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当社の存在意義

昭和30年代に知立市の小学校に通いました。学

校の周りには小川が流れ、それを堰き止めてはド

ジョウやザリガニを捕まえて遊びました。梅雨時

の田んぼは緑の浮き草に覆われ、カエルの卵やオ

タマジャクシは無限に存在していました。魚や昆

虫の名前は上級生が自慢げに教えてくれました。

学校に通うのが楽しかったあのときの風景を、泥

田の踏む心地を、指の間から必死にすり抜けるド

ジョウのぬめりの気持ち悪さを現代の子どもたち

に返してあげたい。それこそがフジクリーンの存

在意義だと思えてなりませんでした。

もちろん私たちは企業ですから、利益を出しな

がら継続するのは当然の前提です。社員は少しで

も多く給料を貰いたい。それと水溜りで泥だらけ

になって遊びまわる子どもたち。この３つを同時

に実現することはできないだろうか。

フジクリーンは皆さんが家庭で使い汚してしま

った水をきれいにして川へ返す装置、浄化槽を作

っています。都市部では下水道が同じ役割をして

いますが、残念なことに使われた水は地下に巡ら

されたパイプを流れ、街はうるおいを失っていま

す。しかし一軒一軒の家に設置される浄化槽なら

ば川は復活し、昔のように生き物にあふれた水辺

を取り戻せるかもしれません。下水道も浄化槽も

微生物が汚れ（有機物）を食べてくれることで水

がきれいになります。仕組みは同じようなものな

のですが、浄化槽は一つ一つの金額が小さいため

に大手企業があまり手を出しませんでした。また、

水浄化の主役である微生物も分からないことが多

かっただけに企業化が進まず、フジクリーンにも

参画のチャンスがありました。

全社員共通の気持ち

これからは、もっと微生物や水浄化の仕組みを

研究して、すごい浄化槽を創りたい。そして昔の

ように子どもたちを泥だらけになって遊ばせてあ

げたい。こんな願いが全社員の共通のものになっ

ています。このひとつになった気持ちが会社の推

進力になっているような気がしてなりません、普

段は誰もあまり気にしていないけれど。

お客さまからのメッセージ 

フジクリーン工業 株式会社

■会社概要
本　社　愛知県名古屋市千種区今池4丁目1番4号
創　業　昭和36年2月
資本金　3億円
業　種　浄化槽製造業
Ｈ　Ｐ　http://www.fujiclean.co.jp/
（今池支店お取引先、中京さかえ会会員）

代表取締役

渡 辺　嘉 一
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高品質な製品づくりに取り組む

弊社は1986年の設立以来、ホブ、ピニオンカッ

ターをはじめ、ブローチなどの精密切削工具の加

工を事業の柱として工作機械部品や自動車部品な

ど各産業向けのユーザーニーズに対応するため

に、超硬部品の多種多様な加工を行っております。

素材から全加工する一貫した生産体制を整え、

高品質な製品づくりに取り組むとともに、近年で

は工作機械部品のユニット化を進めるなど、ユー

ザーにとって最も効率的な部品提供を心がけてお

ります。

お客さまのニーズに応える

企業理念といたしましては、確かな加工技術で

お客さまの信頼・期待に応えるほかはございませ

ん。一貫して高品質な製品をお届けするため、最

新の生産設備をそなえ仕様にあわせた高度特殊加

工技術はもちろんのこと、それを支えるため三次

元測定器、真円度測定器、偏芯検査器などを駆使

し専任の検査技師により徹底した検査を行ってお

ります。

2007年には、品質とともにコストや納期の面で

も今まで以上にお客さまのニーズにきめ細やかに

お応えするための環境づくりの一環といたしまし

て、ベトナム（ホー・チ・ミン市近郊アマタ工業

団地内）に敷地面積2400㎡超のOKUMURA

VIETNAM CO．，LTDを設立いたしました。本

社内・国内はもとより、韓国・中国の生産拠点と

ともに生産工程を一貫して管理し加工・ユニット

組立を担っております。

お客さま満足度100％を目指して

現下の経済情勢を踏まえての経営方針といたし

ましては、先に述べましたように高品質な製品づ

くりはもちろんですが、職場の士気や生産性の向

上・クレームへの即時対応などを積極的に推し進

めることによりお客さまの満足度100％を目指し

て挑戦を続けていくことで、お客さまはもとより

社会からも認められる企業として日々成長し信頼

を確立する努力を続けてまいりたいと考えており

ます。

お客さまからのメッセージ 

株式会社 奥村精工

■会社概要
本　社　愛知県津島市金柳町字神様田165番地の1
創　業　昭和61年9月
資本金　1,000万円
業　種　金属工作機械製造業
Ｈ　Ｐ　http://www.okumura-c.jp/
（大治支店お取引先、中京21世紀クラブ会員）

代表取締役

奥 村　峻 央
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　弊社は、移動体通信事業を主軸として、ソフトウェ

ア開発、コンテンツ企画・制作に至るまで、モバイル

を中心としたハードとソフトの有効シナジーを追求し

ております。

 現在、携帯キャリアショップを東海4県及び石川県

に展開して活動しております。本年で創業21年を迎え、

更にお客さま満足を追求して地域に貢献した活動を

行い、かつ新たなチャレンジをしながら事業拡大を図っ

ていきます。

株式会社 ラハイナコーポレーション 
www.lahaina-c.com

愛知県名古屋市東区泉1丁目2番8号

［代表者名］ 

［設立年月］ 

［資 本 金］ 

［従業員数］ 

［業務内容］ 

 

（名古屋中央支店お取引先） 

中西　芳比朗 

1986年7月 

202百万円 

68人 

携帯電話卸・小売、コンテンツ・ 

ソフトウェア開発 

 

TEL：052-957-7000

会社紹介 

　弊社は、昭和43年創業以来、合成樹脂の着色加

工及び原料販売を行っており、国内だけでなく中国・

タイにおいてもグローバルな視野で高付加価値製品

の製造・販売に取組んでおります。

　今後もお客さまのニーズに応えることを第一として、

社会に貢献できる企業を社員一同目指してまいります。

永興物産株式会社 

愛知県一宮市丹陽町伝法寺911ー2

［代表者名］ 

［設立年月］ 

［資 本 金］ 

［従業員数］ 

［業務内容］ 

（一宮南支店お取引先） 

植田　常幸 

1970年11月 

50百万円 

108人 

合成樹脂原料販売及び加工 

 

 

新規会員 
生年月日 
出 身 地  
趣　　味 

： 植田　尚幸 
： 1979年5月17日 
： 愛知県 
： ゴルフ、釣り 
 

TEL：0586-77-4033

会社紹介 

www.eikoubussan.jp

新規会員 
役 職 名  
生年月日 
出 身 地  
趣　　味 

： 中西　芳比朗 
： 代表取締役 
： 1961年7月16日 
： 三重県 
： 旅行、スキー 

中京21世紀クラブ　新規入会企業のご紹介
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　弊社は、主に自動車・船外機・産業機器のアルミ

製品（ダイカスト・低圧鋳造・砂型）を製作している鋳

造メーカーです。アルミ製品のことでしたら設計・試

作開発から量産品まで、お客さまのニーズに合わせ

た提案をさせていただいております。

　本年度は創業50周年を迎え更なる発展のため、

｢One Step Better｣ 一歩でも前進・改善を常に心

掛け、お客さまに信頼と満足を提供し続けるよう、社

員共々邁進してまいりますので、よろしくお願い申し

上げます。

株式会社神保製作所 
www.jimbo-ltd.co.jp

愛知県名古屋市中川区十一番町4丁目10番地

［代表者名］ 

［設立年月］ 

［資 本 金］ 

［従業員数］ 

［業務内容］ 

（熱田支店お取引先） 

神保　伸一 

1960年5月 

18百万円 

50人 

自動車用アルミエンジン部品製造業 

TEL：052-661-6256

会社紹介 

　弊社は、創業以来65年余にわたり時代が求める

優れた磨棒鋼・特殊鋼を世に送り出し、お客さまに｢お

役立ち｣をしてまいりました。現在は卸売商社として

材質・寸法・納期等々お客さまのニーズにあわせた

ご提案、きめ細かなフォロー、即納体制を心掛け社員

一丸となり日々邁進しております。これからも弊社は

お客さまへの｢お役立ち｣をモットーに常に前進してま

いります。

司精鋼株式会社 

愛知県名古屋市港区天目町111番地

［代表者名］ 

［設立年月］ 

［資 本 金］ 

［従業員数］ 

［業務内容］ 

（八熊支店お取引先） 

加藤　周弘 

1940年5月 

27百万円 

10人 

磨棒鋼卸売 

新規会員 
役 職 名  
生年月日 
出 身 地  
趣　　味 

： 加藤　雅之 
： 取締役部長 
： 1968年8月14日 
： 愛知県 
： ドライブ、球技観戦、落語鑑賞 

TEL：052-301-1231

会社紹介 

新規会員 
役 職 名  
生年月日 
出 身 地  
趣　　味 

： 神保　伸一 
： 代表取締役 
： 1963年4月13日 
： 愛知県 
： ゴルフ、旅行、魚釣り 
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MURC Report [Mitsubishi UFJ Research [Mitsubishi UFJ Research＆Consulting Report] MURC Report [Mitsubishi UFJ Research＆Consulting Report] 

2009年度は、08年度後半の生産縮小が在庫調整の一巡とともに終息し、景気の急激な悪化が一服してく

る。しかし、設備投資や雇用の厳しい調整が続くため、景気の回復は非常に緩やかなものにとどまり、底

這い状態が続くだろう。また、08年度後半の大幅なマイナス成長によって、09年度はマイナスのゲタを履

いてスタートするため、実質成長率は－4.9％、名目成長率も－5.2％と2年連続で大幅なマイナス成長を予

想する。

世界の金融市場の混乱は各国の協調した政策対応もあり、2010年に向けて徐々に落ち着くだろうが、そ

れでも世界経済成長率はマイナス成長が見込まれ、日本からの輸出は大幅減が避けられないだろう。輸入

が減少しても、外需寄与は2008年度に続いて大幅なマイナスになると予想する。

輸出の大幅減を背景に生産も2年連続の大幅な減少が見込まれる。企業の収益環境は極めて厳しく、経常

利益は3年連続の減益が見込まれ、減少幅も08年度に続いて大きくなるだろう。在庫調整が一巡し生産の急

速な減少は一服してくるが、それでも低水準の推移が続き、収益環境は極めて厳しい状況が続く。過剰設

備の調整が続くため、設備投資は2年連続で大幅な減少が避けられないだろう。

総額2兆円の定額給付金が給付され、過去最大規模の住宅ローン減税も始まる。しかし、これらの対策は、

個人消費や住宅投資の落ち込みを和らげる効果はあっても、大きなプラス効果は期待しにくい。企業の収

益環境の厳しさを背景に、雇用環境は悪化が続き、賃金やボーナスの減少幅が拡大する。所得環境は一段

と厳しさを増し、個人消費は減少する。また、住宅購入意欲の低迷と住宅供給業者の慎重な姿勢が続き、

住宅投資は5年連続の減少が予想される。

2010年度になると、世界の金融市場も落ち着きを取り戻し、米国の住宅価格も下落幅が縮小し、下げ止

まりに向かうと想定した。各国の経済

対策の効果もある程度現れ、世界経済

の成長率はプラス成長に戻るだろう。

輸出の増加によって日本経済にも持ち

直しの動きが出て、個人消費や設備投

資も緩やかながら拡大してくる。もっ

とも、世界経済の成長率は2000年代半

ばの5％成長に比べれば低水準にとど

まるため、日本が2％成長軌道に戻る

のは難しい。2010年度の実質成長率

は＋1.1％、名目成長率は＋0.4％を予

測する。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング　調査部）

2009/2010年度の経済見通し

（年、四半期） 
（出所）内閣府「四半期別GDP速報」 

（前期比、％） 実質GDP成長率（前年比）の見通し 
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（年、四半期） 
（出所）内閣府「四半期別GDP速報」 
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（年、四半期） （注）　シャドー部分は内閣府による景気後退期 
　　　　81～94年：固定基準年方式、95年～：連鎖方式 
（出所）内閣府「四半期別GDP速報」 

（前年比、％） 

グラフで見る景気予報

MURC Report [Mitsubishi UFJ Research [Mitsubishi UFJ Research＆Consulting Report] MURC Report [Mitsubishi UFJ Research＆Consulting Report] 

1．景気全般　～景気は急速に悪化している～

2008年10～12月期の実質GDP（1次速報）は前期比－3.3％（同年率－12.7％）と、第１次石油ショッ
ク時以来の大幅なマイナス成長となった。輸出が欧米に加えてアジアなどの新興国向けも不振に陥り、
成長率を大きく押し下げた。設備投資は四半期連続で減少し、個人消費も雇用環境の悪化を受けて減少
に転じた。企業による生産活動の抑制は続いており、日本経済は厳しい調整を迫られている。
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MURC Report [Mitsubishi UFJ Research [Mitsubishi UFJ Research＆Consulting Report] MURC Report [Mitsubishi UFJ Research＆Consulting Report] 

2．生産　～急減している～

1月の鉱工業生産は、輸送機械、一般機械、電子部品・デバイス等の輸出の主力業種を中心に全業種
で減少し、前月比－10.0％と1955年の統計開始以来最大の落ち込みを3ヶ月連続で更新した。生産予測
調査では2月も減少が続くが、3月は増加に転じる見込みで（前月比－8.3％、同＋2.8％）、さすがに下げ
止まる可能性がある。しかし、内外需要の低迷が続くため本格的に回復するには至らない。

3．雇用　～急速に悪化している～

1月は、雇用者は前月比－10万人と減少したが、自営業主や家族従業者が増加して、就業者は同＋26
万人と増加した。昨年11月、12月に増加が続いた失業者は前月比－13万人と減少し、完全失業率は同
0.2ポイント低下して4.1％となった。しかし、企業活動が低迷する中、製造業では雇用過剰感が強まっ
ており非正規労働者を中心に人員削減の動きが広がっている。雇用環境は今後も悪化が続くだろう。

（出所）総務省「労働力調査」 （年、月次） 

（季節調整値、万人） （季節調整値、%） 
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（出所）総務省「労働力調査」 （年、月次） 

6460 

6440 

6420 

6400 

6380 

6360 

6340 

6320 

6300

115 

110 

105 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

65

（2005年=100　季節調整値） 鉱工業生産 

05 06 07 08 09

（年、月次） （注）「×」は製造工業生産予測調査結果から試算した予測 

（出所）経済産業省「経済産業統計」 
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MURC Report [Mitsubishi UFJ Research [Mitsubishi UFJ Research＆Consulting Report] MURC Report [Mitsubishi UFJ Research＆Consulting Report] 

4．賃金　～減少している～

1月の一人あたり現金給与総額は前年比－1.3％と3ヶ月連続で減少した。製造業などで残業時間が大
幅に減少していることを反映して所定外給与が前年比－14.8％と90年以降で最大の減少率となり、全体
を押し下げた。ボーナスなどの特別給与も前年比－3.8％と減少が続き、基本給である所定内給与は
同－0.1％と1年3ヶ月ぶりに減少に転じた。企業収益の減少を反映して賃金は今後も減少が続こう。

5．個人消費　～弱含んでいる～

1月の二人以上の世帯の実質消費支出は、パソコン、テレビなどの教養娯楽費は増加したものの、自
動車購入費、贈与金などの交際費、携帯電話使用料などが減少したため、前月比－0.8％と減少した。
物価は今後下落へ転じると見込まれるが、雇用環境の急速な悪化を背景に所得環境は厳しさを増すと考
えられ、個人消費は今後も弱含みで推移するだろう。

実質消費支出（二人以上の世帯）と消費総合指数 

112 
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94 

 

実質消費支出（二人以上の世帯、2005年＝100） 

消費総合指数（2000年＝100） 

四半期平均 

（年、月次） 
（出所）総務省「家計調査報告」、内閣府 

（基準年=100、季節調整値） 

0905 06 07 08

（年、月次）（注）名目賃金指数から計算

（出所）厚生労働省「毎月勤労統計」

現金給与総額と所定内・所定外給与 
（前年比、%） （前年比、%）

現金給与総額（一人当たり、左目盛）
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MURC Report [Mitsubishi UFJ Research [Mitsubishi UFJ Research＆Consulting Report] MURC Report [Mitsubishi UFJ Research＆Consulting Report] 

6．住宅投資　～着工は減少～

10～12月期の住宅投資（実質ＧＤＰベース）は、前期比で＋5.7％と2四半期連続で増加した。これは、
住宅投資が進捗ベースで計られるため、昨年前半の着工の持ち直しが遅れて効いてきたことによる。1
月の住宅着工戸数は、前年比－18.7％と大幅に減少した（年率95.7万戸）。景気後退色が強まる中、住宅
市場は需要サイド、供給サイドともに収縮しており、住宅投資の基調は弱い。

7．設備投資　～減少している～

10～12月期の設備投資（実質ＧＤＰベース）は前期比－5.3％と4四半期連続で減少した。先行する機
械受注（船舶・電力除く民需）は12月も前月比－1.7％と減少に歯止めがかからず、10～12月期は前期
比－16.7％と急減した。内閣府の調査では1～3月期は同＋4.1％と増加が見込まれているが、下振れる可
能性がある。企業業績の悪化と設備過剰感の高まりを背景に、今後も設備投資の減少が続く。

機械受注と設備投資 
（兆円、季節調整値） （兆円、季節調整値） 
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設備投資（実質、右目盛） 

機械受注（船舶・電力を除く民需） 

（左目盛） 四半期平均 

内閣府 
見通し 

05 09080706

（年、四半期・月次） 
（出所）内閣府「四半期GDP速報」、「機械受注統計」 
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住宅着工 

新設着工（季節調整済年率換算、右目盛） 

持家 

分譲（戸建＋マンション） 

貸家 

新設住宅着工 

（年、月次） （出所）国土交通省「建設着工統計」 
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8．公共投資　～減少基調にある～

10～12月期の公共投資（実質ＧＤＰベース）は前期比－0.6％と小幅減少に転じた。08年度第１次補
正予算による追加経済対策の影響もあり、1月の公共工事請負額は、前年比＋1.9％と増加しているもの
の、2009年度政府予算案（国）の公共事業関係費が前年比実質－5.2％、地方財政計画でも投資的経費
（単独事業分）が同－3.0％に抑制される見込みであり、来年度も減少基調が続こう。

9． 輸出　～大幅に減少している～

1月の輸出金額は前年比－45.7％と大幅に減少した。欧米向けは大幅な減少が続き、アジアなどの新
興国やロシア、中東などの資源国向けも減少幅が拡大した。商品別では自動車を始めとしてほぼすべて
の主要商品で大幅な減少が続いた。世界的な不況の広がりを背景に、欧米向けに加え新興国や資源国向
けも不振が鮮明になっており、輸出はしばらく減少が続くだろう。
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（季節調整値、右目盛）
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（出所）財務省「外国貿易概況」
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（兆円）（前年比、%） 公共投資と公共工事請負額 

実質公的固定資本形成（右目盛）

地方（左目
国（左目盛

合計（左目

（注）国は公団・独立行政法人を含む、地方は都道府県、市区町村、地方公社の合計
（出所）内閣府「四半期別GDP速報」、保証事業会社協会「公共工事前払金保証統計」

（年、四半期・月次）
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中 京 か わ ら 版 

国立大学法人名古屋工業大学（学長　松井信行）と当行は、２月５日に地域経済の活性化や地域貢献

を推進するため、「産学連携に関する基本協定書」を締結いたしました。 

両者におきましては、本協定締結以前から地域の活性化に向けて様々な取組みを展開しておりますが、

この協定を機に一層の連携を図り、名古屋工業大学において生み出された技術シーズやノウハウをお客

さまにおいて実用化するための活動を推進してまいります。 

 

１．業務提携の目的 

お客さまが抱える技術的な課題やニーズについて、名古屋工業大学が有する技術シーズやノウハ

ウを紹介することにより、課題解決や経営基盤の強化・育成を支援してまいります。 

 

２．業務提携の内容 

・名古屋工業大学において生み出された技術シーズやノウハウを企業において実用化するために、

お客さまとの間において、技術相談、共同研究、受託研究及びその他産学連携に係る事業を行い

ます。 

・名古屋工業大学教員を講師として、中京さかえ会、中京２１世紀クラブ会員向けのセミナーにお

いて技術シーズや産学官連携センターの機能をご紹介します。 

・名古屋工業大学が主催するテクノフェアやフォーラム、セミナー等をご案内します。 

名古屋工業大学

お客さま

技術相談・研究開発依頼 

｢科学技術相談申込書｣ 

にて相談依頼 

・技術シーズ・教員の紹介 

・共同研究・技術開発の支援 

・知的財産の創出支援、評価、活用 

・テクノフェアやフォーラムの紹介 

・最新技術情報の提供 

中京銀行

 

名古屋工業大学との産学連携に関する協定書締結

【本件に関するお問い合わせ先】 
営業統括部　情報開発グループ 
担当：樋尾　TEL0120－809－515
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～非上場企業オーナーに朗報！相続税の納税猶予制度の創設～

日本経済を根底で支えている中小企業が、急ピッチで淘汰されています。具体的な数字を掲げますと、

20年前に536万社あった中小企業の数が、なんと413万社に激減しています。いわば、この20年間で123万

社の中小企業が、倒産あるいは廃業に追い込まれたわけです。しかも、現在生き残っている中小企業の大

半が、少子高齢化と財政赤字という二つの課題を抱えた低迷している国内市場に依存しているため、今後

10年間でさらに100万社が淘汰される見通しです。

そのため、中小企業の事業承継の円滑化と雇用の確保を図ることを目的に、『相続税の納税猶予制度』を

導入するとともに、株式等の生前贈与による事業承継を促進するために『贈与税の納税猶予制度』が創設

されました。

1 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
（1）相続税の納税猶予制度の概要

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の認定を受けた中小企業（下表の資本金ま

たは従業員数のいずれかに該当）の後継者（経営承継相続人）が、非上場会社を経営していた被相続

人から相続等より、その会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継相

続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等（相続開始前から既に保有し

ていた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式等の3分の２に達するまでの部分＝特例適

用株式）に係る課税価格の80％に対応する相続税の納税が猶予される制度が創設されました。

2009年度税制改正のポイント
（その1）

トピックス

税理士法人　中央総研　
理事長 小 島 興 一

（公認会計士･税理士）

（注）上記に該当する場合であっても、次のような資産管理会社（事業実態のある会社は除く）は、
　　　適用対象とはなりません。 
　　　※1　有価証券、不動産、現預金等の合計額が、総資産額の70％を占める会社 
　　　※2　※1の運用収入の合計額が総収入金額の75％以上を占める会社 

下記業種を主たる事業とする会社・個人 

①製造業、建設業、運輸業その他 

②卸売業 

③サービス業 

④小売業 

⑤その他政令で定める業種 

 

資本金額 

3億円以下 

1億円以下 

5千万円以下 

5千万円以下 

政令で定める金額以下 

 

常時使用する従業員数 

300人以下 

100人以下 

100人以下 

50人以下 

政令で定める人数以下 
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（2）納税猶予される税額

実際に相続が発生した場合に納税猶予となる相続税額というのは、経営承継相続人が特例適用株式

だけを相続により取得したものとして計算した相続税額から、その特例適用株式の20％のみを相続す

るものとして計算した相続税額を控除した差額の税額です。

具体的な事例を掲げて、この納税猶予額をご説明しましょう。

①　特例が適用される株式（特例適用株式）

（イ）発行済議決権株式の3分の2に達するまでの株式数

発行済株式数300,000株×2／3－Aの既保有株式数20,000株＝180,000株

（ロ）相続により取得した株式数　　250,000株

（ハ）上記（イ）と（ロ）のうち少ない株式数　　180,000株

（特例が適用される株式の額は、180,000株×1,000円＝18,000万円）

②　納税猶予となる相続税額

（イ）長男Aが特例適用株式180,000株だけを相続した場合の相続税額

経営承継相続人である長男Aが、18,000万円（180,000株×1,000円）だけを相続した場合、長男Aが負

担すべき相続税額は、3,480万円（計算過程省略）。

（ロ）長男Aが上記180,000株の20％（36,000株）だけを相続した場合の相続税額

180,000株の20％である36,000株（3,600万円）だけを相続した場合、長男Aが負担すべき相続税額は、

304万円（計算過程省略）。

上記財産に対して長男Aと長女Bに対して課される相続税の総額は、9,800万円で、そのうち長男Aが

負担する相続税額は6,860万円である。 

　　9,800万円×28,000万円／40,000万円＝  6,860万円 

（注）甲社の発行済議決権株式は300,000株であるが、長男Aは数年前から20,000株を保有していたの

で、このたびの相続によって被相続人所有の250,000株（1株当りの株価1,000円）全株を取得した

ため、保有株式は270,000株となった。 

（事例） 

　非上場会社甲社の経営承継人である長男Aと経営承継しない長女Bが、創業者甲の遺産4億

円を次のとおり相続することになった。 

 

Bの取得財産 

－　　 

12,000万円 

12,000万円 

Aの取得財産 

25,000万円 

3,000万円 

28,000万円 

 

甲社株式250,000株（注） 

その他の財産 

相続財産合計 

合　計　 

25,000万円 

15,000万円 

40,000万円 
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（ハ）納税猶予となる相続税額

（イ）特例適用株式のみを相続した場合の相続税額3,480万円から、（ロ）特例適用株式の20％だけを

相続した場合の相続税額304万円を控除した残額である納税猶予税額は3,176万円である。

上記事例の納税猶予額を図示すると、次のとおりです。

③　経営承継相続人Aが、納付すべき相続税額

（イ）本来負担すべき相続税額・・・6,860万円

（ロ）納税猶予となる相続税額・・・3,176万円

（ハ）Aが納付すべき相続税額＝（イ）6,860万円－（ロ）3,176万円＝3,684万円

（3）相続税の納税猶予制度の適用要件

①　適用対象となる相続

納税猶予制度は、相続開始後（申告期限までの間）次の要件を満たし、経済産業大臣の認定を受け

た場合に限って、適用されます。

②　納税猶予税額の免除

経営承継相続人が、次のとおり相続税の法定申告期限から5年間の事業継続要件を 満たし、かつ、

その後納税猶予の対象となった株式等を死亡時まで保有しつづけた場合、会社が破産または特別清算

した場合、対象株式の時価が納税猶予額を下回るなか、その株式の譲渡を行った場合（時価を超える

猶予税額のみ免除）、次の後継者に対象株式を一括贈与した場合、その納税猶予税額の納税は免除され

ます。

長男Aが甲社株式

180,000株を相続

した場合の相続税

額（X） 

　　3,480万円 

甲社株式36,000株を
相続した場合の相続
税額（Y） 
　　304万円 
 

納税猶予となる 
相続税額（Z） 
　3,176万円 
 

X－Y＝Z

①　その会社の代表者であったこと 
 
②　同族関係者と合わせて議決権株式総数の50％超
を保有し、かつ、その同族関係者（経営承継相
続人を除く）の中で筆頭株主であったこと 

①　会社の代表者であること 
 
②　被相続人の親族であること 
 
③　同族関係者と合わせて議決権株式総数の50％超
を保有し、かつ、その同族関係者の中で筆頭株
主であること 

 

経営者（被相続人） 

経営承継相続人 

中小企業基本法に定める
中小企業である同族会社
の株式の相続・遺贈 
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なお、納税猶予制度の適用を受けるためには、原則として、納税猶予の対象となった株式等の全部

を担保に供するとともに、事業継続期間は経済産業大臣の事業継続のチェックを受けるとともに毎年1

回、事業継続期間経過後は3年毎に税務署長への届出が必要となります。

③　納税猶予税額の全額または一部納付

（イ）納税猶予税額の全額納付

経営承継相続人が、相続税の申告期限から5年の間に、事業継続要件を満たさないなどにより経済産

業大臣の認定を取消された場合には、猶予税額の全額を利子税と合わせて納付することが必要となり

ます。

（ロ）納税猶予税額の一部納付

相続税の申告期限から5年間経過後、納税猶予の対象となった株式等を譲渡した場合には、その時点

で、納税猶予の対象株式に対する譲渡株式の割合に応じた猶予税額を、利子税と合わせて納付するこ

とが必要となります。

2 贈与税の納税猶予制度との関連
2009年の税制改正において、後継者が親族である先代の経営者から保有株式を一括で贈与された場

合には、『贈与税の納税猶予制度』（次回に解説します。）の適用を受けることができる制度が導入され

ました。

その仕組みは、相続税の納税猶予制度とほぼ同じで、生前に先代の経営者から株式の贈与を受けた

時点で『贈与税の納税猶予制度』を適用し、相続が発生したときに相続税の納税猶予制度にバトンタ

ッチできるようになっています。

15 1515 1515

① 代表者であること  
② 雇用の8割以上を維持すること  
③ 相続株式を継続して保有すること 
 

経営承継相続人が

死亡、会社が破産

等する時まで 

株式の保有を継続 

相続開始 申告期限 事業継続要件 

納税猶予税額の免除 

5年間 
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ご紹介企業の概要 

1．具体的な内容       

【コスト】 

工作機械メーカーとして創業。現在もねじ加工機械を製品として世に送り出しつつ、その長年のノウハウを活かし、ねじからユ

ルミ止め加工までを一貫生産。自動化、省力化を進め、製品コスト抑制に努めています。

【品質】 

当社製品の六角穴は、他社より若干深めであることから、ねじ先端が相手部材に均等に接したり、締め付け工具にしっかりマ

ッチする精度を持ちます。これが、最終ユーザーさまの使い勝手を向上し、受け入れられています。

【市場シェア】  

２mm、３mm、４mmサイズの六角穴付きボルトでは国内シェアNo.１を誇っています。

2．認証規格      

ＩＳＯ９００１（２００３年）、ＩＳＯ１４００１（２００５年）

新ＪＩＳマーク表示制度認証事業者（２００８年）

中部ＩＴ経営力大賞《優秀賞》（２００８年）、中部ＩＴ経営実践認定企業（２００９年）

愛知ブランド企業（２００９年）

【ＨＰアドレス】        http://www.ansco.co.jp/

〈セールスポイント〉 

お取引店会　社　名 株式会社 アンスコ 

高精度六角穴付きボルトや止めねじを日産１００万本生産しております。

〈具体的商品〉 

ビジネスマッチング情報 

上飯田支店 

頭部は円柱形で六角形の穴があります。

高負荷・高トルクが必要な締結部に使用

します。

頭部がなく、先端形状は丸先・平先・棒先・

とがり先・くぼみ先等があります。 

軸の面に垂直方向に止める場合に使用

します。

ねじのゆるみ止め加工。ナイロン系であり、

繰り返し使用可能です。

【六角穴付きボルト】 【六角穴付き止めねじ】 【Ａ－ＮＤ（ユルマナイ）】 
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当社は、工作機械・専用機・半導体装置等の大物機械部品を最新鋭の機械にて加工すると共に、材料から製缶・加工まで
一貫生産いたします。

ご紹介企業の概要 

１．具体的な内容     

　近年、高い精度を要求される加工品に対応するため、上記のような最新機種を積極的に導入してまいりました。また、機械台

数を増やすことで、多品種少量、短納期という要望にもお応えしております。 

　さらに、加工品の大形化による重量品に対しても３０ｔ天井走行クレーンを完備し、他に類をみない設備環境となっております。

　製缶品においては、材料手配→製缶→熱処理→機械加工を一貫して行うことで、製作に対する手間やコストを減らし、これま

で以上に柔軟かつ的確な対応を行っております。

【ＨＰアドレス】         http://www.chubuss.jp

〈セールスポイント〉 

〈最新設備〉 

お取引店会　社　名 株式会社 中部製作所 富 田 支 店  

ビジネスマッチング情報 

門幅3,050mm×長さ8,100mm×高さ2,450mm 

大形の加工物を対象とした５面加工門形マシニングセンタ。高

剛性かつ高精度な構造をしており、重切削はもちろん高速、高精

度加工が可能。また、豊富なアタッチメントにより高能率で広域

複合加工を実現した機械です。

【ＭＣＲ－ＢⅡ】 

門幅3,550mm×長さ8,100mm×高さ2,250mm 

左のMCR‐BⅡと同タイプであるが、門幅3,550mmと他

に類を見ない最新鋭超大形機。従来ある加工領域を超

えて、特殊な超大物部品加工に対応いたします。

【ＭＣＲ－ＢⅡ35E】 

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下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。） 

連絡先　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

1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717 1717
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ホームページ　http://www.chukyo-bank.co. jp/
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