

　業績については、出荷ベースではありますがリーマン

ショックの前年と同水準まで戻ってきました。まだまだ気は

抜けませんが、この状態を維持しながら資金を使うべきと

ころは使い、投資とストックのバランスをどうしていくかがこ

れからの検討課題です。

　常に仕入れの管理は行っていますが、仕入先の変更や

仕入先への価格交渉は当社の方からはほとんど行ってい

ません。仕入れる側も販売する側もお互いに商売として適

正マージンを得る必要があるとの前提に立ち、当社では原

料の仕入れというよりも、売っていただいているというスタン

スに立っているからです。仕入れに関しては基本的には合

い見積もりもしませんし、値上げにも極力対応しています。

　実は国内では２社しか製造していない原料があったの

ですが、東日本大地震のときにそのうちの1社が被災してし

まい、仕入れが非常に困難になったことがありました｡その

ときに取引先の問屋が、走り回って探してきてくれ、別のお

客さまの在庫分から少しずつ譲ってもらうことができました。

おかげで当社としても何とか製品の安定供給を行うことが

できました。まず自社ありきの無理な値交渉はせず、仕入先

も大切にする。商売においてお互い利益を得ていれば、い

ざというときに助けてくれるのではないかと実感しました。

　当然ですが、これからもお客さまには当社の製品を使っ

てよかったと思ってもらいたいですし、当社と関係する

方 と々はずっとwin-winの関係でいたいと思っています。

貴社のホームページに
「フルーツを科学する」とありますが 仕入先との関係も

大切にされていると伺ったのですが

今後の展開については
どうお考えですか？

経営者として
大切にされていることは何ですか？

　当社は1967年9月に創業して以来、食品に使用される

果実の味覚についての研究、開発、製造を行っています。

具体的には、飲料（炭酸飲料、栄養ドリンク、乳飲料、乳酸

菌飲料等）、ゼリー、冷

菓、各種菓子類（ケー

キ、ハード及びソフト

キャンディ、ガム）等に

利用されるテイストフ

レーバーを取り扱って

おり、ご要望により対象

商品に適したタイプを

作成することができます。「美味しく召し上がっていただく

ために」、分析化学だけでは決して解決できない人の味

覚について、神秘で未知なる部分の探究と解明にサイエ

ンスの立場でアプローチし、食品業界のニーズに応える

新製品の開発、有効で安全な添加物の提供などに努

め、豊かな暮らしと健康の喜びの輪を広げたいと願って

います。

　当社の製品は飲料やゼリー、菓子類などの嗜好品に

多く使われています。少子高齢化の進行とともに将来的

には需要の低下が予想されます。私は当社を必要以上に

大きくしようとは考えていませんが、現状を維持していくた

めには新商品の開発や製品用途の拡大、販路拡大は必

須だと思っています。関西以西を中心に販売してきました

ので、関東、関東以北への販路拡大や、飲料やゼリー、菓

子類以外にもパンや焼き菓子等に特化したテイストフレー

バーの開発、販売を開始しています。また、今後は一時期

目を向けていた味覚や嗜好の近い韓国や台湾といったア

ジア圏への販路も求めていかなければなりません。

　さらには製造業の基本として当然のことですが、求めら

れる食の安全、安心に応えるために製品精度の更なる向

上を目指しています。外部監査を積極的に受け入れて製

造環境の改善に努めています。また原料受入れ、製造、

製品出荷にいたるトレサビリティを徹底して、製品に係わ

る従業員一人ひとりのプロ化を図っています。

　先代からこの会社を引き継いだときには異業種で働い

ていたため、畑違いの仕事に戸惑いもありました。製品の

ことは学ぶのに時間がかかるので、まずは経営者として

私にできることをしようと思いました。まずは財務面を磐石

にすること、そして社員が安心して長く働きやすい職場に

すること。そのためには、いかに内部留保を厚くするかに

腐心してきました。中小企業は、いつ何が起こるかわかり

ません。売上の減少や、あってはならないのですが製品

事故など、リスクに対応できる変事抵抗力を身につけよう

と思いました。そして仮に会社が休業状態に陥っても、

5年程度は社員が何もしなくても給料を払い続けることが

できる内部留保を目標にしました。

　経営者は社員の生活を守る責任があると思っていま

す。何かあったときにすべて責任を負うのはもちろん、将

貴社のご紹介をお願いします

異物が製品に混入しないよう、作業着の
ポケットはすべて飾りになっています。

NEWS LETTER vol.4813

ページ 14 (14)

ページ 14 (14)



　当社は「フルーツを科学する」をテーマに、あらゆる果

実の風味を演出しています。天然の果実には、それぞれ

特有の香りや甘味、酸味のバランスがあり、他に多くの種
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しています。
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仕入先への価格交渉は当社の方からはほとんど行ってい
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正マージンを得る必要があるとの前提に立ち、当社では原

料の仕入れというよりも、売っていただいているというスタン

スに立っているからです。仕入れに関しては基本的には合

い見積もりもしませんし、値上げにも極力対応しています。

　実は国内では２社しか製造していない原料があったの

ですが、東日本大地震のときにそのうちの1社が被災してし

まい、仕入れが非常に困難になったことがありました｡その

ときに取引先の問屋が、走り回って探してきてくれ、別のお

客さまの在庫分から少しずつ譲ってもらうことができました。

おかげで当社としても何とか製品の安定供給を行うことが

できました。まず自社ありきの無理な値交渉はせず、仕入先

も大切にする。商売においてお互い利益を得ていれば、い

ざというときに助けてくれるのではないかと実感しました。

　当然ですが、これからもお客さまには当社の製品を使っ

てよかったと思ってもらいたいですし、当社と関係する

方 と々はずっとwin-winの関係でいたいと思っています。

貴社のホームページに
「フルーツを科学する」とありますが 仕入先との関係も

大切にされていると伺ったのですが

今後の展開については
どうお考えですか？

経営者として
大切にされていることは何ですか？

　当社は1967年9月に創業して以来、食品に使用される

果実の味覚についての研究、開発、製造を行っています。

具体的には、飲料（炭酸飲料、栄養ドリンク、乳飲料、乳酸

菌飲料等）、ゼリー、冷

菓、各種菓子類（ケー

キ、ハード及びソフト

キャンディ、ガム）等に

利用されるテイストフ

レーバーを取り扱って

おり、ご要望により対象

商品に適したタイプを

作成することができます。「美味しく召し上がっていただく

ために」、分析化学だけでは決して解決できない人の味

覚について、神秘で未知なる部分の探究と解明にサイエ

ンスの立場でアプローチし、食品業界のニーズに応える

新製品の開発、有効で安全な添加物の提供などに努

め、豊かな暮らしと健康の喜びの輪を広げたいと願って

います。

　当社の製品は飲料やゼリー、菓子類などの嗜好品に

多く使われています。少子高齢化の進行とともに将来的

には需要の低下が予想されます。私は当社を必要以上に

大きくしようとは考えていませんが、現状を維持していくた

めには新商品の開発や製品用途の拡大、販路拡大は必

須だと思っています。関西以西を中心に販売してきました

ので、関東、関東以北への販路拡大や、飲料やゼリー、菓

子類以外にもパンや焼き菓子等に特化したテイストフレー

バーの開発、販売を開始しています。また、今後は一時期

目を向けていた味覚や嗜好の近い韓国や台湾といったア

ジア圏への販路も求めていかなければなりません。

　さらには製造業の基本として当然のことですが、求めら

れる食の安全、安心に応えるために製品精度の更なる向

上を目指しています。外部監査を積極的に受け入れて製

造環境の改善に努めています。また原料受入れ、製造、

製品出荷にいたるトレサビリティを徹底して、製品に係わ

る従業員一人ひとりのプロ化を図っています。

　先代からこの会社を引き継いだときには異業種で働い

ていたため、畑違いの仕事に戸惑いもありました。製品の

ことは学ぶのに時間がかかるので、まずは経営者として

私にできることをしようと思いました。まずは財務面を磐石

にすること、そして社員が安心して長く働きやすい職場に

すること。そのためには、いかに内部留保を厚くするかに

腐心してきました。中小企業は、いつ何が起こるかわかり

ません。売上の減少や、あってはならないのですが製品

事故など、リスクに対応できる変事抵抗力を身につけよう
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ポケットはすべて飾りになっています。
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お取引先紹介
会 社 名 お取引店 柴田支店前田バルブ工業株式会社

　私たちは創業から59年目を迎えた全国に展開する、水道用バルブ・継手などの「給水装置」の製造販売を手掛ける会
社です。名古屋市港区船見町に本社機能のほか工場・物流を構え、迅速な生産・出荷体制を整えております。私たちの
製造する「給水装置」とは、皆様のご家庭、施設、工場などに水を送るために地下に埋設されている装置です。近年の水
道基準の高まりから、私たちは水に触れる製品から鉛を取り除いた、鉛フリー銅合金を主として使用しており、安心して飲
み水としてご利用いただけるとともに環境対策にもなっております。

お取引先紹介

　当社は「省エネ」「環境配慮」というテーマで暖房機器を製造販売しています。地球の特性を利用して地中に自然の
蓄熱層を形成して輻射暖房をおこなうシステム「サーマ・スラブ」を開発し、１５年前に事業を開始しました。現在では北海
道から九州まで、住宅から学校・工場までさまざまな建物に利用されています。学校は文部科学省の「エコスクール補助
金」（５０％補助）、私立保育園では厚生労働省の「こども安全基金補助金」（最大１,２００万円/件）の対象として認定さ
れています。マイナス２５℃以下になる北海道の極寒の地、上士幌町では環境省の大型施設に採用されています。また
東日本大震災の南三陸町復興住宅モデルにも採用されました。夜間電力を利用するこのシステムは電力の負荷平準
化に貢献していますが、最近ではさらにパワーアップをはかり、地中採熱管を使った冷暖房システム「ハイブリッド・サー
マ」を開発しました。

会 社 名 サーマエンジニアリング株式会社 お取引店 大津橋支店

住所：〒460－0002　名古屋市中区丸の内3丁目2番29号　ＴＥＬ：052-955-1455
ＨＰアドレス：http://www.therma.co.jp/

住所：〒455-0027　名古屋市港区船見町29番1　TEL：052-618-3800　　
HPアドレス　http://www.mvk.co.jp/

ハイブリッド・サーマ

　メイン商品となる鉛フリー銅合金の給水装置は全国の
水道局へ納品しています。水道本管から水を取り出す
「サドル付分水栓」、管と管をつなぐ「継手」、水を止めるた
めの「止水栓」などが当社の主力製品です。そして水が
蛇口まで送られます。
　最近では、長年培った「給水装置事業」のノウハウを活
かし、さらに皆様のお役に立つ製品の販売展開をしてお
ります。

★グループホームや小規模福祉施設、
有床診療所などに安価に導入が可
能な法適合のスプリンクラーです。
★一般住宅向けスプリンクラーも普及が
進んでいます。

【環境にやさしく、人にやさしい商品開発を】
●エアコン等の空調機器と違って「輻射暖房」は室内の乾燥が進みません。
適度な湿度を保持する暖房方法は「インフルエンザにかかりにくい」「風邪を
ひきにくい」「加湿器がいらない」など多くのメリットがあります。当社システム
を採用した愛知県の小学校では今年インフルエンザによる学級閉鎖がゼロ
でした。一方、近隣の中学校では学級閉鎖されました。保育園でもインフルエ
ンザにかかる園児が少なく保護者の方に喜ばれています。

●ハイブリッド・サーマでは「夏の夜、快眠できる家」をテーマにお客さまに提案
しています。

●当社は、日本水道協会の検査工場になっており、各自
治体の仕様に合わせた製品を作り上げる多品種小
ロット生産を得意としています。近年では愛知ブランド
企業に認定されるなど、外部からの評価も高まってい
ます。

全拠点が参加したAKB48の「恋するフォーチュンクッキー」は
会社のイメージ向上に一役かっています。

冬は地中の高い温度（蓄熱層）を
使って暖気を２階に届けます。

夏は地中の低い温度を使って
涼気を寝室などの２階に届けます。

建物

室内供給

ヒーターパネル

建物

室内供給

ヒーターパネル

●ISO9001
●ISO14001
●愛知ブランド企業認定
●名古屋市エコ事業所認定
●日本水道協会　検査工場

港
工
場
全
景

主
な
認
定

YouTubeリンク
URL  http://www.youtube.com/watch?v=tmX-ofsJfjE&feature=youtu.be

QR
コード

水道連結型スプリンクラー
★災害時に給水車や消火栓などから
水を緊急配給するための商品です。
★ワンタッチで設置可能なため水道局
や広域避難所に設置が進んでいま
す。

応急給水栓
★工場や騒音が気になる店舗などにデ
ザインを兼ね備えた耳栓です。
★初めて見る人は「キャ
ンディかマシュマロ」と
見間違えてしまうほど
ポップなデザインで
す。
★アメリカのレーシング
でも使用可能な高品
質の耳栓をお値打ち
に提供しています。

スパークプラグ（耳栓）

蛇口 メーターボックス
私有地

給水装置のしくみ

水道メーター
止水栓

止水栓

継手

サドル付分水栓

水道取出し管 上水道本管

公道官民境界

ふく しゃ
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お取引先紹介
会 社 名 お取引店 柴田支店前田バルブ工業株式会社

　私たちは創業から59年目を迎えた全国に展開する、水道用バルブ・継手などの「給水装置」の製造販売を手掛ける会
社です。名古屋市港区船見町に本社機能のほか工場・物流を構え、迅速な生産・出荷体制を整えております。私たちの
製造する「給水装置」とは、皆様のご家庭、施設、工場などに水を送るために地下に埋設されている装置です。近年の水
道基準の高まりから、私たちは水に触れる製品から鉛を取り除いた、鉛フリー銅合金を主として使用しており、安心して飲
み水としてご利用いただけるとともに環境対策にもなっております。

お取引先紹介

　当社は「省エネ」「環境配慮」というテーマで暖房機器を製造販売しています。地球の特性を利用して地中に自然の
蓄熱層を形成して輻射暖房をおこなうシステム「サーマ・スラブ」を開発し、１５年前に事業を開始しました。現在では北海
道から九州まで、住宅から学校・工場までさまざまな建物に利用されています。学校は文部科学省の「エコスクール補助
金」（５０％補助）、私立保育園では厚生労働省の「こども安全基金補助金」（最大１,２００万円/件）の対象として認定さ
れています。マイナス２５℃以下になる北海道の極寒の地、上士幌町では環境省の大型施設に採用されています。また
東日本大震災の南三陸町復興住宅モデルにも採用されました。夜間電力を利用するこのシステムは電力の負荷平準
化に貢献していますが、最近ではさらにパワーアップをはかり、地中採熱管を使った冷暖房システム「ハイブリッド・サー
マ」を開発しました。

会 社 名 サーマエンジニアリング株式会社 お取引店 大津橋支店

住所：〒460－0002　名古屋市中区丸の内3丁目2番29号　ＴＥＬ：052-955-1455
ＨＰアドレス：http://www.therma.co.jp/

住所：〒455-0027　名古屋市港区船見町29番1　TEL：052-618-3800　　
HPアドレス　http://www.mvk.co.jp/

ハイブリッド・サーマ

　メイン商品となる鉛フリー銅合金の給水装置は全国の
水道局へ納品しています。水道本管から水を取り出す
「サドル付分水栓」、管と管をつなぐ「継手」、水を止めるた
めの「止水栓」などが当社の主力製品です。そして水が
蛇口まで送られます。
　最近では、長年培った「給水装置事業」のノウハウを活
かし、さらに皆様のお役に立つ製品の販売展開をしてお
ります。

★グループホームや小規模福祉施設、
有床診療所などに安価に導入が可
能な法適合のスプリンクラーです。

★一般住宅向けスプリンクラーも普及が
進んでいます。

【環境にやさしく、人にやさしい商品開発を】
●エアコン等の空調機器と違って「輻射暖房」は室内の乾燥が進みません。
適度な湿度を保持する暖房方法は「インフルエンザにかかりにくい」「風邪を
ひきにくい」「加湿器がいらない」など多くのメリットがあります。当社システム
を採用した愛知県の小学校では今年インフルエンザによる学級閉鎖がゼロ
でした。一方、近隣の中学校では学級閉鎖されました。保育園でもインフルエ
ンザにかかる園児が少なく保護者の方に喜ばれています。

●ハイブリッド・サーマでは「夏の夜、快眠できる家」をテーマにお客さまに提案
しています。

●当社は、日本水道協会の検査工場になっており、各自
治体の仕様に合わせた製品を作り上げる多品種小
ロット生産を得意としています。近年では愛知ブランド
企業に認定されるなど、外部からの評価も高まってい
ます。

全拠点が参加したAKB48の「恋するフォーチュンクッキー」は
会社のイメージ向上に一役かっています。

冬は地中の高い温度（蓄熱層）を
使って暖気を２階に届けます。

夏は地中の低い温度を使って
涼気を寝室などの２階に届けます。

建物

室内供給

ヒーターパネル

建物

室内供給

ヒーターパネル

●ISO9001
●ISO14001
●愛知ブランド企業認定
●名古屋市エコ事業所認定
●日本水道協会　検査工場

港
工
場
全
景

主
な
認
定

YouTubeリンク
URL  http://www.youtube.com/watch?v=tmX-ofsJfjE&feature=youtu.be

QR
コード

水道連結型スプリンクラー
★災害時に給水車や消火栓などから
水を緊急配給するための商品です。
★ワンタッチで設置可能なため水道局
や広域避難所に設置が進んでいま
す。

応急給水栓
★工場や騒音が気になる店舗などにデ
ザインを兼ね備えた耳栓です。
★初めて見る人は「キャ
ンディかマシュマロ」と
見間違えてしまうほど
ポップなデザインで
す。
★アメリカのレーシング
でも使用可能な高品
質の耳栓をお値打ち
に提供しています。

スパークプラグ（耳栓）

蛇口 メーターボックス
私有地

給水装置のしくみ

水道メーター
止水栓

止水栓

継手

サドル付分水栓

水道取出し管 上水道本管

公道官民境界

ふく しゃ
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株式会社 ニッショー
名古屋市北区城見通２丁目１０-１　TEL：０５２-９１２-１００１

当社は、賃貸住宅仲介の専門会社として1972年に創業
し、以来、愛知・岐阜・三重県下での拠点展開と、時代のニー
ズに対応する業務の拡充を積極的に行ってまいりました。
お陰様で支店・営業所数は現在計101拠点、管理をお任

せ頂いております賃貸住宅戸数は83,000戸となり、また、ニッ
ショーグループでは、賃貸仲介・管理の他、一括借上、建物メ
ンテナンス業務全般、不動産売買仲介業務、損害保険代理
業務、広告代理業務など、不動産に関する総合サービスを提
供致しております。これからも「お客さま第一主義」をモットー
に皆様の豊かな住生活に寄与できるよう努めてまいります。

加治佐 健二
1973年１０月

代表者名
設立年月

９０百万円
６９９人

資 本 金
従業員数

賃貸不動産仲介・管理業業務内容：
：

：

加治佐 弘
取締役関連事業部
兼経理担当
取締役部長
1975年１０月１５日
愛知県
ゴルフ

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）

：
：

新規入会企業のご紹介中京21世紀クラブ

三鷹製版 株式会社
愛知県豊川市二見町８３番地　TEL：０５３３-８５-４３５１

　当社は、産業用ネームプレート製造を専門とするものづくり
企業です。
　機能性樹脂フィルム、アルミ等金属の印刷加工、機械の
周辺に使用するネームプレート全般を製造しています。試
作・小ロット～中規模量産に特化した設備を持ち合わせて
いるため、安定したコスト・納期・品質の確保が可能であり、
お客さまのスムーズな製品開発に貢献いたします。３月で創
業６０周年を迎えた当社ですが、より一層の努力をして参る
所存です。
　どうぞ宜しくお願い申し上げます。

鷹巣 竜大
1955年4月

代表者名
設立年月

１２百万円
２７人

資 本 金
従業員数

金属・樹脂フィルム等の
印刷加工業（産業向けネームプレート）

業務内容：
：

：

鷹巣 太地
代表取締役副社長
1980年４月１２日
愛知県
映画・クラシック鑑賞
中華圏ドラマ・音楽等
視聴

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

：
：
：
：
：

会社紹介

（豊橋支店お取引先）

：
：

開催日時

開催場所

参加者数

内容

2014年1月22日（水） 13：30～17：00

愛知県産業労働センター ウインクあいち

83名

新規事業支援・助成金活用セミナー開催報告

　国や地方公共団体が実施する中小企業施策や補助金・助成金などの情報提供により、新たな
事業展開や経営体質の改善にご活用いただけるよう、独立行政法人中小企業基盤整備機構中部
本部との共催により、「新規事業支援・助成金活用セミナー」を開催いたしました。

【第一部】・「中小企業の新事業支援 ～新たな事業展開を応援します～」
　　　　・「３事業(新連携・地域資源活用・農商工連携)の認定事例」
　　　　・専用融資商品「補助金ジョイント融資・３事業応援マル保ローン」
【第二部】「技術系助成金獲得のノウハウを学ぼう」

中京銀行からの情報発信

開催日時

開催場所

参加企業数

内容

2014年2月19日（水） 9：20～17：50

インテックス大阪

当行からの参加企業　26社（商談件数116件）

第11回Business Link商賣繁盛 at INTEX OSAKA開催報告

　2014年2月19日に、三菱UFJフィナンシャル・グループの商談会｢第11回Business Link商賣繁盛
at INTEX OSAKA｣に主催参加いたしました。

第11回目となる本商談会は｢世界に響く技術と創造力の共鳴｣をスローガンとし、それに
擁するテーマを「グローバル」「成長戦略」としました。
約3,200社の企業が参加し、ブース出展による自社製品のPRや、事前にセッティングさ
れた商談を実施するなど、活発な企業間の交流が行われました。
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株式会社 ニッショー
名古屋市北区城見通２丁目１０-１　TEL：０５２-９１２-１００１

当社は、賃貸住宅仲介の専門会社として1972年に創業
し、以来、愛知・岐阜・三重県下での拠点展開と、時代のニー
ズに対応する業務の拡充を積極的に行ってまいりました。
お陰様で支店・営業所数は現在計101拠点、管理をお任

せ頂いております賃貸住宅戸数は83,000戸となり、また、ニッ
ショーグループでは、賃貸仲介・管理の他、一括借上、建物メ
ンテナンス業務全般、不動産売買仲介業務、損害保険代理
業務、広告代理業務など、不動産に関する総合サービスを提
供致しております。これからも「お客さま第一主義」をモットー
に皆様の豊かな住生活に寄与できるよう努めてまいります。

加治佐 健二
1973年１０月

代表者名
設立年月

９０百万円
６９９人

資 本 金
従業員数

賃貸不動産仲介・管理業業務内容：
：

：

加治佐 弘
取締役関連事業部
兼経理担当
取締役部長
1975年１０月１５日
愛知県
ゴルフ

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）

：
：

新規入会企業のご紹介中京21世紀クラブ

三鷹製版 株式会社
愛知県豊川市二見町８３番地　TEL：０５３３-８５-４３５１

　当社は、産業用ネームプレート製造を専門とするものづくり
企業です。
　機能性樹脂フィルム、アルミ等金属の印刷加工、機械の
周辺に使用するネームプレート全般を製造しています。試
作・小ロット～中規模量産に特化した設備を持ち合わせて
いるため、安定したコスト・納期・品質の確保が可能であり、
お客さまのスムーズな製品開発に貢献いたします。３月で創
業６０周年を迎えた当社ですが、より一層の努力をして参る
所存です。
　どうぞ宜しくお願い申し上げます。

鷹巣 竜大
1955年4月

代表者名
設立年月

１２百万円
２７人

資 本 金
従業員数

金属・樹脂フィルム等の
印刷加工業（産業向けネームプレート）

業務内容：
：

：

鷹巣 太地
代表取締役副社長
1980年４月１２日
愛知県
映画・クラシック鑑賞
中華圏ドラマ・音楽等
視聴

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

：
：
：
：
：

会社紹介

（豊橋支店お取引先）

：
：

開催日時

開催場所

参加者数

内容

2014年1月22日（水） 13：30～17：00

愛知県産業労働センター ウインクあいち

83名

新規事業支援・助成金活用セミナー開催報告

　国や地方公共団体が実施する中小企業施策や補助金・助成金などの情報提供により、新たな
事業展開や経営体質の改善にご活用いただけるよう、独立行政法人中小企業基盤整備機構中部
本部との共催により、「新規事業支援・助成金活用セミナー」を開催いたしました。

【第一部】・「中小企業の新事業支援 ～新たな事業展開を応援します～」
　　　　・「３事業(新連携・地域資源活用・農商工連携)の認定事例」
　　　　・専用融資商品「補助金ジョイント融資・３事業応援マル保ローン」
【第二部】「技術系助成金獲得のノウハウを学ぼう」

中京銀行からの情報発信

開催日時

開催場所

参加企業数

内容

2014年2月19日（水） 9：20～17：50

インテックス大阪

当行からの参加企業　26社（商談件数116件）

第11回Business Link商賣繁盛 at INTEX OSAKA開催報告

　2014年2月19日に、三菱UFJフィナンシャル・グループの商談会｢第11回Business Link商賣繁盛
at INTEX OSAKA｣に主催参加いたしました。

第11回目となる本商談会は｢世界に響く技術と創造力の共鳴｣をスローガンとし、それに
擁するテーマを「グローバル」「成長戦略」としました。
約3,200社の企業が参加し、ブース出展による自社製品のPRや、事前にセッティングさ
れた商談を実施するなど、活発な企業間の交流が行われました。
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東海エコノミック・レポート
 ●名古屋市内の百貨店動向
 ●旬 まる分かり！ ＮＥＷＳ
 ●グラフで見る東海経済（２０１4年3月）
 ●東南アジア情報
 ●コンサルティング情報

税制トピック
 2014年度税制改正の概要（その2）

経営アドバイス
 ハラル（Halal）について

お客さまからのメッセージ
 果研デベロップメント株式会社

ビジネスマッチング情報
 サーマエンジニアリング株式会社
 前田バルブ工業株式会社

中京２１世紀クラブ新規入会企業のご紹介
 株式会社 ニッショー
 三鷹製版 株式会社

中京銀行からの情報発信

7

11

13

15

17

18

1

2014

N
EW

S LETTER /Vol.48
◆
発
行
日
／
2014年

4月

春号

ページ 20 (20)

ページ 20 (20)


