
C
NL
CHUKYO

NEWS
LETTER

2015

54
秋号

Contents
■東海エコノミック・レポート……………1
　・プリウスは東海経済を再浮上させるか ?
　・旬まる分かり！NEWS
　・グラフで見る東海経済（2015 年 9月）

■税制トピック……………………………5
 2015 年度税制改正の概要（その 3）

■ビジネスマッチング……………………8
　株式会社 エフテックコーポレーション

■お客さまからのメッセージ……………9
　株式会社 オーカワ

当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、金融商品の売買や投資など何らかの行動を
勧誘するものではありません。ご利用に関しては、すべてお客さま御自身でご判断下さいますよう、宜しく
お願い申し上げます。当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当行はその
正確性を保証するものではありません。また執筆者の見解に基づき作成されたものであり、当行の統一的な
見解ではありません。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。当資料は著作物
であり、著作権法に基づき保護されております。全文または一部を転載する際は出所を明記して下さい。

N
EW
S LETTER /Vol.54

◆
発
行
日
／
2015年

10月

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



を生産しているのは、同社宮城工場であるため、シエンタ

の売れ行き好調は、東海経済の生産を直接的には押し

上げない。

東海地方の生産押し上げに期待されるのは、先日、

アメリカ、ラスベガスでワールドプレミアが行われ話題と

なった新型プリウスの投入だ。言うまでもなくプリウスは

同社を代表する人気車種であり、その生産は、愛知県

豊田市の高岡工場、堤工場で行われる。

トヨタ自動車の発表によると、新型プリウスの燃費は、

1リッター当たり40キロ。ガソリンタンクの容量が現行車種

と同じ45リットルだとすると、1回の給油で、実に1,800キロ

メートルの走行が可能だ。これは、あまり車に乗らない家

庭だと1年に数回給油すればこと足りるというレベルだ

（どうでもいいことだが、我が家なら年に1回給油すれば

ほぼ十分だ）。原油価格の下落により、このところガソリン

価格も下がってきてはいるが、給油の手間がほとんど

いらない車というのは、かなり魅力的なのではないかと思

われる。

経済の先行きを考えると、中国経済の減速、金融市場

の不安定化など、不安材料は目白押しである。人気車種

とはいえ一つの新型車種の投入が地域経済をいっきに

改善させるとまで望むのは行き過ぎかもしれない。しか

し、家計にとって自動車購入はハレの行為であり、気分を

高揚させ、マインドを改善させる面もあるだろう。

今年12月に予定されている新型プリウス発売を契機

に、東海地方の生産動向、ひいては景気全般が再び

上向きとなることが期待される。

（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

中国のGDP、す
なわち経済成長率
への関心が高まっ
ている。中国経済が
高成長を遂げること
は、日本からの輸出
を拡大させ、日本経
済の成長に寄与し
てきた。最近では中
国人観光客が日本

でさまざまなものにお金を使うインバウンド消費の
増加も、日本経済へのプラス要因として期待される
ようになった。
その中国で景気減速懸念が一気に広がった。
中国株が急落したことが世界各国の株価の下落
をもたらし、中国発の世界経済の減速懸念まで出
てきている。否応なしに、中国経済への関心は高ま
ってくるが、今年前半は7％成長を続けたことになっ
ている。
7％前後というのが政府の目標であったから、

まさしく目標どおりであるが、問題はほとんどの人が
その数字を信じていないということだ。たとえば、
日本の鉄鋼メーカの人に伺うと、現地の鉄鋼需要
から考えて7％成長などありえないという答えが返
ってくる。
もっとも、中国のGDPに対する不信感は今に
始まった話ではない。中国は、日本の26倍の国土、
10倍以上の人口を有する国である。GDPを算出
するのもさぞかし大変だと思われるが、当該四半期
の翌月20日ごろには数字が発表される。日本より
1ヶ月近くも早く、おそらく世界中で一番早くGDPが

発表されているのではないか。
だから嘘だと言うつもりはない。しかし、中国の
GDPは日本を含めた他の国のGDPと似て非なるも
のと考えた方が良いだろう。中国は計画経済の
国だ。7％前後という計画を掲げたのであれば、
その計画に沿って経済運営がなされているか否
かを数字で示す必要がある。それが中国のGDP
だ。計画通りであれば7％、超過達成であれば7％
強、下回っていれば7％弱という数字を出して、
計画の達成度合いを示すシグナルとする。
ただ、余程のことがない限り、目標である7％から
大きく外れる数字を出すことはない。計画経済を
否定することになるからだ。公表数字が7％前後なら
ば、実際の成長率は6～8％の間とみておくのが
無難だ。下振れしている可能性が高いのであれば、
5～7％程度ということになろうか。
今、心配されているのは、中国の成長率は4～5％、

もしかするともっと低いのではないかということ
だ。確かに他の経済指標をみるとそれぐらい減速
していてもおかしくない。無理に高い数字を出して
不信感がさらに強まったら困るから、7～9月期の
成長率は6％台後半で発表されるのではないか。
その場合、実際の成長率は4％台まで低下して
いる可能性を想定した方がよい。
中国のGDPは相当に幅を持って見ておかなけ

ればならない。そして、少子高齢化が進む中国で
は潜在的な成長力は長期的に低下するトレンドに
ある。この二つの原則を十分に理解しておけば、
中国の成長率を信用することは可能だ。
（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）

中国のGDPは信用できるか

プリウスは東海経済を再浮上させるか?

東海地方は「ものづく

り」が盛んな地域であり、

「ものづくり」産業の動向

が、東海経済の動向を大

きく左右する。東海経済の

足下の状況をみると、「も

のづくり」を中心とする

地域ゆえ、調子がいまひとつ

となっている。

たとえば、製造業の生産活動を示す「鉱工業生産

指数」の動きをみると、今年に入って以降は弱含み、甘めに

見てもせいぜい横ばい圏で推移している。企業の生産

活動に影響をもたらす輸出の動向をみても、同様の動き

となっている。生産、輸出ともに、足下の動きをみるかぎり、

上向いていると言うのはなかなか苦しい状況だ。

東海地方の生産が横ばいなのは、当地の代表的な

産業である自動車産業の生産が横ばいとなっていること

が効いている。トヨタ自動車の国内生産台数（季節調整

値）の推移をみても、2015年に入って以降、過去に比べ

てもやや低めの水準で概ね横ばい圏で推移してきた。

東海地方の生産が上向きとなるためには、自動車産業

の生産が上向きとなることが不可欠と言えるだろう。

その兆候がないわけではない。中部経済新聞に掲載

されているトヨタ自動車の国内生産計画の数字に当社

で季節調整をかけてみると、今後、国内生産台数は、

やや強含みで推移する見込みだ。同社の自動車販売

動向をみても、今年7月に販売を開始した新型シエンタは

ハイブリッド対応の小型ミニバンということでファミリー層

の人気を集め、売れ行きは好調で、現在注文しても4ヶ月

以上の納車待ち状況のようである。もっとも、新型シエンタ

主任研究員 塚田 裕昭

調査部長 鈴木 明彦
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東海経済は、横ばい圏で推移しているが、

一部に弱い動きがみられる。生産は、2014年

6月を底にした持ち直しが一服し、弱含んでい

る。輸出は、7月の実質輸出が2ヶ月ぶりに減少

し、均してみると弱含んでいる。雇用は、失業

率、就業者数、求人倍率など、総じて横ばい圏

で推移している。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。住宅着工は緩やかに持ち

直しており、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、在庫の減少

が進むにつれて電子部品・デバイスの生産が

下げ止まる一方、主力の自動車が強含みとなる

可能性があり、全体としては横ばい圏での推移

が見込まれる。輸出は、緩やかながらも海外

景気の回復が続き、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。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。

7月の東海3県の鉱工業生産指数は、前月比
－4.3％と2ヶ月ぶりに減少した。東海3県の生産
は、弱含みで推移している。在庫が高水準である
電子部品・デバイスの生産が減少している。今後
は、電子部品・デバイスの生産が在庫の減少が
進むにつれて下げ止まり、主力の輸送機械が
強含みで推移する可能性があることから、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9月）

○生産　～弱含んでいる

　7月の実質輸出（季調済）は、前月比－4.2％と
2ヶ月ぶりに減少した。また、8月の名古屋税関
管内の輸出額（速報）は前年比＋1.9％と3ヶ月連続
で増加した。アジア向けは同－2.2％と3ヶ月ぶりに
減少したが、米国向けは同＋9.9％と12ヶ月連続
で増加し、EU向けは同＋9.7％と3ヶ月連続で
増加した。先行きは、緩やかながらも海外景気の
回復が続き、輸出は横ばい圏での推移が見込
まれる。

○輸出　～輸出は弱含み

今月の景気判断

Date　　　・　　　　・

No

・景気全般 生産、輸出といった主要指標が弱含んでいる。

・生 　 産 7月の東海3県の鉱工業生産指数は、前月比－4.3％と2ヶ月ぶりに減少した。均してみたトレンドも
弱含んでいる。

・住宅投資 7月の東海4県の住宅着工戸数（季調済）は前月比＋3.5％と2ヶ月ぶりに増加し、緩やかに持ち
直している。前年比では＋19.5％（9,453戸）と3ヶ月連続で増加した。

・物 　 価  8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－0.1%と小幅ながら、27ヶ月ぶり
に低下した。

今月のポイント

・世界景気　中国はじめ新興国経済の減速懸念。米国の金融政策と新興国通貨安
・企業活動　減少傾向が続く電子部品・デバイスの生産と在庫調整の行方、主力の自動車生産の動向
・政　　策　安倍政権の経済政策・財政再建の行方、追加金融緩和の可能性、伊勢志摩サミット開催の影響
・家　　計　実質賃金の動向と消費行動への影響
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。

■輸出
（基準時=100）

（年、月次）
（注1）実質輸出＝全国、東海4県ともに基準は2010年。
（注2）中部5県＝愛知､岐阜､三重､静岡､長野。
　　  東海4県＝愛知、岐阜、三重、長野。
（出所）財務省「貿易統計」日本銀行「実質輸出入」
　　   日本銀行名古屋支店「東海3県の金融経済動向」

（前年比、％）
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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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在庫（中部5県）
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東海エコノミック・レポート

東海経済は、横ばい圏で推移しているが、

一部に弱い動きがみられる。生産は、2014年

6月を底にした持ち直しが一服し、弱含んでい

る。輸出は、7月の実質輸出が2ヶ月ぶりに減少

し、均してみると弱含んでいる。雇用は、失業

率、就業者数、求人倍率など、総じて横ばい圏

で推移している。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。住宅着工は緩やかに持ち

直しており、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、在庫の減少

が進むにつれて電子部品・デバイスの生産が

下げ止まる一方、主力の自動車が強含みとなる

可能性があり、全体としては横ばい圏での推移

が見込まれる。輸出は、緩やかながらも海外

景気の回復が続き、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。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。

7月の東海3県の鉱工業生産指数は、前月比
－4.3％と2ヶ月ぶりに減少した。東海3県の生産
は、弱含みで推移している。在庫が高水準である
電子部品・デバイスの生産が減少している。今後
は、電子部品・デバイスの生産が在庫の減少が
進むにつれて下げ止まり、主力の輸送機械が
強含みで推移する可能性があることから、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9月）

○生産　～弱含んでいる

　7月の実質輸出（季調済）は、前月比－4.2％と
2ヶ月ぶりに減少した。また、8月の名古屋税関
管内の輸出額（速報）は前年比＋1.9％と3ヶ月連続
で増加した。アジア向けは同－2.2％と3ヶ月ぶりに
減少したが、米国向けは同＋9.9％と12ヶ月連続
で増加し、EU向けは同＋9.7％と3ヶ月連続で
増加した。先行きは、緩やかながらも海外景気の
回復が続き、輸出は横ばい圏での推移が見込
まれる。

○輸出　～輸出は弱含み

今月の景気判断

Date　　　・　　　　・

No

・景気全般 生産、輸出といった主要指標が弱含んでいる。

・生 　 産 7月の東海3県の鉱工業生産指数は、前月比－4.3％と2ヶ月ぶりに減少した。均してみたトレンドも
弱含んでいる。

・住宅投資 7月の東海4県の住宅着工戸数（季調済）は前月比＋3.5％と2ヶ月ぶりに増加し、緩やかに持ち
直している。前年比では＋19.5％（9,453戸）と3ヶ月連続で増加した。

・物 　 価  8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－0.1%と小幅ながら、27ヶ月ぶり
に低下した。

今月のポイント

・世界景気　中国はじめ新興国経済の減速懸念。米国の金融政策と新興国通貨安
・企業活動　減少傾向が続く電子部品・デバイスの生産と在庫調整の行方、主力の自動車生産の動向
・政　　策　安倍政権の経済政策・財政再建の行方、追加金融緩和の可能性、伊勢志摩サミット開催の影響
・家　　計　実質賃金の動向と消費行動への影響
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。

■輸出
（基準時=100）

（年、月次）
（注1）実質輸出＝全国、東海4県ともに基準は2010年。
（注2）中部5県＝愛知､岐阜､三重､静岡､長野。
　　  東海4県＝愛知、岐阜、三重、長野。
（出所）財務省「貿易統計」日本銀行「実質輸出入」
　　   日本銀行名古屋支店「東海3県の金融経済動向」

（前年比、％）
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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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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3）

　異次元の金融緩和によって株式などの資産価額が上昇し、2012年末から2014年末までの2年間で

個人金融資産は1,555兆円から1,694兆円へと139兆円も増加しました。その大半は高齢者に偏在して

おり、それらの金融資産を若年層へ移転することによって消費の活性化を図るための2015年度改正が

行われましたので、そのポイントを解説します。

～ 高齢者からの資産移転を促進する資産課税の改正ポイント（その3）～

　消費税率が2017年4月から10％に引き上げられる予定であるため、消費税率引き上げ直前の駆け込み需要とその反動

減対策として、直系尊属（父母、祖父母など）からの住宅資金の贈与を受けた場合の特例が次のように改正されました。

（1）非課税限度額（東日本大震災の被災者は上乗せ額がある）

①住宅用家屋の取得対価または費用の額に含まれる消費税率が10％の場合

②住宅用家屋の取得対価または費用の額に含まれる消費税率が10％以外の場合

（2）適用要件

①直系尊属から贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上であること

②贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

消費税引き上げ直前の住宅資金の贈与枠が3,000万円となる!ⅠⅠ

　日本経済の課題は、少子高齢化とともに人口が年々減少していることです。そのため、現行制度においても必要な

都度、生活費や教育費、あるいは、結婚費用や子育て費用などを祖父母または両親が、子や孫を非課税で援助することは

可能でしたが、人口減少対策として20歳以上50歳未満の者の結婚・子育て資金として一括して援助することができる、

次のような「結婚・子育て資金一括贈与」の非課税制度が創設されました。

（1）非課税限度額

（2）適用要件

①直系尊属から贈与を受けた者が、結婚・子育て資金管理契約締結日において20歳以上50歳未満であること

②受贈した資金を資金管理契約に基づき預金等として預け入れること

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度が創設された!ⅠⅡ

　教育資金管理契約締結日において30歳未満の者に対する直系尊属からの教育資金一括贈与に係る1,500万円

（うち学校以外の教育費は500万円）の非課税制度の適用期限が、「2015年12月31日」から「2019年3月31日」に延長される

とともに、教育資金の範囲および提出書類が次のとおり改正されました。

教育資金の一括贈与の非課税制度の適用期限が延長・拡充された!ⅠⅢ

（注）良質な住宅用家屋とは、省エネルギー対策または耐震性を備えた住宅をいう。

住宅用家屋の取得契約の締結期間

2016年10月～2017年9月

2017年10月～2018年9月

2018年10月～2019年6月

良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋

3,000万円

1,500万円

1,200万円

2,500万円

1,000万円

700万円

非課税限度額 資金の使途 適用期間

住宅用家屋の取得契約の締結期間

～2015年12月

2016年 1月～2017年9月

2017年10月～2018年9月

2018年10月～2019年6月

良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋

1,500万円

1,200万円

1,000万円

800万円

1,000万円

700万円

500万円

300万円

子、孫など受贈者1人ごとに
1,000万円（うち使途が結婚関係の
場合は300万円を限度）

不妊治療費・出産費用・産後ケア
費用・子の医療費・子の保育費・
ベビーシッター費、結婚関係費用
（挙式費用・新居の住居費用・
引越費用など）など

2015年4月1日から2019年3月31日
まで（ただし、信託銀行等に拠出さ
れたもの）

改正前

教育資金の範囲

提出書類

改正後

①学校等に対して直接支払われる入学金・
授業料・給食費など
②学校等以外の学習塾・ピアノ教室等に
対して直接支払われる役務提供の対価

教育資金の支払に充てた金銭に係る
領収書

左記の教育資金の範囲に「通学定期券代、
留学渡航費等」が追加された。

少額なもの（1万円以下で、かつ、年中の
支払金額の合計額が24万円以下）は、
領収書に代えて支払先・支払金額の明細書と
することができるように緩和された。
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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3）

　異次元の金融緩和によって株式などの資産価額が上昇し、2012年末から2014年末までの2年間で

個人金融資産は1,555兆円から1,694兆円へと139兆円も増加しました。その大半は高齢者に偏在して

おり、それらの金融資産を若年層へ移転することによって消費の活性化を図るための2015年度改正が

行われましたので、そのポイントを解説します。

～ 高齢者からの資産移転を促進する資産課税の改正ポイント（その3）～

　消費税率が2017年4月から10％に引き上げられる予定であるため、消費税率引き上げ直前の駆け込み需要とその反動

減対策として、直系尊属（父母、祖父母など）からの住宅資金の贈与を受けた場合の特例が次のように改正されました。

（1）非課税限度額（東日本大震災の被災者は上乗せ額がある）

①住宅用家屋の取得対価または費用の額に含まれる消費税率が10％の場合

②住宅用家屋の取得対価または費用の額に含まれる消費税率が10％以外の場合

（2）適用要件

①直系尊属から贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上であること

②贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること

消費税引き上げ直前の住宅資金の贈与枠が3,000万円となる!ⅠⅠ

　日本経済の課題は、少子高齢化とともに人口が年々減少していることです。そのため、現行制度においても必要な

都度、生活費や教育費、あるいは、結婚費用や子育て費用などを祖父母または両親が、子や孫を非課税で援助することは

可能でしたが、人口減少対策として20歳以上50歳未満の者の結婚・子育て資金として一括して援助することができる、

次のような「結婚・子育て資金一括贈与」の非課税制度が創設されました。

（1）非課税限度額

（2）適用要件

①直系尊属から贈与を受けた者が、結婚・子育て資金管理契約締結日において20歳以上50歳未満であること

②受贈した資金を資金管理契約に基づき預金等として預け入れること

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度が創設された!ⅠⅡ

　教育資金管理契約締結日において30歳未満の者に対する直系尊属からの教育資金一括贈与に係る1,500万円

（うち学校以外の教育費は500万円）の非課税制度の適用期限が、「2015年12月31日」から「2019年3月31日」に延長される

とともに、教育資金の範囲および提出書類が次のとおり改正されました。

教育資金の一括贈与の非課税制度の適用期限が延長・拡充された!ⅠⅢ

（注）良質な住宅用家屋とは、省エネルギー対策または耐震性を備えた住宅をいう。

住宅用家屋の取得契約の締結期間

2016年10月～2017年9月

2017年10月～2018年9月

2018年10月～2019年6月

良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋

3,000万円

1,500万円

1,200万円

2,500万円

1,000万円

700万円

非課税限度額 資金の使途 適用期間

住宅用家屋の取得契約の締結期間

～2015年12月

2016年 1月～2017年9月

2017年10月～2018年9月

2018年10月～2019年6月

良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋

1,500万円

1,200万円

1,000万円

800万円

1,000万円

700万円

500万円

300万円

子、孫など受贈者1人ごとに
1,000万円（うち使途が結婚関係の
場合は300万円を限度）

不妊治療費・出産費用・産後ケア
費用・子の医療費・子の保育費・
ベビーシッター費、結婚関係費用
（挙式費用・新居の住居費用・
引越費用など）など

2015年4月1日から2019年3月31日
まで（ただし、信託銀行等に拠出さ
れたもの）

改正前

教育資金の範囲

提出書類

改正後

①学校等に対して直接支払われる入学金・
授業料・給食費など
②学校等以外の学習塾・ピアノ教室等に
対して直接支払われる役務提供の対価

教育資金の支払に充てた金銭に係る
領収書

左記の教育資金の範囲に「通学定期券代、
留学渡航費等」が追加された。

少額なもの（1万円以下で、かつ、年中の
支払金額の合計額が24万円以下）は、
領収書に代えて支払先・支払金額の明細書と
することができるように緩和された。
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税制トピック

結婚子育て資金の贈与

受贈者の要件

贈与者が死亡した
場合の取り扱い

教育資金の贈与

20歳以上50歳未満の者 30歳未満の者

受贈者が50歳に達した時、または受贈者
が死亡した時の残額に対して贈与税が
課税される

受贈者が30歳に達した時、または受贈者
が死亡した時の残額に対して贈与税が
課税される

資金管理契約の終了日前に贈与者が
死亡した場合には、残額を受贈者の
相続財産に含めて相続税が課税される

資金管理契約の終了日前に贈与者が
死亡した場合であっても、教育資金の贈与
の非課税部分は相続財産に含めない

受贈者が一定年齢に
達した時、または
死亡した時の資金の
残額の取り扱い

持株会社に不動産等を移して、株式保有特定会社の縛りを外す ～ 無対価吸収分割を利用 ～

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

　非上場株式の原則的評価額算定方法には、純資産価額方式と類似業種比準価額方式の2種類があり
ます。多くの会社の場合、後者の類似業種比準価額方式の方が低く算定され相続や贈与の場面では
有利です。ところが評価対象会社の総資産に占める株式・出資の割合が50％以上となる場合には、株式保有
特定会社と区分され類似業種比準価額方式を採用することができません。
　持株会社の場合はその存在意義の性格上、この株式保有特定会社に該当する可能性が高くなります。
そんな時、上図のように会社分割の手法を活用して、グループ内の会社の株式出資以外の資産負債を
持株会社へ移すことで、持株会社の総資産に占める株式出資の割合を薄めて、有利な評価方法を採用で
きる会社にする対策が検討できます。

お取引先紹介
会 社 名 お取引店 名西支店株式会社  エフテックコーポレーション

　当社は、創業以来、カードに特化したビジネスを展開してまいりました。
　業務にかかわるすべてのスタッフは、『顧客満足度向上』および『個人情報保護』に対して強い意識を持ち
ながら仕事に取り組んでおり、取引先から高い評価を受けております。
　この度、メンタルヘルス対策に悩む中小企業を支援するべく『メンタルケア・マネジメント』をリリースしました。
『メンタルケア・マネジメント』は、企業の適切なメンタルケア対策をソリューション化！
　お客さまをワンストップサービスでサポートいたします。

住所 ： 〒451-0053　愛知県名古屋市西区枇杷島3-27-24　　TEL ： 052-532-5500
HPアドレス　http://www.ftech-c.co.jp/

１枚のＩＤカードから「出退勤管理」「メンタルヘルスケア対策」などお客さまのニーズに合わせた
ソリューションの提案が可能です。
幅広いサポートでお客さまのより良い未来づくりに貢献します。　お気軽にお問合わせください。

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

　前記Ⅰの直系尊属からの住宅資金の贈与は、贈与者が死亡した場合であっても非課税の適用を受けた金額は、

相続税の対象とはなりません。しかし、非課税制度の適用年齢（資金管理契約の終了日）が設けられている結婚・

子育て資金の贈与と教育資金の贈与の取り扱いは下記の通りとなります。

結婚・子育て資金の贈与と教育資金の贈与の取り扱いの違いⅠⅣ

2002年より7期連続でプライバシーマークを更新。
手間のかかる『顧客管理（データ入力・保管・運用）』から『カード発行』、『DM発送』、
『コールセンター業務』までお客さまをサポート！
お客さまのニーズやビジネスモデルに合わせて柔軟に対応いたします！

安心・安全のワンストップサービス

〈安心の顧客管理〉

2015年12月より義務化される『ストレスチェックへの対応』はもちろん、『勤怠状況管理』、『外部
相談室』、『※EAPによりセルフケア研修・ラインケア研修』、『職場環境アンケート』をソリューション化
し企業のメンタルヘルスケア対策を適切にサポートいたします。
※EAP（従業員支援プログラム）とは、生産性向上を目的とした
　メンタルケア対策です。

メンタルケア・マネジメント

〈企業のメンタルヘルスケア対策を適切かつ廉価でご提供いたします〉

100%子会社

不動産など株式以外の資産負債を、事業会社から切り出して持株会社に承継させる。
100％親子間の場合は無対価分割が可能です。100%親子間でない場合は、対価株式
を発行すれば、同じ効果の会社分割を実行できます。

A持株会社
（株式保有特定会社に
   該当し評価額が高い。）

B事業会社
不動産等株式
以外の資産
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税制トピック

結婚子育て資金の贈与

受贈者の要件

贈与者が死亡した
場合の取り扱い

教育資金の贈与

20歳以上50歳未満の者 30歳未満の者

受贈者が50歳に達した時、または受贈者
が死亡した時の残額に対して贈与税が
課税される

受贈者が30歳に達した時、または受贈者
が死亡した時の残額に対して贈与税が
課税される

資金管理契約の終了日前に贈与者が
死亡した場合には、残額を受贈者の
相続財産に含めて相続税が課税される

資金管理契約の終了日前に贈与者が
死亡した場合であっても、教育資金の贈与
の非課税部分は相続財産に含めない

受贈者が一定年齢に
達した時、または
死亡した時の資金の
残額の取り扱い

持株会社に不動産等を移して、株式保有特定会社の縛りを外す ～ 無対価吸収分割を利用 ～

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

　非上場株式の原則的評価額算定方法には、純資産価額方式と類似業種比準価額方式の2種類があり
ます。多くの会社の場合、後者の類似業種比準価額方式の方が低く算定され相続や贈与の場面では
有利です。ところが評価対象会社の総資産に占める株式・出資の割合が50％以上となる場合には、株式保有
特定会社と区分され類似業種比準価額方式を採用することができません。
　持株会社の場合はその存在意義の性格上、この株式保有特定会社に該当する可能性が高くなります。
そんな時、上図のように会社分割の手法を活用して、グループ内の会社の株式出資以外の資産負債を
持株会社へ移すことで、持株会社の総資産に占める株式出資の割合を薄めて、有利な評価方法を採用で
きる会社にする対策が検討できます。

お取引先紹介
会 社 名 お取引店 名西支店株式会社  エフテックコーポレーション

　当社は、創業以来、カードに特化したビジネスを展開してまいりました。
　業務にかかわるすべてのスタッフは、『顧客満足度向上』および『個人情報保護』に対して強い意識を持ち
ながら仕事に取り組んでおり、取引先から高い評価を受けております。
　この度、メンタルヘルス対策に悩む中小企業を支援するべく『メンタルケア・マネジメント』をリリースしました。
『メンタルケア・マネジメント』は、企業の適切なメンタルケア対策をソリューション化！
　お客さまをワンストップサービスでサポートいたします。

住所 ： 〒451-0053　愛知県名古屋市西区枇杷島3-27-24　　TEL ： 052-532-5500
HPアドレス　http://www.ftech-c.co.jp/

１枚のＩＤカードから「出退勤管理」「メンタルヘルスケア対策」などお客さまのニーズに合わせた
ソリューションの提案が可能です。
幅広いサポートでお客さまのより良い未来づくりに貢献します。　お気軽にお問合わせください。

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

　前記Ⅰの直系尊属からの住宅資金の贈与は、贈与者が死亡した場合であっても非課税の適用を受けた金額は、

相続税の対象とはなりません。しかし、非課税制度の適用年齢（資金管理契約の終了日）が設けられている結婚・

子育て資金の贈与と教育資金の贈与の取り扱いは下記の通りとなります。

結婚・子育て資金の贈与と教育資金の贈与の取り扱いの違いⅠⅣ

2002年より7期連続でプライバシーマークを更新。
手間のかかる『顧客管理（データ入力・保管・運用）』から『カード発行』、『DM発送』、
『コールセンター業務』までお客さまをサポート！
お客さまのニーズやビジネスモデルに合わせて柔軟に対応いたします！

安心・安全のワンストップサービス

〈安心の顧客管理〉

2015年12月より義務化される『ストレスチェックへの対応』はもちろん、『勤怠状況管理』、『外部
相談室』、『※EAPによりセルフケア研修・ラインケア研修』、『職場環境アンケート』をソリューション化
し企業のメンタルヘルスケア対策を適切にサポートいたします。
※EAP（従業員支援プログラム）とは、生産性向上を目的とした
　メンタルケア対策です。

メンタルケア・マネジメント

〈企業のメンタルヘルスケア対策を適切かつ廉価でご提供いたします〉

100%子会社

不動産など株式以外の資産負債を、事業会社から切り出して持株会社に承継させる。
100％親子間の場合は無対価分割が可能です。100%親子間でない場合は、対価株式
を発行すれば、同じ効果の会社分割を実行できます。

A持株会社
（株式保有特定会社に
   該当し評価額が高い。）

B事業会社
不動産等株式
以外の資産
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　私は、商売の基本、根本は、お客さまから「かわい
がってもらえること」にあると考えております。モノを売る
ためには会社を売る、会社を売るためにはヒトを売って
いかなければならい。商売っ気ばかりが良いとは思って
おりませんので､社員一人ひとりが人間性の向上に
努め、お客さまへ貢献することを信条としております。
顧客満足や消費者志向に徹することは、不変の大前提
であり、その姿勢が信用や信頼の獲得を可能にするのだ
と思っております。

　当社の社是「おかげさまで」には、人・物・お金、すべ
てに対する感謝の気持ちが込められております。地域
や得意先、銀行などからのご支援があってこそ今があ
るのです。日々感謝の気持ちを持ち続けることが、一番
大切なことであると思っております。

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 オーカワ（桜井支店お取引先）

代表取締役社長　大川 博史

奈良県吉野郡下市町栃本1-1

1964年

蒟蒻・麺類・胡麻豆腐・ところてん 製造販売

http://www.ohkawa-net.co.jp

本　社

創　業

業　種

Ｈ　 Ｐ

　まず、自分が望む商品が売れるわけではない、という
ことです。自分本位、作る側のエゴだけでは成り立ち
ません。お客さまが、どういったシーンで食べ、どのような
ものを目当てにしていらっしゃるのか。ここが一番難しい
部分ですが、購入される側の立場に立った構想が
大前提です。
　家族構造も時代とともに変化し、共働き世帯では
夕食の調理に費やす時間が15～20分程度と言われて
おります。その短い時間の中で、蒟蒻をどう取り入れて
もらうか、ここが頭のひねりどころです。「オーカワさんの
ものじゃなきゃ、だめなんだよね！」と思っていただける
商品を作っていきたいと思っております。
　お客さまに選んでいただける商品をつくることはもち
ろん大切です。さらに、働いている人に「働いていて
よかった」と思ってもらえる会社づくりも大切だと考えて
おります。100年続く会社にしていかなければいけない、
そのための土台づくりをしっかりしていきたいですね。
会社は社長のものではなく、社員200人、その家族も
見込めば800人、さらにご支援いただいている方々
みんなのものだと考えております。すべての人への感謝
「おかげさまで」の気持ちを持って、これからも更なる
高みを目指してまいります。

　1964年の創業以来、蒟蒻、ところてんなどの製造
販売を行っております。現在、蒟蒻製品は約700種類ほど
取り扱っております。販売の軸足は近畿地区にあります
が、中部地区や関東地区への販売も展開しております。
大手スーパーやコンビニエンスストアなど数千社におよ
ぶ販売網を持っており、生芋を使用した蒟蒻の取扱量
は全国トップクラスです。
　製品づくりに関しては「自然と健康を食卓へ」という
言葉を掲げ、お客さまからの信用と信頼を守り続けて
きました。製造に使用する水には吉野の大地が育んだ
清らかな水を使用しております。当社が、吉野の地を離
れずにいることの最大の理由がここ“吉野の水”にある
のです。
　製品の販売は全国展開しておりますが、地元である
関西に根差し、地域貢献にも力を入れて取り組んでお
ります。

　当社は地元の小さな商店から始まりました。もちろん
当時は得意先があるわけではなかったので、地元の
鮮魚店、精肉店、青果店、雑貨店などあらゆる小売
店に商品を置かせていただくことから始めました。やが
てスーパーマーケットが登場し始め、スーパーマーケット
に卸すようになり、販売網が徐々に拡大していきました。
　ただ、どれだけ商売が拡大しても当社の原点は
地元にあります。地域の方のご支援のおかげで当社の
今があるわけですから、恩返しの気持ちも込めて、
当社製品の直売店「美芳野庵」にて地元自治体と共同
で年に1回、お祭り「夏市」を開催しております。

　おかげさまで、今年で3回目を迎えることができました。
近年、吉野郡は過疎化が進んできております。そこで
吉野の魅力を感じ、良さを知っていただくために何か我々
にできないかと思い、このお祭りを始めるに至ったのです。
　夏市には入社2～3年目までの若手社員の教育を組み
込んでおります。お祭りに出店させて、企画から、仕入れ、
収支・粗利益など費用計算まですべてを担わせます。考
える力・行動力・コミュニケーション力といった商売の基本
を楽しみながら、学んでもらうことを目指しております。

貴社のご紹介をお願いします。

地域貢献にも力を入れて
いらっしゃいますね。

新商品づくりにかける思い、
目指すものとは何ですか？

社長が大切にしていらっしゃることを
教えていただけますか。

本社工場 外観

夏市の様子

株式会社オーカワの製品 本社工場で生産される蒟蒻

若手社員による夏市出店の様子
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　私は、商売の基本、根本は、お客さまから「かわい
がってもらえること」にあると考えております。モノを売る
ためには会社を売る、会社を売るためにはヒトを売って
いかなければならい。商売っ気ばかりが良いとは思って
おりませんので､社員一人ひとりが人間性の向上に
努め、お客さまへ貢献することを信条としております。
顧客満足や消費者志向に徹することは、不変の大前提
であり、その姿勢が信用や信頼の獲得を可能にするのだ
と思っております。

　当社の社是「おかげさまで」には、人・物・お金、すべ
てに対する感謝の気持ちが込められております。地域
や得意先、銀行などからのご支援があってこそ今があ
るのです。日々感謝の気持ちを持ち続けることが、一番
大切なことであると思っております。

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 オーカワ（桜井支店お取引先）

代表取締役社長　大川 博史

奈良県吉野郡下市町栃本1-1

1964年

蒟蒻・麺類・胡麻豆腐・ところてん 製造販売

http://www.ohkawa-net.co.jp

本　社

創　業

業　種

Ｈ　 Ｐ

　まず、自分が望む商品が売れるわけではない、という
ことです。自分本位、作る側のエゴだけでは成り立ち
ません。お客さまが、どういったシーンで食べ、どのような
ものを目当てにしていらっしゃるのか。ここが一番難しい
部分ですが、購入される側の立場に立った構想が
大前提です。
　家族構造も時代とともに変化し、共働き世帯では
夕食の調理に費やす時間が15～20分程度と言われて
おります。その短い時間の中で、蒟蒻をどう取り入れて
もらうか、ここが頭のひねりどころです。「オーカワさんの
ものじゃなきゃ、だめなんだよね！」と思っていただける
商品を作っていきたいと思っております。
　お客さまに選んでいただける商品をつくることはもち
ろん大切です。さらに、働いている人に「働いていて
よかった」と思ってもらえる会社づくりも大切だと考えて
おります。100年続く会社にしていかなければいけない、
そのための土台づくりをしっかりしていきたいですね。
会社は社長のものではなく、社員200人、その家族も
見込めば800人、さらにご支援いただいている方々
みんなのものだと考えております。すべての人への感謝
「おかげさまで」の気持ちを持って、これからも更なる
高みを目指してまいります。

　1964年の創業以来、蒟蒻、ところてんなどの製造
販売を行っております。現在、蒟蒻製品は約700種類ほど
取り扱っております。販売の軸足は近畿地区にあります
が、中部地区や関東地区への販売も展開しております。
大手スーパーやコンビニエンスストアなど数千社におよ
ぶ販売網を持っており、生芋を使用した蒟蒻の取扱量
は全国トップクラスです。
　製品づくりに関しては「自然と健康を食卓へ」という
言葉を掲げ、お客さまからの信用と信頼を守り続けて
きました。製造に使用する水には吉野の大地が育んだ
清らかな水を使用しております。当社が、吉野の地を離
れずにいることの最大の理由がここ“吉野の水”にある
のです。
　製品の販売は全国展開しておりますが、地元である
関西に根差し、地域貢献にも力を入れて取り組んでお
ります。

　当社は地元の小さな商店から始まりました。もちろん
当時は得意先があるわけではなかったので、地元の
鮮魚店、精肉店、青果店、雑貨店などあらゆる小売
店に商品を置かせていただくことから始めました。やが
てスーパーマーケットが登場し始め、スーパーマーケット
に卸すようになり、販売網が徐々に拡大していきました。
　ただ、どれだけ商売が拡大しても当社の原点は
地元にあります。地域の方のご支援のおかげで当社の
今があるわけですから、恩返しの気持ちも込めて、
当社製品の直売店「美芳野庵」にて地元自治体と共同
で年に1回、お祭り「夏市」を開催しております。

　おかげさまで、今年で3回目を迎えることができました。
近年、吉野郡は過疎化が進んできております。そこで
吉野の魅力を感じ、良さを知っていただくために何か我々
にできないかと思い、このお祭りを始めるに至ったのです。
　夏市には入社2～3年目までの若手社員の教育を組み
込んでおります。お祭りに出店させて、企画から、仕入れ、
収支・粗利益など費用計算まですべてを担わせます。考
える力・行動力・コミュニケーション力といった商売の基本
を楽しみながら、学んでもらうことを目指しております。

貴社のご紹介をお願いします。

地域貢献にも力を入れて
いらっしゃいますね。

新商品づくりにかける思い、
目指すものとは何ですか？

社長が大切にしていらっしゃることを
教えていただけますか。

本社工場 外観

夏市の様子

株式会社オーカワの製品 本社工場で生産される蒟蒻

若手社員による夏市出店の様子
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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


