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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」そんな思いが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
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コータくん エールちゃん

キャラクターについて
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東海エコノミック・レポート

中国人観光客の

爆買いなどにより、近年

盛り上がりをみせてきた

インバウンド消費だが、

このところ、その勢いが

陰り、一服感が出てきて

いる。

2015年暦年ベースで

見た全国のインバウンド

消費額は、前年比

＋71.5％の3兆4,771億円と大幅な増加となったが、

2016年上半期（1-6月期）は同＋18.0％の1兆8,833億円と、

前年比2桁の増加を依然続けているものの、伸び率は

かなり縮小した。

インバウンド消費額は、訪日外国人数と消費単価

（訪日外国人一人あたりの消費額）に分解できるが、

訪日外国人数が2016年上半期に同＋28.2％の1,171万人と

大きく伸びた一方、消費単価は同－7.7％の16.1万円と

減少、消費単価の減少がインバウンド消費額の伸び率

鈍化につながっている。

消費単価が前年比マイナスとなった理由としてまず

考えられるのは為替レートの変動である。2015年に比べると

2016年は円高が進んでいる。外国人に限らず所得環境は

短期間で大きくは変動しないが、その一方で、為替レートは

大きく変動する。円高が進めば、外国人の本国での

所得が増えない限り円ベースでの外国人の購買力は

低下し、消費単価は減少することになる。もうひとつ、

消費単価の減少に効いていると考えられるのは、中国人

観光客にとっての輸入関税である行郵税の見直し

である。2016年4月以降、税率が引き上げられたため、中国人

観光客の「爆買い」を押し下げる要因となっている。

さて、以上が日本全体でみたインバウンド消費の動向

であるが、では中部地区のインバウンド消費の動向は

どのようなものだろうか。三菱UFJリサーチ＆コンサルティングの

推計によると、中部5県（愛知、岐阜、三重、静岡、福井）の

インバウンド消費額は、2015年暦年で前年比＋32.2％の

1,756億円、訪日外国人数は同＋49.1％の294万人、

消費単価は、同－11 . 3％の6万円であった。また、

2016年上半期のインバウンド消費額は同＋22.3％の

1,016億円、訪日外国人数が同＋38.3％の182万人、

消費単価が同－15.4％の5.6万円であった。中部の

インバウンド消費は、傾向として、訪日外国人数が全国を

上回るペースで増加したものの、消費単価が減少した

ため、消費額トータルでは全国をやや上回る伸びに

留まっている。

このところ日本を訪れる外国人のリピーター比率が

高まってきている。これまで、東京で買い物をし、関西の

観光地を回った旅行者が、再来日の際、まだ訪れていない

中部の観光地を訪問するという動きが拡がり、そのために

観光客数が増加していると考えられるが、財布のひもは

固いというのが現状だ。

訪日外国人消費の内訳を見ると、買い物代、宿泊代が

大きな部分を占めている。旅行者は、帰国前の最終

滞在地で大量のお土産を購入することが多い。中部地域を

最終滞在地にする旅行者の比率が低いことが、中部での

消費単価が高まらない理由のひとつと考えられる。また、

宿泊先となるホテルの事情をみても、最近、名古屋駅

周辺で新規の開業が多く計画されているが、東京、大阪に

比べれば、グレードの高いシティホテルの数が少ない。

宿泊代金の面からみても、金払いのよい裕福な外国人

観光客の需要を十分に取り込めていない可能性もある。

中部を訪れる外国人数が増えている中、求められる

のは消費単価を引き上げる工夫であろう。

（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）

主任研究員 塚田 裕昭

中部のインバウンド消費
～訪日客数は高い伸びだが、財布のひもは固い

東海経済は、生産や輸出にみられた弱い動き
が後退し、横ばい圏で推移している。生産は、
自動車産業における生産停止の影響などにより
弱含んでいたが、挽回生産もあって下げ止まっている。
輸出は、7月の実質輸出が3ヵ月ぶりに減少した
が、均してみると横ばいとなっている。雇用は、
総じて横ばい圏で推移している。賃金は横ばい圏で
推移している。個人消費は、物価の落ち着きによる
下支え効果もあって横ばい圏で推移しているが、
一部に弱い動きがみられる。設備投資は、大企業
を中心に増加している。住宅着工は、横ばい圏で

推移している。公共投資は、均してみると弱含んで
いる。
先行きについては、生産は自動車関連において
挽回生産が順次終了となる中、生産全体を均して
みると横ばい圏での推移が見込まれる。輸出は、
新興国経済減速の影響もあって横ばい圏での
推移が見込まれる。消費は、所得環境が変わらない
中、横ばい圏での推移が見込まれる。設備投資、
公共投資も均してみると横ばい圏の推移が見込ま
れる。東海経済は、横ばい圏での推移が見込ま
れる。

グラフで見る東海経済（2016年9月）
Date　　　・　　　　・

No

今月の景気判断

・設備投資 2016年4～6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＋16.2％と7四半期連続で増加した。

今月のポイント

今月の景気予報

（注）1．3ヵ月前～、～3ヵ月後は「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。

3ヵ月前～

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ヵ月後現　況 3ヵ月前～ ～3ヵ月後現　況
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東海エコノミック・レポート 税制トピック

6月のMURC東海景気動向指数（ＣＩ一致
指数）は、採用系列7系列（生産指数（鉱工業）、
生産指数（金属工作機械）、有効求人倍率、
人件費比率、大型小売店販売額、実質輸入、
所定外労働）のうち、有効求人倍率、人件費
比率を除く5系列がプラス寄与となり、前月差
＋2.7ポイントと3ヵ月ぶりに上昇した。東海3県
各県の6月の景気動向指数（ＣＩ一致指数）
は、愛知県と三重県が2ヵ月連続で上昇し、
岐阜県が2ヵ月連続で低下した。

○景気全般　～横ばい圏で推移している

　7月の東海3県の鉱工業生産は前月比
＋0.1％と2ヵ月連続で増加した。金属製品、
電気機械などが減少したが、輸送機械、電子
部品・デバイス、情報通信機械などが増加した。
東海の生産は、自動車関連における生産停止
などにより大きく水準を下げていたが、その後
の挽回生産などもあって、下げ止まっている。
先行きについては、横ばい圏の推移が見込ま
れる。

○生産　～下げ止まっている

Date　　　・　　　　・

No

・世界景気　イギリスのEU離脱問題、中国等新興国経済の減速懸念、米国の金融政策
・企業活動　電子部品デバイスの生産・在庫動向、自動車関連の生産動向、低調な工作機械受注、

インバウンド消費の先行き
・政　　策　消費増税先延ばしの財政への影響、金融政策の総括と新しい枠組み導入の影響
・家　　計　賃金の改善状況と消費行動への影響、資産価格変動の影響
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

グラフで見る東海経済（2016年9月）
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）2016年度税制改正の概要（その4）

2016年度税制改正において、少子高齢化対策である結婚・子育て資金の一括贈与の対象の拡充、

中小企業者の生産性向上を目的とした設備取得や農地保有に対する固定資産税の軽減などが行われる

とともに、加算税の回避を防ぐための加算税課税制度の見直しなどが行われましたので、そのポイントを解説

します。

～ 固定資産課税の軽減など資産課税などの改正ポイント ～

（1）結婚・子育て資金の一括贈与制度の利用はきわめて少ない
　少子化対策として20歳以上50歳未満の個人が、2015年4月1日から2019年3月31日までの間に直系尊属から結婚・
子育て資金の一括贈与を受け、贈与を受けた者が50歳に達するまでの間に結婚・子育て資金として支出した金額は、
1,000万円を限度（このうち結婚費用は300万円を限度）として非課税とされています。しかし、一括贈与制度の
なかでその利用件数および利用金額は、次の通り低い状況にあります。

（2）結婚・子育て資金の範囲が拡充・明確化された
　非課税とされる制度の対象である結婚・子育て資金の範囲が拡充され、次の費用が含まれることが明確化され、
少子化対策として利用度の向上が期待されています。

結婚・子育て資金の一括贈与に係わる贈与税の非課税対象が拡充されたⅠⅠ
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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。

■景気動向指数
（2010年＝100）

（出所）内閣府「景気動向指数」、各県「景気動向指数」
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12 13 14 15 16（年、月次）

MURC東海CI 岐阜CI 三重CI 全国CI愛知CI
一括贈与の件数 141,655件 140,655件 2,695件

一括贈与の金額 9,639億円 1兆1,632億円 63億円

1件当りの平均額 680万円 827万円 233万円

一括贈与の種類
（集計期間）

住宅取得資金の贈与
（2013年1月～2014年12月）

結婚・子育て資金の贈与
（2015年4月～2015年9月）

教育資金の一括贈与
（2013年4月～2015年9月）

結婚費用

子育て費用

非課税の対象 改正による拡充・明確化された費用

挙式費用、衣装代など婚礼（披露宴等）
費用（婚姻の日の1年前の日以後の支払い）、
家賃・敷金等の新居費用、転居費用

不妊治療費、出産費用、産後ケア費用、
小学校就学前の子の医療費用、育児費用

不妊治療費の処方箋医薬品代、産前
産後の母親の医療費・医薬品代、母親の
産後検診費用

改正なし
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東海エコノミック・レポート 税制トピック

6月のMURC東海景気動向指数（ＣＩ一致
指数）は、採用系列7系列（生産指数（鉱工業）、
生産指数（金属工作機械）、有効求人倍率、
人件費比率、大型小売店販売額、実質輸入、
所定外労働）のうち、有効求人倍率、人件費
比率を除く5系列がプラス寄与となり、前月差
＋2.7ポイントと3ヵ月ぶりに上昇した。東海3県
各県の6月の景気動向指数（ＣＩ一致指数）
は、愛知県と三重県が2ヵ月連続で上昇し、
岐阜県が2ヵ月連続で低下した。

○景気全般　～横ばい圏で推移している

　7月の東海3県の鉱工業生産は前月比
＋0.1％と2ヵ月連続で増加した。金属製品、
電気機械などが減少したが、輸送機械、電子
部品・デバイス、情報通信機械などが増加した。
東海の生産は、自動車関連における生産停止
などにより大きく水準を下げていたが、その後
の挽回生産などもあって、下げ止まっている。
先行きについては、横ばい圏の推移が見込ま
れる。

○生産　～下げ止まっている

Date　　　・　　　　・

No

・世界景気　イギリスのEU離脱問題、中国等新興国経済の減速懸念、米国の金融政策
・企業活動　電子部品デバイスの生産・在庫動向、自動車関連の生産動向、低調な工作機械受注、

インバウンド消費の先行き
・政　　策　消費増税先延ばしの財政への影響、金融政策の総括と新しい枠組み導入の影響
・家　　計　賃金の改善状況と消費行動への影響、資産価格変動の影響
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

グラフで見る東海経済（2016年9月）
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）2016年度税制改正の概要（その4）

2016年度税制改正において、少子高齢化対策である結婚・子育て資金の一括贈与の対象の拡充、

中小企業者の生産性向上を目的とした設備取得や農地保有に対する固定資産税の軽減などが行われる

とともに、加算税の回避を防ぐための加算税課税制度の見直しなどが行われましたので、そのポイントを解説

します。

～ 固定資産課税の軽減など資産課税などの改正ポイント ～

（1）結婚・子育て資金の一括贈与制度の利用はきわめて少ない
　少子化対策として20歳以上50歳未満の個人が、2015年4月1日から2019年3月31日までの間に直系尊属から結婚・
子育て資金の一括贈与を受け、贈与を受けた者が50歳に達するまでの間に結婚・子育て資金として支出した金額は、
1,000万円を限度（このうち結婚費用は300万円を限度）として非課税とされています。しかし、一括贈与制度の
なかでその利用件数および利用金額は、次の通り低い状況にあります。

（2）結婚・子育て資金の範囲が拡充・明確化された
　非課税とされる制度の対象である結婚・子育て資金の範囲が拡充され、次の費用が含まれることが明確化され、
少子化対策として利用度の向上が期待されています。

結婚・子育て資金の一括贈与に係わる贈与税の非課税対象が拡充されたⅠⅠ
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■鉱工業生産指数
（2010年＝100、季節調整値）

（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。

■景気動向指数
（2010年＝100）

（出所）内閣府「景気動向指数」、各県「景気動向指数」
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12 13 14 15 16（年、月次）

MURC東海CI 岐阜CI 三重CI 全国CI愛知CI
一括贈与の件数 141,655件 140,655件 2,695件

一括贈与の金額 9,639億円 1兆1,632億円 63億円

1件当りの平均額 680万円 827万円 233万円

一括贈与の種類
（集計期間）

住宅取得資金の贈与
（2013年1月～2014年12月）

結婚・子育て資金の贈与
（2015年4月～2015年9月）

教育資金の一括贈与
（2013年4月～2015年9月）

結婚費用

子育て費用

非課税の対象 改正による拡充・明確化された費用

挙式費用、衣装代など婚礼（披露宴等）
費用（婚姻の日の1年前の日以後の支払い）、
家賃・敷金等の新居費用、転居費用

不妊治療費、出産費用、産後ケア費用、
小学校就学前の子の医療費用、育児費用

不妊治療費の処方箋医薬品代、産前
産後の母親の医療費・医薬品代、母親の
産後検診費用

改正なし
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税制トピック

中小企業者や農地保有者の固定資産税が軽減・見直されるⅠⅡ

（3）結婚・子育て資金に残額があれば、課税される
①　受贈者が50歳に達したときに残額があれば、残額に対して贈与税が課税されます。
②　贈与者が死亡したときに残額があれば、受贈者は贈与者から相続または遺贈によって取得したものと
　　みなして相続税が課税されます。

（1）中小企業者が生産性向上設備を取得した場合、固定資産税が軽減される
　赤字法人にも設備投資意欲を喚起するために、中小企業者等が中小企業の生産性向上に関する法律の施行日
から2019年3月31日までに、下表の適用要件を満たす機械装置を取得した場合は、その機械装置に係わる固定
資産税の課税標準を最初の3年間に限り価格の2分の1とする特例が創設されました。

（2）農地保有に係わる固定資産税が見直される
TPPの発効に備えて農業の国際競争力の強化が必要であるため、農地の集約化を目的として農地に係わる固定
資産税の評価額について次のように見直されました。
①　遊休農地に対する固定資産税の課税の強化

農業委員会から農地中間管理機構との協議の勧告を受けた遊休農地の固定資産税の評価は、従来
適用していた限界収益修正率を乗じないこととなりました。この評価方法の変更により固定資産税の評価額は
1.8倍（1÷0.55）に引き上げられました。

②　農地保有に対する固定資産税の軽減
所有するすべての農地（10a未満の自作地を除く）に農地中間管理事業のための賃借権を新たに設定し、

かつ、その賃借権等の設定期間が10年以上である農地については、農地に係わる固定資産税・都市計画税が
次の通り軽減される特例が設けられました。

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

社長個人が、本社敷地や会社の事業遂行のため必要な土地を所有している例が散見されます。
400㎡以下の土地なら小規模宅地の特例を活用することで、相続税負担を軽減出来ますが、もっと土地の
面積が大きかったり、事業を承継しない他の相続人と相続分の争いの可能性が有る場合には、その土地を
会社に現物出資、あるいは譲渡して自社株に代えてしまうのも一手です。

社長の所有財産が不動産から自社株に代わることで相続財産が圧縮されます。（後継者に
この株を相続又は贈与するときは相続税評価額（安い株価）を使えます。）また、土地が自社株の
納税猶予制度の対象に変わっています。
譲渡の税金と相続税節税コストを比較してみる必要があります。

効　果 ：

留意点 ： 

税務署からの事前通知の直後に多額の修正申告を行うことにより、加算税を回避（改正前は加算税はゼロ）する

事例が頻発しているため、事前通知から更正されることを予知するまでの期間について、新たに低率な加算税が課税

されることになりました。

過少申告加算税など加算税制度が見直されるⅠⅢ

不動産の株式化

固定資産税における農地の評価 正常売買価格×限界収益修正率（0.55） 正常売買価格
改正前 改正後

固定資産税の課税標準 最初の3年間・価格の2分の1 最初の5年間・価格の2分の1
10年以上である農地賃借権等の設定期間 15年以上である農地

①　資本金1億円以下の法人
②　常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

次の①から③のいずれにも該当するもの
①　販売してから10年以内のものであること
②　旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること
③　1台または1基当りの取得価額が160万円以上のものであること

適用要件

対象となる中小企業者等

対象となる機械装置

改正前 改正後

税務調査を受ける前に自主
的に修正申告書を提出した
場合は課されない

調査に関する事前通知から更正予知までにされた修正
申告については5%（期限内申告税額と50万円のいずれか
多い額を超える部分は10%）の課税

税務調査を受ける前に自主
的に期限後申告を提出した
場合は5%の課税

事前通知から更正予知までにされた期限後申告については
10%（納付すべき税額が50万円を超える部分は15%）の
課税

（1） 過少申告
 加算税

（2） 無申告
 加算税

（3） 重加算税

無申告加算税を課された者が、5年以内に再度その税目で
無申告加算税が課された場合には25%（納付税額が50万
円超の場合は30%）、重加算税が課された者が、5年以内
再度その税目で重加算税を課された場合には45%の課税

（新設）

社長 会社

①　不動産を譲渡する。

③　②の代金のうち、譲渡の税金分2割を手元に残し
　　時価発行増資（高い株価）で自社株を買う。

②　不動産の代金を支払う。

④　増資分の株式を発行する。
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税制トピック

中小企業者や農地保有者の固定資産税が軽減・見直されるⅠⅡ

（3）結婚・子育て資金に残額があれば、課税される
①　受贈者が50歳に達したときに残額があれば、残額に対して贈与税が課税されます。
②　贈与者が死亡したときに残額があれば、受贈者は贈与者から相続または遺贈によって取得したものと
　　みなして相続税が課税されます。

（1）中小企業者が生産性向上設備を取得した場合、固定資産税が軽減される
　赤字法人にも設備投資意欲を喚起するために、中小企業者等が中小企業の生産性向上に関する法律の施行日
から2019年3月31日までに、下表の適用要件を満たす機械装置を取得した場合は、その機械装置に係わる固定
資産税の課税標準を最初の3年間に限り価格の2分の1とする特例が創設されました。

（2）農地保有に係わる固定資産税が見直される
TPPの発効に備えて農業の国際競争力の強化が必要であるため、農地の集約化を目的として農地に係わる固定
資産税の評価額について次のように見直されました。
①　遊休農地に対する固定資産税の課税の強化

農業委員会から農地中間管理機構との協議の勧告を受けた遊休農地の固定資産税の評価は、従来
適用していた限界収益修正率を乗じないこととなりました。この評価方法の変更により固定資産税の評価額は
1.8倍（1÷0.55）に引き上げられました。

②　農地保有に対する固定資産税の軽減
所有するすべての農地（10a未満の自作地を除く）に農地中間管理事業のための賃借権を新たに設定し、

かつ、その賃借権等の設定期間が10年以上である農地については、農地に係わる固定資産税・都市計画税が
次の通り軽減される特例が設けられました。

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

社長個人が、本社敷地や会社の事業遂行のため必要な土地を所有している例が散見されます。
400㎡以下の土地なら小規模宅地の特例を活用することで、相続税負担を軽減出来ますが、もっと土地の
面積が大きかったり、事業を承継しない他の相続人と相続分の争いの可能性が有る場合には、その土地を
会社に現物出資、あるいは譲渡して自社株に代えてしまうのも一手です。

社長の所有財産が不動産から自社株に代わることで相続財産が圧縮されます。（後継者に
この株を相続又は贈与するときは相続税評価額（安い株価）を使えます。）また、土地が自社株の
納税猶予制度の対象に変わっています。
譲渡の税金と相続税節税コストを比較してみる必要があります。

効　果 ：

留意点 ： 

税務署からの事前通知の直後に多額の修正申告を行うことにより、加算税を回避（改正前は加算税はゼロ）する

事例が頻発しているため、事前通知から更正されることを予知するまでの期間について、新たに低率な加算税が課税

されることになりました。

過少申告加算税など加算税制度が見直されるⅠⅢ

不動産の株式化

固定資産税における農地の評価 正常売買価格×限界収益修正率（0.55） 正常売買価格
改正前 改正後

固定資産税の課税標準 最初の3年間・価格の2分の1 最初の5年間・価格の2分の1
10年以上である農地賃借権等の設定期間 15年以上である農地

①　資本金1億円以下の法人
②　常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

次の①から③のいずれにも該当するもの
①　販売してから10年以内のものであること
②　旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること
③　1台または1基当りの取得価額が160万円以上のものであること

適用要件

対象となる中小企業者等

対象となる機械装置

改正前 改正後

税務調査を受ける前に自主
的に修正申告書を提出した
場合は課されない

調査に関する事前通知から更正予知までにされた修正
申告については5%（期限内申告税額と50万円のいずれか
多い額を超える部分は10%）の課税

税務調査を受ける前に自主
的に期限後申告を提出した
場合は5%の課税

事前通知から更正予知までにされた期限後申告については
10%（納付すべき税額が50万円を超える部分は15%）の
課税

（1） 過少申告
 加算税

（2） 無申告
 加算税

（3） 重加算税

無申告加算税を課された者が、5年以内に再度その税目で
無申告加算税が課された場合には25%（納付税額が50万
円超の場合は30%）、重加算税が課された者が、5年以内
再度その税目で重加算税を課された場合には45%の課税

（新設）

社長 会社

①　不動産を譲渡する。

③　②の代金のうち、譲渡の税金分2割を手元に残し
　　時価発行増資（高い株価）で自社株を買う。

②　不動産の代金を支払う。

④　増資分の株式を発行する。
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お取引先紹介
会 社 名 お取引店 豊明支店株式会社 ライトラバー工業

弊社は、国が掲げる防災減災に取り組む企業として、「コンクリート構造物の長寿命化」に関する開発事業を
手掛けており、あらゆる企業様にご協力とお力添えをいただきながら様々な開発商品を生み出してまいりました。
例えば、全国の農業用水路、道路側溝、BOXカルバート等に使用され、あらゆる形状負荷に耐えうるジョイント

パーツは弊社が開発しました。これらは画期的と称賛され、公共工事等に使用されております。
今後もお客さまのニーズに応えるべく、独自の製法、特許技術を活用し、努力と開発を続けてまいります。

①セメント・水・容器が一袋の中に。
　⇒水も容器もない場所でもどこでも使えます。
②袋のまま、もむだけで即セメントになります。
　⇒誰でも簡単に使えます。
③少量しか使わないセメント補修にも適しています。
　⇒最少単位100gから作れます。

企業理念
「すべては人から、人が最も大切、人と人との支え合い」
大事なお客さまあり、大事な仕入先さまあり、大事な従業員ありて社業は成り立つ
「お客さまの満足の笑顔・品質重視はお客さまへの保証・納期厳守は、供給責任の全う・
製造開発はお客さまの要望に挑戦・原価挑戦は、お客さまへの安価挑戦」
圧倒的な人脈の多さ広さで、お客さまの要望にお応えいたします。

住所 ： 〒470-1112　愛知県豊明市新田町大割25番地1　　TEL ： 0562-91-6330　　　
HPアドレス　http://light-rubber-lr.co.jp/

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

「コンクリート構造物の長寿命化」のためにあらゆる開発にチャレンジしています

最近よく耳に

するのだが、

分かったようで

分からないのが

ヘリコプター

マネーだ。

ヘリコプター

が飛んできて

お金を空から

撒いてくれる

ということは、小判をばらまいてくれた鼠小僧と同じ

なのか。言葉の響きから思い描くイメージはまさしく

これだが、実は違う。鼠小僧は大名や大店から

盗んだお金を貧しい人に分け与えた。つまり、

お金のある人に課税して、それを生活保護として

配分する所得再分配政策に近い。

ちなみに、鼠小僧のおかげで江戸の景気が

良くなったということはないだろう。たしかに、運よく

お金を受け取った人は消費を増やすかもしれないが、

世の中全体のお金の量は変わらない。土蔵に

小判をため込んでいるお金持ちから、宵越しの

銭は持たない八つぁん熊さんにお金をシフトさせた

ところで、景気刺激効果は限られる。

お金をばらまくのは簡単だが、そのお金をどこから

持ってくるかが問題だ。ヘリコプターマネーはこの

問題を解決してくれる打ち出の小槌らしい。財政

支出に必要なお金を中央銀行である日銀が作り

出すことによって、財政赤字を拡大することなく、

財政支出の財源を確保できると言われている。

具体的な手段としては、政府紙幣の発行、

あるいは無利子の永久国債の発行と日銀による

引き受けなどが想定されている。日銀が国債を

引き受けても、政府の債務は残るのだが、政府と

日銀は同じ政府部門であり、債務と債権が相殺

されると考えれば、政府の債務は増えないという

理屈だ。

しかし、なんだか話がうますぎる。もしそうならば、

政府は借金を増やすことなく、どんどん財政支出を

拡大できることになる。実は、鼠小僧が活躍する前

から江戸幕府は借金を増やさずにお金を確保する

手段を持っていた。貨幣の改鋳だ。小判に含まれる

金の量を減らしていくことで、発行できる小判の

枚数を増やして、幕府の財政を維持してきた。

しかし、貨幣の改鋳は何度も行われた結果、

物価の急上昇という副作用を引き起こすように

なった。いくら打ち出の小槌から小判が出てきても、

1枚1枚の小判に含まれる金の量が減っている

のであれば、ありがたみは低下する。お金に対する

信用が失われてしまうと、ハイパーインフレという

リスクが現実のものとなる。

実は、それがヘリコプターマネーの狙いなのだ。

ヘリコプターマネーは物価の上昇を目指すインフレ

政策だ。政府の借金を膨らますことなくお金を手にし、

それを国民にばらまけば需要が拡大し物価は

上がってくる。めでたくデフレ脱却だ。

しかし、ハイパーインフレというリスクは回避しつつ

2％の物価上昇を目指すというのはまさに神業だ。

ヘリコプターからばらまいたら、お札がただの

紙切れになっていたということになるかもしれない。

（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）

調査部長 鈴木 明彦

～弊社独自の開発商品～「らくらくセメント」
【セメントが簡単にできちゃう!らくらくセメントの特徴】

まる分かり！NEWS旬

＜開発商品の一例＞

ジョイントパーツ コンクリート構造物 大型BOXカルバート 施工現場
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工程の維持向上に努めております。
われわれの仕事は、皆さまの快適を陰で支える大切な
仕事です。その自覚と誇りを大切に、お客さまのニーズを
的確に捉え、時代の変遷に合わせながら、信頼される
商品提供をするため邁進しております。

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 大和（奈良支店お取引先）

：

：

：

：

奈良県奈良市北永井町549番地の1

1988年

リネンサプライ業

http://www.yamato-co.net/

本　社

創　業

業　種

 Ｈ    P

洗濯物の量が増え、これらを置く場所を確保する問題も
生じてきます。現在、当社は勿論のこと「花咲き苑」でも、
置き場所の増設を行っています。
これからも、お客さまに最高の品質とサービスを提供
するために、人材育成と品質向上の重要な要素である
設備にも継続的な投資を行い、よりよいサービスを提供
できるようにしていきたいです。

われわれの仕事は、すべて機械化できる仕事では
ないと思います。どこかで人の手が必要なのです。どの
商品も洗濯して納品できる状態にするためには人の手、
つまり手作業が必要不可欠です。機械化できることは
機械化し、手作業の部分は手作業で行う。これからも
効率よく業務を遂行できるよう、試行錯誤しながら
進めていきたいです。
現在の当社のメインの営業エリアは、近畿圏が中心

ですが、三重県にも多く得意先があります。名古屋市内
には4件とまだまだ少ないですが、ゆくゆくは愛知県全域
にも進出していきたいと考えております。

当社は『和』を社是としています。当社のお客さまで
ある、病院・施設の要望に応えるため、技術と努力を
積み重ね、より良い製品を提供することを目標に掲げ、
社会貢献できる企業として成長していきたいと思っており
ます。
従業員全員の知恵と力を一つにし、病院・施設の信頼

を勝ち取り、経営基盤の確立と拡大を目指し、社業を発展
させることにより、従業員の生活安定と絶えざる向上を
目指しております。
従業員をはじめ、すべての人 と々の『和』を大切にし、
企業としての使命を果たせるよう、惜しまぬ努力で邁進
してまいります。

当社は、代表取締役会長 北山 道昭が1988年に
奈良の地に設立し、当初はレンタルマットや清掃業から
スタートしましたが、1990年に洗濯工場を設けて以来、
近畿圏を中心として、医療機関と福祉施設を対象に、
寝具・タオル・白衣などの洗濯リースをメインに行って
まいりました。
医療機関や福祉施設で最も大切とされる衛生管理

に重点を置き、「安心・安全」をベースとした商品を提供
し、また、清潔で快適なリネンをお届けするために、品質
管理の維持向上に常に取り組んでおります。そのため
に、「医療関連サービスマーク」を取得し、適正な生産

当社では設立間もない頃から、障がい者の雇用を
行っておりました。市や県からの要請もあり、働く意欲や
能力があるものの、一般企業への就労が困難な障がい
者の就労の場の提供を本格的に行うことを目的とし、
「社会福祉法人 大地」を2009年に設立いたしました。
翌年には、奈良の地で、福祉に携わるものとして長年

の夢であった障害福祉サービス事業所「花咲き苑」
を完成させました。障がい者の方々が、地域社会に
おいて自立した生活を営むことができるよう支援する
ことも、われわれの役割であると強く思っています。
運営理念として、「人との和・地域との和・環境との和」

を掲げています。地域の方 と々のつながりを大切に、
地域に根付く場所を創造し、地域福祉に貢献し続けて
いきたいです。
「花咲き苑」では、雇用契約を結ぶ「就労継続支援
A型」事業としてリネン類の洗濯を行なっています。

まず、当社の課題として挙げられるのは、人材確保
や育成といった「人」に関わることです。
組織として形成していくためには、人材育成が重要で、
各部署の業務の区分けができ、管理職ができる、という
流れになるのが理想です。
おかげさまで近年、仕事が急ピッチで増えており、
仕事をこなすことに追われているような状況です。
うれしい悲鳴なのですが、それがゆえに人材育成に
注力できていないというのが現状です。
そして、仕事が増えれば当然、シーツやタオル等の

貴社のご紹介をお願いします。

障がい者雇用への積極的な取組みを行って
いるそうですね。

今後の展望について教えてください。

貴社の悩みや課題を教えてください。

≪医療関連サービスマーク制度とは…≫
医療関連サービスに対する医療機関や国民の信頼

を確保し、良質な医療関連サービスの健全な発展に
寄与するために設けられた制度。
「医療関連サービスマーク」は厚生労働省令により
定められた、良質な医療関連サービスとして必要な基準
を充たしたサービスにのみ認定される。

「このマークがあることが、利用者の業者選びの
一種の目安となります。マークがあることは、ちゃんと
した仕事をしていることの証明であり、国のお墨付き
をいただいたってことなんですよ」社長談。

代表取締役社長　北山 建哉

社会福祉法人 大地
「花咲き苑」の外観

社屋外観
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機械化し、手作業の部分は手作業で行う。これからも
効率よく業務を遂行できるよう、試行錯誤しながら
進めていきたいです。
現在の当社のメインの営業エリアは、近畿圏が中心

ですが、三重県にも多く得意先があります。名古屋市内
には4件とまだまだ少ないですが、ゆくゆくは愛知県全域
にも進出していきたいと考えております。

当社は『和』を社是としています。当社のお客さまで
ある、病院・施設の要望に応えるため、技術と努力を
積み重ね、より良い製品を提供することを目標に掲げ、
社会貢献できる企業として成長していきたいと思っており
ます。
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を勝ち取り、経営基盤の確立と拡大を目指し、社業を発展
させることにより、従業員の生活安定と絶えざる向上を
目指しております。
従業員をはじめ、すべての人 と々の『和』を大切にし、
企業としての使命を果たせるよう、惜しまぬ努力で邁進
してまいります。

当社は、代表取締役会長 北山 道昭が1988年に
奈良の地に設立し、当初はレンタルマットや清掃業から
スタートしましたが、1990年に洗濯工場を設けて以来、
近畿圏を中心として、医療機関と福祉施設を対象に、
寝具・タオル・白衣などの洗濯リースをメインに行って
まいりました。
医療機関や福祉施設で最も大切とされる衛生管理

に重点を置き、「安心・安全」をベースとした商品を提供
し、また、清潔で快適なリネンをお届けするために、品質
管理の維持向上に常に取り組んでおります。そのため
に、「医療関連サービスマーク」を取得し、適正な生産

当社では設立間もない頃から、障がい者の雇用を
行っておりました。市や県からの要請もあり、働く意欲や
能力があるものの、一般企業への就労が困難な障がい
者の就労の場の提供を本格的に行うことを目的とし、
「社会福祉法人 大地」を2009年に設立いたしました。
翌年には、奈良の地で、福祉に携わるものとして長年

の夢であった障害福祉サービス事業所「花咲き苑」
を完成させました。障がい者の方々が、地域社会に
おいて自立した生活を営むことができるよう支援する
ことも、われわれの役割であると強く思っています。
運営理念として、「人との和・地域との和・環境との和」

を掲げています。地域の方 と々のつながりを大切に、
地域に根付く場所を創造し、地域福祉に貢献し続けて
いきたいです。
「花咲き苑」では、雇用契約を結ぶ「就労継続支援
A型」事業としてリネン類の洗濯を行なっています。

まず、当社の課題として挙げられるのは、人材確保
や育成といった「人」に関わることです。
組織として形成していくためには、人材育成が重要で、
各部署の業務の区分けができ、管理職ができる、という
流れになるのが理想です。
おかげさまで近年、仕事が急ピッチで増えており、
仕事をこなすことに追われているような状況です。
うれしい悲鳴なのですが、それがゆえに人材育成に
注力できていないというのが現状です。
そして、仕事が増えれば当然、シーツやタオル等の

貴社のご紹介をお願いします。

障がい者雇用への積極的な取組みを行って
いるそうですね。

今後の展望について教えてください。

貴社の悩みや課題を教えてください。

≪医療関連サービスマーク制度とは…≫
医療関連サービスに対する医療機関や国民の信頼

を確保し、良質な医療関連サービスの健全な発展に
寄与するために設けられた制度。
「医療関連サービスマーク」は厚生労働省令により
定められた、良質な医療関連サービスとして必要な基準
を充たしたサービスにのみ認定される。

「このマークがあることが、利用者の業者選びの
一種の目安となります。マークがあることは、ちゃんと
した仕事をしていることの証明であり、国のお墨付き
をいただいたってことなんですよ」社長談。

代表取締役社長　北山 建哉

社会福祉法人 大地
「花咲き苑」の外観

社屋外観
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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」そんな思いが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

NEWS LETTER /Vol.58 ◆発行日／2016年10月

〒460-8681
名古屋市中区栄三丁目33番13号
TEL 052（262）6111
http://www.chukyo-bank.co.jp/


