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いち
ばんに相談したい銀行

　コータくんとエールちゃんは、2015年5月に誕生した当行のイメージキャラク
ターです。「地域の皆さまの様々なご要望に真摯に耳を傾ける銀行であり続けた
い」そんな思いを二人のキャラクターに込められています。
【コータくん】
　真っ直ぐな性格で人のために一生懸命。
　行員のポケットにコータくんが隠れているかもしれません。
【エールちゃん】
　ポンポンを手に人のために応援することが大好き。
　窓口のおねえさんの隣がお気に入りの場所です。

いち
ばんに相談したい銀行

コータくん エールちゃん

キャラクターについて



ている。3ヶ月前と比較しての景気の現状を聞かれ、

この種の調査の常として「変わらない」と答えた人が大半を

占めるが、「良くなっている、やや良くなっている」と答えた

人の数が、「悪くなっている、やや悪くなっている」と答えた

人の数を上回る状態が続いている。景気が「（やや）良く

なっている」と答えた人のコメントを見ると、家計動向

関連では小売りを中心に単価の上昇を指摘する声が多い。

消費の二極化の進展ともとれる回答であるが、百貨店

などを中心に高額品の売上げが伸びてきており、その

ことがウォッチャーの景気の見方を前向きにしている。

価格の上昇に販売量の増加が伴っているとのコメント

もある。一方、企業動向関連では、やや慎重な見方が

散見される。特に中小企業の関係者を中心に、円安に

対するプラスの評価が後退している様子がうかがわれる。

輸出関連の製造業の比重が高い東海地区においては、

円安は景気への好材料であるはずだが、なかなかその

恩恵は中小企業までは回ってこないとの声がある。

5月調査のウォッチャーのコメントの数は、東海地区だけ

で365件と多岐にわたり、なかなか読みごたえがある。

ちなみに三菱UFJリサーチ＆コンサルティングでは、毎月、

景気ウォッチャー調査が公表される日に、東海地区の

結果についての解説レポートを発刊し、ホームページに

掲載している。南関東、近畿といった他地域との比較に

加え、ウォッチャーのコメントをどう解釈するかについても

触れているので、こちらも参考にしていただければ幸いだ。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

調査部 主任研究員 塚田 裕昭）

東海エコノミック・レポート
まる分かり！NEWS旬

インバウンドという

言葉を良く耳にする

ようになった。この

勢いで行けば今年の

流行語大賞の有力

候補になるかもしれ

ない。

カタカナ言葉を使う

ので分かりにくいが、

インバウンドとは海外からビジネスや観光を目的に

日本を訪れる外国人旅行客のことだ。日本を訪れた

外国人は、宿泊、飲食、買い物などにお金を使う

が、これをインバウンド消費と呼ぶ。

このインバウンド消費が、元気のない日本経済を

活性化する起爆剤になるのではないか、という期待

が広がっている。「中国人観光客の爆買い」といった

見出しが新聞に躍るように、外国人に人気の

観光地や、一部の百貨店、大型家電販売店、ホテル

などでは、インバウンド消費がかなりのプラス効果を

もたらしているのは間違いない。

もっとも、インバウンド消費の盛り上がりにはかなり

偏りがみられる。東京や大阪のように外国人観光客

の増加でホテル料金も上がっている地域に比べる

と、東海地区の盛り上がりはいま一つのようだ。

当社が行った試算では、2014年のインバウンド

消費は全国で1.7兆円に達しているが、このうち

東京都が7,537億円と全体の4割強、第2位の大阪

府が2,085億円と全体の1割強を占めているのに

対し、愛知県は691億円で第6位にとどまっている。

ものづくりで全国を引っ張っている東海地区では

あるが、インバウンド消費での存在感は残念ながら

あまり大きくない。

ところで、インバウンド消費と呼ばれているが、これ

は消費ではなく輸出なのだ。日本人がホテルを

利用しお店で買い物をすれば消費であるが、

外国人が同じことをすれば、サービスの輸出として

カウントされる。つまりインバウンド消費が増えるという

ことは、新しい輸出産業が育つということを意味する。

となると、東海地区はものづくりでは一番だが、

インバウンド消費はちょっとということではさみしい。

東海地区のインバウンド消費はこれから伸びる

潜在力が大きいはずだ。名古屋は大都市であり、

買い物需要に十分対応できる。中部国際空港

セントレアもあり、海外から直接訪れることができる。

何よりもさまざまな観光資源に恵まれており、

それらが昇龍道を形成している。あとはこの地の

魅力を広く知ってもらい、実際に訪れる人に満足して

帰ってもらうことが重要だ。

そこに2016年の伊勢志摩サミット開催が決まった。

各国首脳がセントレアを使って日本にやってくる。

報道陣もたくさん訪れ、今まであまり知られていな

かった伊勢志摩の魅力が世界に発信される。龍の

尾を起点に昇龍道をたどる観光資源を世界に

知ってもらえる。このチャンスをうまく生かせば、もの

づくりという成長の大黒柱に、インバウンド消費と

いう新しい若木が加わってくることになるだろう。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社

　　　　  　　調査部長 鈴木 明彦）

インバウンド消費と伊勢志摩サミット

東海経済まちかどウォッチ

このところの東海経済

の調子はどうなのか。経済

の動向をマクロでとらえる

場合、さまざまな経済統計

を丹念に見ることが必要

となるが、統計の数字に

あらわれた結果だけを見

ていても、具体的な実感、

景気の温度感はつかみ

にくい。景気の温度感を把握するには、種々の経済

活動の実地見聞が必要となるが、たいていの場合、身の

回りの状況を観察して見聞きしたことから判断するに

留まってしまう。本当は、身の回りの事例に限らず、もっと

幅広く観察したいが、なかなか難しいのが現実だ。

そのようなジレンマを幾分か解消できる有力な経済

調査に、毎月、内閣府が公表している「景気ウォッチャー

調査」がある。この調査は、百貨店の販売担当や

タクシーの運転手、企業の営業担当など、地域の景気

に関連の深い動きを観察できる立場にある人 （々景気

ウォッチャー）に景気の現状と先行きの方向性と、その

判断の理由を答えてもらうサーベイ調査だ。

回答結果の集計値のみならず、判断理由のコメントが

原則すべて公開されているので、ウォッチャーがどのよう

な事象を見て、景気についてどう判断したかを具体的に

知ることができる。このウォッチャー・コメント集を見れば、

多様な業種の人々にインタビューにいくのと同じとまでは

言わないが、それに近い成果を得ることが可能だ。南関東、

東海、近畿といったブロック毎の結果も公表されるので、

東海経済の動向を具体的に知る上では、大変有用な

調査と言える。

「景気ウォッチャー調査（5月調査）」によると、東海の

ウォッチャーによる東海経済の現状に対する見方は

改善を続けており、現状判断DIは、6ヶ月連続で上昇し

主任研究員 塚田 裕昭

調査部長 鈴木 明彦
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東海エコノミック・レポート

東海経済は、持ち直しの動きが一服している。
生産は、2014年6月を底に緩やかに持ち直してき
たが、足下で持ち直しが一服している。輸出は、
4月の実質輸出が2ヶ月ぶりに減少したが、ならして
みると横ばい圏で推移している。雇用は、失業率
が低下、就業者数が増加するなど持ち直しの動
きがみられるが、常用雇用指数は全国に比べて
弱い動きが続いている。有効求人倍率は高水準
ながら横ばいとなっている。個人消費は、賃金面
からの下支え効果もあって横ばい圏で推移して
いる。設備投資は、大企業において製造業、
非製造業ともに増加している。住宅着工は持ち
直しの動きがみられ、公共投資は横ばい圏で推移

している。先行きについては、生産は、主力の
自動車が横ばい圏で推移する中、電子部品・
デバイスなどで在庫が高水準となっており、生産を
下押しする可能性があるが、全体としては、横ばい
圏での推移が見込まれる。輸出は、海外景気の
回復が緩やかな中、横ばい圏での推移が見込ま
れる。消費は、所得環境が持ち直している中で、
緩やかに持ち直すと見込まれるが、物価上昇が
消費の頭をおさえる可能性がある。公共投資は
横ばい圏の推移が続き、設備投資は増加が続く
と見込まれる。東海経済は、横ばい圏での推移
が続くと見込まれる。

4月の東海3県の鉱工業生産指数は、前月比
＋1.8％の増加となった。東海3県の生産は、2014
年6月を底に緩やかに持ち直していたが、足下で
持ち直しが一服している。今後の東海地区の生
産は、電子部品・デバイスの在庫が依然として高
水準で推移しており、弱含む可能性があるが、
一方、主力の輸送機械は横ばい圏での推移が
続き、鉱工業生産全体では横ばい圏での推移
が見込まれる。

グラフで見る東海経済（2015年6月）

○生産　～持ち直しが一服している

2015年1～3月期の東海4県の大企業の設備
投資（ソフトウェアを含む）は、前年比＋19.8％と
大幅に増加となり、2014年10～12月期の同
＋0.6％から伸び率が急拡大した。製造業は同
＋19.1％と2四半期連続で大幅な増加、非製造業は
同＋20.5％と5四半期ぶりに大幅な増加に転じた。
2014年度通期では、全産業が同＋6.5％、製造業同
＋13.8％、非製造業同－2.3％となった。

○設備投資　～増加している

今月の景気判断

Date　　　・　　　　・

No

・景気全般 東海3県の景気動向指数・CI一致指数（3月）は、愛知、岐阜、三重のいずれも低下した。
また、生産は4月に前月比で増加となったが、このところ持ち直しが一服している。

・設備投資 財務省「法人企業統計季報」によると、2015年1～3月期の東海4県の大企業の
設備投資（ソフトウェアを含む）は、前年比＋19.8％と大幅に増加した。

・輸 出 入  4月の実質輸出（季調済）は、前月比－8.3％と2ヶ月ぶりに減少した。
一方、実質輸入（季調済）は、前月比＋9.1％と2ヶ月ぶりに増加した。

・物 　 価  4月の東海4県の消費者物価は、生鮮食品を除く総合で前年比＋0.5％と23ヶ月連続の増加、
食料・エネルギーを除く総合は同＋0.5％と21ヶ月連続の増加となった。

今月のポイント

・世界景気　米中および新興国景気の先行き、米欧の金融政策、国際情勢に伴う原油・為替への影響
・企業活動　足下で一服してきた生産の動向、高水準となった在庫の動き、新興国向け輸出動向
・政　　策　安倍政権の経済政策・財政再建の行方、伊勢志摩サミット開催の影響
・家　　計　為替と原油価格の先行きと消費者物価に与える影響。実質賃金と消費の動向
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】

当面の注目材料

今月の景気予報

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。
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（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。
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（注）東海4県＝愛知､岐阜､三重､静岡。
（出所）財務省「法人企業統計調査」､東海財務局「四半期別法人企業統計調査」
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東海エコノミック・レポート

東海経済は、持ち直しの動きが一服している。
生産は、2014年6月を底に緩やかに持ち直してき
たが、足下で持ち直しが一服している。輸出は、
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一方、実質輸入（季調済）は、前月比＋9.1％と2ヶ月ぶりに増加した。

・物 　 価  4月の東海4県の消費者物価は、生鮮食品を除く総合で前年比＋0.5％と23ヶ月連続の増加、
食料・エネルギーを除く総合は同＋0.5％と21ヶ月連続の増加となった。

今月のポイント

・世界景気　米中および新興国景気の先行き、米欧の金融政策、国際情勢に伴う原油・為替への影響
・企業活動　足下で一服してきた生産の動向、高水準となった在庫の動き、新興国向け輸出動向
・政　　策　安倍政権の経済政策・財政再建の行方、伊勢志摩サミット開催の影響
・家　　計　為替と原油価格の先行きと消費者物価に与える影響。実質賃金と消費の動向
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 
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（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。
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（出所）財務省「法人企業統計調査」､東海財務局「四半期別法人企業統計調査」
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税制トピック
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）2015年度税制改正の概要（その2）

　デフレ脱却と財政再建を目指す安倍政権は、マネタリー・ベースの拡大による株式や土地などの資産価額の
引き上げをバックアップするNISAの拡充、地方再生のためのふるさと納税の利便化とともに、財政再建の
財源を確保するための出国時課税など個人所得課税について2015年度改正を行ったので、そのポイントを
解説します。

～成長と財源確保を狙う個人所得課税の改正ポイント（その2）～

　株価の上昇をバックアップするために、NISA（少額上場株式等の配当所得および譲渡所得の非課税措置）について、

次の通り拡充・新設されました。

（1）現行のNISA（成年者用）の投資上限額が引き上げられた

　20歳以上の成年者について、2014年分からNISAが適用されていますが、2016年分から年間投資上限額が
現行の100万円から120万円に引き上げられ、5年間の最大非課税投資額は、現行の500万円から600万円に
引き上げられました。

（2）ジュニアNISAが創設されました

　20歳未満の未成年者を対象に、従来からあるNISA（成年者用）と同様の仕組みで、年間投資上限額を80万円
（5年間で最大非課税投資額400万円）の非課税口座を開設し、その口座で管理されている上場株式等に係る
配当所得および譲渡所得については、非課税とする措置が次のとおり創設されました。

　このジュニアNISAは、2016年1月1日以後に未成年者口座の開設の申し込みがされ、同年4月1日からその未成年者

口座へ受け入れる上場株式等から適用されます。

「NISA」が拡充されるとともに「ジュニアNISA」が創設されたⅠⅠ

　地方の市町村への寄附金に対する寄附先自治体からの豪華なお礼品で話題を集めている「ふるさと納税制度」

は、地方の活性化への貢献が評価され次のように改正されました。

（1）ふるさと納税の特例控除額の上限が引き上げられた

　自治体に対してふるさと納税として寄附をすると寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と個人住民税から

全額控除されます。その控除限度額が、2015年1月1日以後の寄附額から次のとおり約2倍に引き上げられました。

　なお、ふるさと納税を行った本人の給与収入と家族構成による「ふるさと納税の年間上限額」の目安は次の
とおりです。

（2）確定申告不要制度が創設された

　ふるさと納税による税額控除を受けるためには、確定申告を行うことが必要ですが、ふるさと納税先の自治体
が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先に申請することにより確定申告不要で控除を受けることができる
特例制度が、2015年4月1日以後のふるさと納税について創設されました。

ふるさと納税の限度額が引き上げられ、確定申告不要制度が設けられたⅠⅡ

（注1）上表の夫婦とは、ふるさと納税をした人の配偶者に収入がないケースです。
（注2）中学生以下の子供は、控除額に影響がないため計算に入れません。

給与収入

300万円

500万円

700万円

1,000万円

1,500万円

夫婦＋子2人
（大学生・
高校生）

独身または
共働

夫婦または
共働＋子1人
（高校生）

共働＋子1人
（大学生）

夫婦＋子1人
（高校生）

共働＋子2人
（大学生・
高校生）

31千円

67千円

118千円

188千円

394千円

23千円

59千円

108千円

179千円

382千円

19千円

52千円

105千円

176千円

378千円

10千円

42千円

83千円

166千円

366千円

4千円

33千円

75千円

157千円

355千円

15千円

46千円

86千円

170千円

371千円

住民税（特例分）

寄
附
金
額

控
除
額
引
上
げ

所得税

2,000円

住民税（基本分）

（寄附金－2,000円）×（100%－10%－所得税率）
上限：所得割の2割（改正前：1割）

（寄附金－2,000円）×10%
（寄附金－2,000円）×所得税率

（イ）制度を利用可能な者

（ロ）非課税対象

（ハ）年間投資上限額

（ニ）非課税期間

（ホ）最大非課税投資額

（ヘ）投資可能期間

（ト）運用管理

NISA ジュニアNISA

20歳以上（1月1日現在）

最長5年間

上場株式・公募株式投信等の配当、譲渡益

2023年12月末まで

0歳～19歳（1月1日現在）

120万円（現行：100万円） 80万円

600万円（現行：500万円） 400万円

親権者が代理して運用
（18歳まで払出制限）
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（寄附金－2,000円）×所得税率

（イ）制度を利用可能な者

（ロ）非課税対象

（ハ）年間投資上限額

（ニ）非課税期間

（ホ）最大非課税投資額

（ヘ）投資可能期間

（ト）運用管理

NISA ジュニアNISA

20歳以上（1月1日現在）

最長5年間

上場株式・公募株式投信等の配当、譲渡益

2023年12月末まで

0歳～19歳（1月1日現在）

120万円（現行：100万円） 80万円

600万円（現行：500万円） 400万円

親権者が代理して運用
（18歳まで払出制限）
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税制トピック

一つの会社を二人以上の子供に分ける ～ 分割型分割を利用 ～

税理士法人中央総研　代表社員 蒔田知子事業承継ワンポイントコーナー

　「財産が会社に集中しているが、複数の子供達にある程度平等に財産を承継させたい。」あるいは、
「複数の子供が会社に入っているが、性格の違いから協力し合って経営していくのは無理」等の場合に
は、上図のように会社を分け、a社株式を長男に、b社株式を次男に、相続あるいは生前贈与で承継させる
ことが可能になります。
　前号の税務適格の要件を満たす限り、無税で会社を分ける事ができます。なお、この会社分割は、生前
贈与や相続の前に行っておくことが望ましいです。分割直前の分割法人の株主が、承継法人の株式を
同割合で所有（按分型）することになるため、先に長男と次男が分割法人の株主となっていると、長男次男
がそれぞれa社とb社を所有してしまうことになり、後から株式の譲渡を行う等の手当てが必要になって
しまうからです。

お取引先紹介
会 社 名 お取引店 代官町支店株式会社 NSK

　当社は監視カメラを中心としたセキュリティー関連機器を専門に製造販売しているメーカーです。近年、
防犯はもとよりそれ以外の分野においても映像情報の有効性が定着し、監視（映像情報）カメラのニーズ
はますます高まっています。当社は異業種の企業様とタイアップ(共同開発)して皆様方の業態の中で様々
な監視システムをご提案させていただきます。

住所 ： 〒461-0043　愛知県名古屋市東区大幸 1-10-15　　TEL ： 052-726-5296
HPアドレス　http://www.n-sk.jp

　本社にて企画設計し、台湾の自社工場でコストパフォーマンスの高い製品を製造しています。
全国の家電量販店、ホームセンター約2,000店舗に家庭用防犯カメラを販売し、さらに異業種
企業様のOEM生産も行っています。詳しくはホームページをご覧ください。 

異業種企業様タイアップ製品例

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
地域密着型金融推進室　
フリーダイヤル 0120-809-515
受付時間 平日9:00～17:00

連
絡
先

（1）国外転出時に保有する未実現利益が課税対象となった

　海外移住などのために国外転出する者（日本国内に住所がなくなる者）のうち次の①および②の要件を満たす

居住者が、有価証券または未決済のデリバティブ取引等を有する場合には、その国外転出の時に有価証券
の譲渡またはデリバティブ取引の決済をしたものとみなして、譲渡所得等の計算を行う制度が創設され、
2015年7月1日以後の国外転出から適用されることになりました。
① 有価証券および未決済デリバティブ取引の時価の合計額が1億円以上であること
② 国外転出の日前10年以内に、国内の居住期間の合計が5年超である者

（2）含み益課税された税金は納税猶予の適用を受けることができる

　国外転出時に含み益課税された税金は、国外転出の日から5年経過する日まで納税猶予することができます。
さらに、未実現利益であることを考慮し、申請により国外転出の日から10年を経過する日まで納税猶予することが

できる特例も設けられています。

国外転出を行う場合の含み益課税制度が創設されたⅠⅢ

エクステリア関連企業様との
タイアップ製品

町内会様との
タイアップ製品

自治体様との
タイアップ製品

介護関連
企業様との
タイアップ製品

街頭用防犯カメラ

ワイヤレスカメラシステム スマートフォン監視カメラ

不法投棄監視
システム

会社（分割法人）

A事業 B事業

父

a社
A事業

b社
B事業

父

分割
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税制トピック

一つの会社を二人以上の子供に分ける ～ 分割型分割を利用 ～

税理士法人中央総研　代表社員 蒔田知子事業承継ワンポイントコーナー

　「財産が会社に集中しているが、複数の子供達にある程度平等に財産を承継させたい。」あるいは、
「複数の子供が会社に入っているが、性格の違いから協力し合って経営していくのは無理」等の場合に
は、上図のように会社を分け、a社株式を長男に、b社株式を次男に、相続あるいは生前贈与で承継させる
ことが可能になります。
　前号の税務適格の要件を満たす限り、無税で会社を分ける事ができます。なお、この会社分割は、生前
贈与や相続の前に行っておくことが望ましいです。分割直前の分割法人の株主が、承継法人の株式を
同割合で所有（按分型）することになるため、先に長男と次男が分割法人の株主となっていると、長男次男
がそれぞれa社とb社を所有してしまうことになり、後から株式の譲渡を行う等の手当てが必要になって
しまうからです。

お取引先紹介
会 社 名 お取引店 代官町支店株式会社 NSK

　当社は監視カメラを中心としたセキュリティー関連機器を専門に製造販売しているメーカーです。近年、
防犯はもとよりそれ以外の分野においても映像情報の有効性が定着し、監視（映像情報）カメラのニーズ
はますます高まっています。当社は異業種の企業様とタイアップ(共同開発)して皆様方の業態の中で様々
な監視システムをご提案させていただきます。

住所 ： 〒461-0043　愛知県名古屋市東区大幸 1-10-15　　TEL ： 052-726-5296
HPアドレス　http://www.n-sk.jp

　本社にて企画設計し、台湾の自社工場でコストパフォーマンスの高い製品を製造しています。
全国の家電量販店、ホームセンター約2,000店舗に家庭用防犯カメラを販売し、さらに異業種
企業様のOEM生産も行っています。詳しくはホームページをご覧ください。 

異業種企業様タイアップ製品例

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
地域密着型金融推進室　
フリーダイヤル 0120-809-515
受付時間 平日9:00～17:00

連
絡
先

（1）国外転出時に保有する未実現利益が課税対象となった

　海外移住などのために国外転出する者（日本国内に住所がなくなる者）のうち次の①および②の要件を満たす

居住者が、有価証券または未決済のデリバティブ取引等を有する場合には、その国外転出の時に有価証券
の譲渡またはデリバティブ取引の決済をしたものとみなして、譲渡所得等の計算を行う制度が創設され、
2015年7月1日以後の国外転出から適用されることになりました。
① 有価証券および未決済デリバティブ取引の時価の合計額が1億円以上であること
② 国外転出の日前10年以内に、国内の居住期間の合計が5年超である者

（2）含み益課税された税金は納税猶予の適用を受けることができる

　国外転出時に含み益課税された税金は、国外転出の日から5年経過する日まで納税猶予することができます。
さらに、未実現利益であることを考慮し、申請により国外転出の日から10年を経過する日まで納税猶予することが

できる特例も設けられています。

国外転出を行う場合の含み益課税制度が創設されたⅠⅢ

エクステリア関連企業様との
タイアップ製品

町内会様との
タイアップ製品

自治体様との
タイアップ製品

介護関連
企業様との
タイアップ製品

街頭用防犯カメラ

ワイヤレスカメラシステム スマートフォン監視カメラ

不法投棄監視
システム

会社（分割法人）

A事業 B事業

父

a社
A事業

b社
B事業

父

分割
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とれたことは、当社の事業
の拡大に大きく寄与し
ました。それ以降、徐々に
業績も安定してきました。
　しかしそれも長くは続
かず、数年後には弁当屋
の新規出店が一服し、
売上が減少してきまし
た。売上を増やすために
ハンバーガー、串焼き、

うどん屋等の様 な々新しい事業を試みましたが、なかなか
うまくいきませんでした。
　そこで世の中と逆のことをしよう！自分の行きたい店を
やってみよう！と考えたわけです。
　仕事で嫌なことがあって、まっすぐ家に帰りたくない
とき、家の近くにちょっと一杯寄っていける店があったら
いいな、財布にも優しい2,000円～3,000円くらいの
料金設定がいいな、というのが当時の私の心境でした。
　「や台やグループ」の原点。それは私が「こんな店
あったらええなぁ、・・・おぅ、ここや、ここ！」と、思える店を
実際につくって
みようと思ったと
きの、その気持
ちが原点です。
　お店の名前
については、昔
ながらの庶民的

中京さかえ会 会員 企業

：

：

：

：

お客さまからのメッセージ

株式会社 ヨシックス（大曽根支店お取引先）

代表取締役社長　吉岡 昌成

愛知県名古屋市東区徳川町502番地

1985年4月

飲食店

http://yossix.co.jp/

本　社

設　立

業　種

Ｈ　 Ｐ

　

　当社の企業理念は「赤ちゃんからおじいちゃん、
おばあちゃんまで楽しくすごせる心・食・居を演出する」です。
　すべての人にとって、「心温まる」存在感を持ち、
「元気」をお持ち帰りいただき、「居心地」の良さを提供、
創造できる企業であり続けます。

　「や台やグループ」の基本理念は「元気を持って帰って
もらう店なんやで」です。
　飲食事業を通じて、社会における存在意義を常に考え
ています。もしも、「や台やグループ」が消えたら「お客さま
の心の灯りがひとつ消える」くらいの大きな存在でいた
い。そのためには、ご来店されたお客さまがご飲食を
されて、おしゃべりを楽しまれて、「あぁ、おなかいっぱい」
といいながら、お客さまが疲れを癒し「明日への活力」
を感じてくれるような、そんな不思議な力を、「や台や
グルー プ」は、お客さまに差しあげたいと考えています。

　ロゴマークの赤い丸は太陽（未来）を示していて、そこ
に向かってみんなで和（円）を持って、ひとつひとつの
階段（円の左上の階段）を登ってい
こうや！という意味が込められて
います。
　その階段は果てしなく遠い道の
りですが、社員一丸となって登って
いきたいと思います。

　当社は、1985年の会社設立以来、時代のニーズに
応えながら「や台や」「や台ずし」「二パチ」などの様々
な飲食事業を関東、中部、関西、九州の大都市圏を中心
に、約170店舗を展開しています。
　店舗展開においては、店舗運営事業とは別に独自で
建築事業部を持っているため、独自設計により、
ローコストで利益率の高い店を増やし続けることが可能です。
　また、当社は2014年12月24日に東京証券取引所
JASDAQ市場および名古屋証券取引所第二部へ上場
いたしました。上場後も、当社の社是である「〝あたりまえ
や 〟を当り前に」のもと、元気な声だし、清潔感、笑顔の
接客を当り前に実践し、元気を持って帰っていただく
店づくりに尽力することで、社会に貢献できる企業を
目指し取り組んでいます。

　創業は株式会社 ヨシオカ建装という建築屋から始まり
ました。店舗のコンサル事業を行い、店舗や厨房の設計
から調理機器等の準備まで、店舗オープンに関する
提案をパッケージ化したことが当社の強みとなり、受注が
増えていきました。
　その中でも弁当屋や居酒屋のチェーン展開の受注が

で、開放的なお店をつくりたかったことや、私が時代劇
を好きなことから、「や台や」という名前にしました。
　当時はダイニング形式の店舗が流行っており、格好
良い内装のお店を構え、お洒落な器で料理をお出し
していました。
　開店当初は流行るのですが、徐々に売上が減って
いきました。外観に拘ってはいましたが、料理はメーカー
から仕入れており、オリジナルではなかったのです。これ
ではお客さまに何度も足を運んでいただけないと思い、
料理を手作りに切り替えました。
　そして1998年8月に、現在の「や台やグループ」の礎と
なる「や台や押切町」が、名古屋市西区に1号店として
オープンしました。押切町の1号店は大繁盛でした。1号店
のために、車をとめるポールがわざわざ設置されるほどの
大盛況でした。今でもそのポールは残っているんですよ。

　「や台や」の出店拡大に伴い、売上が増えていきました
が、チェーン展開に伴い、人材の確保と教育に苦労しま
した。
　従来は社長である私が従業員の給与を稼いでいると
いう考え方でした。ところがある日、たまたま家内がつぶ
やいた1ヶ月当たりの従業員の給与の支払額を聞いて、
考え方が大きく変わりました。会社の規模が大きくなるに
つれて、いつの間にか従業員へ支払う給与の額が私の
予想以上に膨らんでいたのです。このままではいけな
い、従業員に稼いでもらわないと会社が存続しない、と
気付くことができました。そこで、優秀な人材を集め、しっ
かりとした教育・研修を行う必要性があると考えました。
考えに考え抜いた結果、強固な企業体質を作るため
に、上場という選択をしました。
　上場企業であれば、優秀な人材を集められる機会が
より多くなるという思いがあります。

貴社のご紹介をお願いします。

会社のロゴマークに
深い意味があるそうですね。

社長が大切にしていることを
教えてください。

創業時から現在に至るまで、
苦労されたことをお聞かせください。

本社 外観 店内風景

や台ずし 外観

二パチ 外観

NEWS LETTER vol.5309



とれたことは、当社の事業
の拡大に大きく寄与し
ました。それ以降、徐々に
業績も安定してきました。
　しかしそれも長くは続
かず、数年後には弁当屋
の新規出店が一服し、
売上が減少してきまし
た。売上を増やすために
ハンバーガー、串焼き、

うどん屋等の様 な々新しい事業を試みましたが、なかなか
うまくいきませんでした。
　そこで世の中と逆のことをしよう！自分の行きたい店を
やってみよう！と考えたわけです。
　仕事で嫌なことがあって、まっすぐ家に帰りたくない
とき、家の近くにちょっと一杯寄っていける店があったら
いいな、財布にも優しい2,000円～3,000円くらいの
料金設定がいいな、というのが当時の私の心境でした。
　「や台やグループ」の原点。それは私が「こんな店
あったらええなぁ、・・・おぅ、ここや、ここ！」と、思える店を
実際につくって
みようと思ったと
きの、その気持
ちが原点です。
　お店の名前
については、昔
ながらの庶民的

中京さかえ会 会員 企業

：

：

：

：

お客さまからのメッセージ

株式会社 ヨシックス（大曽根支店お取引先）

代表取締役社長　吉岡 昌成

愛知県名古屋市東区徳川町502番地

1985年4月

飲食店

http://yossix.co.jp/

本　社

設　立

業　種

Ｈ　 Ｐ

　

　当社の企業理念は「赤ちゃんからおじいちゃん、
おばあちゃんまで楽しくすごせる心・食・居を演出する」です。
　すべての人にとって、「心温まる」存在感を持ち、
「元気」をお持ち帰りいただき、「居心地」の良さを提供、
創造できる企業であり続けます。

　「や台やグループ」の基本理念は「元気を持って帰って
もらう店なんやで」です。
　飲食事業を通じて、社会における存在意義を常に考え
ています。もしも、「や台やグループ」が消えたら「お客さま
の心の灯りがひとつ消える」くらいの大きな存在でいた
い。そのためには、ご来店されたお客さまがご飲食を
されて、おしゃべりを楽しまれて、「あぁ、おなかいっぱい」
といいながら、お客さまが疲れを癒し「明日への活力」
を感じてくれるような、そんな不思議な力を、「や台や
グルー プ」は、お客さまに差しあげたいと考えています。

　ロゴマークの赤い丸は太陽（未来）を示していて、そこ
に向かってみんなで和（円）を持って、ひとつひとつの
階段（円の左上の階段）を登ってい
こうや！という意味が込められて
います。
　その階段は果てしなく遠い道の
りですが、社員一丸となって登って
いきたいと思います。

　当社は、1985年の会社設立以来、時代のニーズに
応えながら「や台や」「や台ずし」「二パチ」などの様々
な飲食事業を関東、中部、関西、九州の大都市圏を中心
に、約170店舗を展開しています。
　店舗展開においては、店舗運営事業とは別に独自で
建築事業部を持っているため、独自設計により、
ローコストで利益率の高い店を増やし続けることが可能です。
　また、当社は2014年12月24日に東京証券取引所
JASDAQ市場および名古屋証券取引所第二部へ上場
いたしました。上場後も、当社の社是である「〝あたりまえ
や 〟を当り前に」のもと、元気な声だし、清潔感、笑顔の
接客を当り前に実践し、元気を持って帰っていただく
店づくりに尽力することで、社会に貢献できる企業を
目指し取り組んでいます。

　創業は株式会社 ヨシオカ建装という建築屋から始まり
ました。店舗のコンサル事業を行い、店舗や厨房の設計
から調理機器等の準備まで、店舗オープンに関する
提案をパッケージ化したことが当社の強みとなり、受注が
増えていきました。
　その中でも弁当屋や居酒屋のチェーン展開の受注が

で、開放的なお店をつくりたかったことや、私が時代劇
を好きなことから、「や台や」という名前にしました。
　当時はダイニング形式の店舗が流行っており、格好
良い内装のお店を構え、お洒落な器で料理をお出し
していました。
　開店当初は流行るのですが、徐々に売上が減って
いきました。外観に拘ってはいましたが、料理はメーカー
から仕入れており、オリジナルではなかったのです。これ
ではお客さまに何度も足を運んでいただけないと思い、
料理を手作りに切り替えました。
　そして1998年8月に、現在の「や台やグループ」の礎と
なる「や台や押切町」が、名古屋市西区に1号店として
オープンしました。押切町の1号店は大繁盛でした。1号店
のために、車をとめるポールがわざわざ設置されるほどの
大盛況でした。今でもそのポールは残っているんですよ。

　「や台や」の出店拡大に伴い、売上が増えていきました
が、チェーン展開に伴い、人材の確保と教育に苦労しま
した。
　従来は社長である私が従業員の給与を稼いでいると
いう考え方でした。ところがある日、たまたま家内がつぶ
やいた1ヶ月当たりの従業員の給与の支払額を聞いて、
考え方が大きく変わりました。会社の規模が大きくなるに
つれて、いつの間にか従業員へ支払う給与の額が私の
予想以上に膨らんでいたのです。このままではいけな
い、従業員に稼いでもらわないと会社が存続しない、と
気付くことができました。そこで、優秀な人材を集め、しっ
かりとした教育・研修を行う必要性があると考えました。
考えに考え抜いた結果、強固な企業体質を作るため
に、上場という選択をしました。
　上場企業であれば、優秀な人材を集められる機会が
より多くなるという思いがあります。

貴社のご紹介をお願いします。

会社のロゴマークに
深い意味があるそうですね。

社長が大切にしていることを
教えてください。

創業時から現在に至るまで、
苦労されたことをお聞かせください。

本社 外観 店内風景

や台ずし 外観

二パチ 外観
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いち
ばんに相談したい銀行

　コータくんとエールちゃんは、2015年5月に誕生した当行のイメージキャラク
ターです。「地域の皆さまの様々なご要望に真摯に耳を傾ける銀行であり続けた
い」そんな思いを二人のキャラクターに込められています。
【コータくん】
　真っ直ぐな性格で人のために一生懸命。
　行員のポケットにコータくんが隠れているかもしれません。
【エールちゃん】
　ポンポンを手に人のために応援することが大好き。
　窓口のおねえさんの隣がお気に入りの場所です。

いち
ばんに相談したい銀行

コータくん エールちゃん

キャラクターについて


