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地域社会と共に
　新たな飛躍を目指して

新年ごあいさつ

取締役頭取 深町 正和

　平成24年の年頭にあたり謹んで新年のご挨
拶を申しあげます。
　さて、昨年のわが国経済を振り返りますと、3月
11日の東日本大震災による甚大な被害やサプラ
イチェーンの寸断、電力供給不足などで大幅な
景気減退を余儀なくされました。夏場以降は、一
部で持ち直しの動きが見られましたが、その後も
タイの洪水被害や欧州債務危機など経済の下
振れ要因が続き、厳しい一年となりました。
　こうした中、当行は第14次長期経営計画
（“ひたむき中京・絆”計画）の最終年度を締め括
るべく、コンサルティング機能の発揮や貸出条件
の変更への対応など、金融面からお客さまをご
支援する施策に取り組んでまいりました。また、
昨年１０月には基幹系システムを更改し、共同シ
ステムセンターに移行いたしました。システム更
改の際にはATMの休止などで皆さまにご不便
をおかけしましたが、無事に更改を終えることが
できましたのも、ひとえに皆さまのご支援ご理解
の賜物と感謝いたしております。

　今年を展望しますと、国内では円高による産
業空洞化の懸念や株安などの不安材料もあり
ますが、一方で震災復興の本格化や製造業の
生産活動の本格的回復などにより景気回復が
期待されます。世界的に経済変動が激しい時
代となり、国内経済にも大きな影響が予想されま
すが、当行は地域に根ざした金融機関として、
皆さまと共に地域経済を盛り上げてまいりたいと
考えております。
　本年は当行にとって、第15次中期経営計画
のスタートの年となります。この計画では、第14
次長期経営計画で目指してまいりました「お客さ
まが“一番に相談したい銀行”」を発展させ、より
一層お客さまのお役に立てる銀行として、地域
社会と共に新たな飛躍を目指していく所存でご
ざいます。
　引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願
い申しあげます。

新年ごあいさつ
　中京銀行 取締役頭取　深町正和

東海エコノミック・レポート
　●2012年の経済見通し
　  ～欧州債務危機にカップリングする東海経済～
　●65歳までの再雇用義務化の是非
　●旬 まる分かり！ＮＥＷＳ
　●2012年の中国経済
　●コンサルティング情報
　 打ち手が見えない社長のための「付加価値を生み出す思考法」

税制トピック
　２０１２年度税制改正案の概要（その1）　

お客さまからのメッセージ
　あおい交通 株式会社　代表取締役　松浦 秀則 様

中京21世紀クラブ新規入会企業のご紹介
　株式会社 サンワクリエイト
　宝交通 株式会社
　株式会社 三輪設計事務所
　株式会社 タック

ビジネスマッチング情報
　株式会社 美装
　睦化学工業 株式会社

1

2

9

13

14

16



地域社会と共に
　新たな飛躍を目指して

新年ごあいさつ

取締役頭取 深町 正和

　平成24年の年頭にあたり謹んで新年のご挨
拶を申しあげます。
　さて、昨年のわが国経済を振り返りますと、3月
11日の東日本大震災による甚大な被害やサプラ
イチェーンの寸断、電力供給不足などで大幅な
景気減速を余儀なくされました。夏場以降は、一
部で持ち直しの動きが見られましたが、その後も
タイの洪水被害や欧州債務危機など経済の下
振れ要因が続き、厳しい一年となりました。
　こうした中、当行は第14次長期経営計画
（“ひたむき中京・絆”計画）の最終年度を締め括
るべく、コンサルティング機能の発揮や貸出条件
の変更への対応など、金融面からお客さまをご
支援する施策に取り組んでまいりました。また、
昨年１０月には基幹系システムを更改し、共同シ
ステムセンターに移行いたしました。システム更
改の際にはATMの休止などで皆さまにご不便
をおかけしましたが、無事に更改を終えることが
できましたのも、ひとえに皆さまのご支援ご理解
の賜物と感謝いたしております。

　今年を展望しますと、国内では円高による産
業空洞化の懸念や株安などの不安材料もあり
ますが、一方で震災復興の本格化や製造業の
生産活動の本格的回復などにより景気回復が
期待されます。世界的に経済変動が激しい時
代となり、国内経済にも大きな影響が予想されま
すが、当行は地域に根ざした金融機関として、
皆さまと共に地域経済を盛り上げてまいりたいと
考えております。
　本年は当行にとって、第15次中期経営計画
のスタートの年となります。この計画では、第14
次長期経営計画で目指してまいりました「お客さ
まが“一番に相談したい銀行”」を発展させ、より
一層お客さまのお役に立てる銀行として、地域
社会と共に新たな飛躍を目指していく所存でご
ざいます。
　引き続き変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願
い申しあげます。

新年ごあいさつ
　中京銀行 取締役頭取　深町正和

東海エコノミック・レポート
　●2012年の経済見通し
　  ～欧州債務危機にカップリングする東海経済～
　●65歳までの再雇用義務化の是非
　●旬 まる分かり！ＮＥＷＳ
　●2012年の中国経済
　●コンサルティング情報
　 打ち手が見えない社長のための「付加価値を生み出す思考法」

税制トピック
　２０１２年度税制改正案の概要（その1）　

お客さまからのメッセージ
　あおい交通 株式会社　代表取締役　松浦 秀則 様

中京21世紀クラブ新規入会企業のご紹介
　株式会社 サンワクリエイト
　宝交通 株式会社
　株式会社 三輪設計事務所
　株式会社 タック

ビジネスマッチング情報
　株式会社 美装
　睦化学工業 株式会社

1

2

9

13

14

16



東海エコノミック・レポート

　足元の国内景気は、震災関連の復旧・復興需要によっ

て急速に持ち直している。サプライチェーンの復旧に伴う

自動車産業の増産に加え、住宅投資や個人消費も堅調

に推移し、2011年７～９月期の実質ＧＤＰ成長率は前期

比年率で５.６％増と大幅なプラス成長となった。生産の回

復に伴って輸出も急増し、緩やかな回復が続いている。

　しかし、年度後半に入ると、景気の拡大ペースが弱ま

り、停滞局面入りする見込みである。個人消費の押し上

げ効果が一巡し、所得の伸び悩みにより消費は大幅に

鈍化する見通しとなっており、企業の設備投資も経営者

の慎重姿勢を反映し、小幅な伸びにとどまる見込みであ

る。外需も、海外景気の伸びが鈍化することに加え、円高

水準が続き、輸出が伸び悩む可能性が高く、景気を大き

く押し上げるまでの効果は期待できない。

　復興需要の中心となる公共投資は、第３次補正予算

の成立を受け、堅調に推移して景気全体を下支えすると

みられる。それでも、2011年度の実質ＧＤＰ成長率は前年

比－0.4％と２年ぶりのマイナス成長になるとみられる（図

表１）。物価上昇率を加味した名目ＧＤＰ成長率は前年比

－2.3％に低下する見込みである。

　一方、東海経済にとっては厳しい状況が続いている。

タイ洪水による自動車生産への影響は年明けまで残り、

復興のための公共投資や政府支出は被災地が中心と

なり、東海など他地域への波及効果は小さい。また、2012年

4月以降のエコカー減税の縮小やボーナス支給の低迷に

より、自動車販売など消費を取り巻く環境は悪化する見

通しで、足元の景気のけん引役は今後弱含む可能性が

高い。足元の景気がスローダウンした後の景気は、外需

と為替相場にかかっている（図表２）。

■図表１ 日本経済の見通し（実質GDP成長率） ■ 図表２ 鉱工業生産指数（季節調整値）

足元の景気の現状と見通し

２０１２年の経済見通し
～欧州債務危機にカップリングする東海経済～

　輸出先となる海外市場の先行きには不透明感が漂っ

ている（図表３）。世界経済の下振れリスクは欧州の債務

危機だが、このまま収束に向かうかは予断を許さず、ＩＭＦ

の支援を必要とする局面も想定される。仮に支援スキー

ムが出来上がったとしても、南欧向けの与信を多く抱える

仏独の金融機関への影響は避けられず、貸し渋りと緊縮

財政による欧州経済の長期低迷は確実だろう。

また、欧州景気はユーロ安の恩恵を十分に享受できてい

ないこともマイナスである。主要な輸出先である米国やア

ジアでの需要停滞から輸出が低迷しているためだが、ド

イツに関しては輸出が堅調で景気は底堅く、金融市場の

混乱が収まれば、ユーロ安を背景にさらに輸出が増加し、

ユーロ圏経済の下支えとなる役割が期待される。

　一方、東海地域の最大の輸出先である米国では、ガ

ソリン価格の下落などもあり、自動車販売など個人消費

が回復に転じている。年末のクリスマス商戦の出足も好

調で、ＧＤＰの７割を占める個人消費の回復に期待が高

まっている。また、企業業績は好調を維持し、設備投資も

順調に増加している。

　しかし、米国経済もこのまま一本調子に回復が続くか

どうかは依然不透明である。背景には、住宅市場の低

迷や失業率の高止まりがあり、家計の債務が低下傾向

となっていても消費の先行きに自信が持てない要因とな

っている。米国経済の回復が本格化してくれば、アジア

や欧州の景気にとっては大きなプラス要因となる。

　中国をはじめとした頼みの新興国は、インフレ懸念が

依然として根強く、物価上昇圧力が残っている。内需が

堅調で９％前後の成長率を達成する見通しで、３年ぶり

に金融緩和へ舵を切っているが、不動産バブルへの警

戒感は解いていないため、金融引き締めの姿勢を大きく

転換するのは難しい状況である。インフレ懸念の払拭と

消費刺激の両立という難題が当面続く可能性が高い。

■図表３ 主要国の実質経済成長率

カギを握る海外景気の動向

在庫
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（出所）内閣府「四半期別ＧＤＰ速報」
（注）（　  ）内の成長率は、ゲタを除いた年度中の成長率。

(出所)各経済産業局
(注)各経済産業局の統計資料よりＭＵＲＣで基準点を変更し作成。
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　先進国や新興国がそれぞれに問題を抱える中で、さら

に経済の混迷の度を深める要因が政治日程である。

　2012年は、米仏韓で大統領選を控えるほか、台湾でも

総統選挙があり、中国でも国家主席が交代する党大会が

開かれる。米国では与野党間の対立で従来のように選挙

前にバラマキ政策を採ることが難しく、ＴＰＰ（環太平洋経

済連携協定）交渉も含め、主要国が自国に有利な状況を

作り出そうとする保護主義的な動きを強め、各国間の駆け

引きや摩擦が為替相場や金融市場に影響を与える可能

性が高まっている。

　こうした各国の厳しい経済情勢は、元を辿れば、世界金

融危機の後始末が依然として続いていることにある。リー

マンショック後の財政出動で主要国の財政赤字が拡大し、

欧州の債務問題が深刻化している。今後も民間の格付け

会社の格下げに相場が乱高下する展開が予想され、

マーケットは今年も波乱含みとなりそうだ。

　2012年の世界経済は、中国やドイツなど一部の国を除

き、欧州の債務危機にカップリング（連動）し、低成長にとど

まるだろう。米国は緩やかな回復が続くが、日本からの輸出

が増えれば円高の再燃も懸念されるため、日本企業は現

地生産で対応することが原則となる。従って、外需の回復

が輸出増に直結せず、輸出の伸び悩みによって地域経済

への波及も弱いものとなるだろう。

　2012年度の日本経済は、前半は官公需を中心とした復

興需要が下支えするが、年度後半は、景気のけん引役が

官公需から民需、外需に上手くバトンタッチできるかがポイ

ントとなる。外需はやはり米国市場が重要で、米景気が着

実に回復すれば底堅さが徐 に々アジアや欧州にも波及し、

輸出環境は好転する可能性もある。海外景気の先行き不

透明感が後退してくれば、円高圧力も次第に弱まる可能

性はある。ただし、欧州の債務問題が金融市場を揺るが

す可能性も高く、保護主義的な動きも日本経済の外需主

導の回復パターンを難しくするだろう。

　2012年度の実質成長率は、力強さに欠き、前年比＋1.8％

にとどまると予想される。名目成長率は前年比＋1.5％まで

高まるが、デフレーターは－0.3％と小幅だがマイナスが続く

見通しで、デフレ解消までは至らないだろう。さらに、2013

年度の実質成長率は前年比＋1.6％とほぼ同じペースでの

緩やかな回復が続く見通しとなっている（図表１）。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

エコノミスト 内田俊宏）

東海エコノミック・レポート

海外での政治日程も重石に 2012年も米景気の回復頼み

　厚生労働省は、企業に対し、希望者全員を65歳まで

再雇用するよう義務化する方針を打ち出した。

　厚生年金の定額部分は2001年から段階的に支給開始

年齢が引き上げられているが、報酬比例部分も2013年度

には61歳へ引き上げられ、その後も３年ごとに１歳ずつ

上がり、2025年度に男性は65歳まで引き上げられる。多

くの企業の定年は60歳であり、年金の支給開始年齢の

引き上げに伴って、定年後に無収入・無年金となる空白

期間を生じさせないための措置である。

　今回の方針が出てきた背景には、年金財政の厳しい

現状がある。高齢化により日本の平均寿命は欧米に比

べて伸びている一方で、少子化により保険料を負担す

る現役世代は減少傾向にある。現行制度のままで推移

すれば、年金財政はさらに逼迫することが確実な情勢

である。

　年金財政を健全化するための手段は限られている。

デフレで賃金が伸び悩む中で、保険料の引き上げで収

入を増やすだけで対応することは難しく、極力支出を減

らすことが基本となる。今回出てきた支給開始年齢の引

き上げに加え、物価下落の年金受給額への反映や、高

所得者への年金課税の強化も必要だろう。すでに、米

国や英独などでは、支給開始年齢が67～68歳となるこ

とが決まっており、平均寿命の長い日本での取り組みの

遅れが目立っている。

　たしかに、65歳までの再雇用の義務化方針は、年金

受給者を保険料負担者に置き換えるという点で合理的

といえる。しかし、いまの日本企業に希望者全員を再雇

用する余裕があるかは疑問である。高齢者の雇用を延

長して、結果的に人件費の総額が増えれば、新卒採用

や非正規雇用にしわ寄せが出る可能性が高い。

　65歳までの再雇用の義務化は、年金制度の制度設

計の歪みを企業に

ツケ回しをしている

とみることもできる。

結局、企業へのツ

ケは若年雇用への

しわ寄せとなって顕

在化する可能性が

高い。人件費増を

避けて海外に生産

拠点をシフトする企

業も増えることになり、円高による製造業の空洞化を後

押しする恐れがある。

　現行の年金制度の問題の本質は世代間格差にある。

不足する年金財源を穴埋めしてきた結果、国債残高も

増加し、ただでさえ将来世代の負担が増加している。負

担と給付両面で高齢者が有利な制度設計を変更しな

い限り、年金問題の解決は難しいだろう。

　加えて、異なる業界への再就職を支援するような職

業訓練や、高齢者の労働市場の流動化を同時に進め

ることも不可欠である。その場合、職種が異なる場合で

も労働の質が同じであれば同一の賃金を支払う同一価

値労働同一賃金が基本となる。

　さらに、前提条件として高齢者が活躍できる雇用の

場を創出することが不可欠である。新成長戦略で示し

たような成長分野への重点投資によって、国内の雇用

のパイを広げるとともに、仕事と家庭の両立だけではな

い高齢者のワークライフバランスの創造が重要になる。

高齢になっても働き続けることで自己実現をできるような

経済社会や価値観の再構築が必要だろう。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

エコノミスト 内田俊宏）
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「６５歳までの再雇用義務化の是非」
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　2012年は世界的に選挙イヤーである。1月の台

湾の総統選を皮切りに3月にロシア大統領選、4月～

5月にフランス大統領選、11月に米国大統領選、そ

して12月に韓国大統領選と目白押しであり、各国

で新政権が誕生する。そして、中国でも、秋の共

産党大会において、10年に一度の政権交代が行

われる。革命第4世代と言われる胡錦濤・温家宝

両氏に代わって第5世代の習近平・李克強両氏が

政権を担当することになる見通しだ。

　円滑な政権交代には経済の安定が欠かせな

い。そんな中国経済にとって目下、大きなリスク要

因のひとつが欧州経済だ。債務危機に揺れる欧

州は中国の輸出の約2割が向かう重要な市場で

ある。欧州債務危機の深刻化は輸出の鈍化を通

じて中国経済の足を引っ張る可能性がある。

　さらに、欧州経済混乱の影響は単に貿易といっ

た実体経済面にとどまらず、金融面にも及んでい

る。危機の深刻化とともに、世界的に投資資金のリ

スク回避傾向が強まる中で、新興国市場から資

本流出が起こっている。

　中国の場合も資本規制をかいくぐり、資本の流

出が起こっている可能性が指摘されている。実際、

中国の外貨準備高が9月末に3兆2,017億ドルと前

月末の3兆2,625億ドルから約600億ドル減少した

要因を簡便法で検証してみると黒字（＝入超）を

計上している貿易収支と直接投資以外の部分（≒

ホットマネーなど）で資本が流出していた可能性

が示唆される。

　ただし、若干の資本流出はインフレ圧力の緩和

につながる面もあるようだ。中国はリーマン・ショック

を大胆な財政・金融政策で乗り切りＶ字回復を遂

げたものの、その後その副作用ともいうべきインフレ

加速に直面していた。これに対して厳しい引締め

政策で対応する中で、欧州債務危機に端を発する

世界経済低迷の影響も顕在化し、中国政府は物

価と景気両睨みの難しい政策運営を強いられてき

た。しかし、食品価格が落ち着きつつある中で、直

近ピークの7月に前年比6.5％にまで加速していた消

費者物価上昇率も10月には5.5％にまで低下した。

　こうしたインフレ圧力の緩和を背景に中国人民

銀行（中央銀行）は11月末に2008年12月以来、約

3年ぶりとなる預金準備率の引下げを発表した

（実施は12月5日から）。世界経済の先行きには依

然として不透明感があるものの、金融政策の軸足

がインフレ抑制から景気サポート寄りにシフトする

中で、2012年の中国経済は8％台後半の巡航速

度での成長が見込まれる。

　2012年の干支は「辰」。中国社会では「辰」は

権力と富を象徴する縁起の良い干支とされ、出生

数が例年より数％増えるという説もある。また幸運

と財産を呼び込むために大々的なイベントを行う

企業も増えるという。中国の諺に曰く「天生我才必

有用（天が生んでくれたからには必ずや役に立つ

ことがある）」と。縁起を担ぎつつも、様々な課題に

ひるまず進む中国の力強さの源にはこうした信念

もあるのだろう。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

研究員 野田麻里子）

２０１２年の中国経済まる分かり！NEWS 内田先生に、最近起きたニュースについて
解説をしていただきます。旬

　師走が近づいた大阪ダブル選挙では、大阪維

新の会が圧勝し、橋下市長と松井知事が誕生し

た。所信表明演説では、大阪都構想の実現を目指

す姿勢を明らかにしたほか、府市統合本部の最高

顧問に堺屋太一元経済企画庁長官、顧問には元

経済産業省官僚の古賀茂明氏を起用する方針を

明らかにしている。いよいよ動き出した大阪都構想

だが、どういう構想なのだろうか。

　具体的には、政令指定都市の大阪市と堺市を

解体して、中核市程度の権限を持つ「特別自治

区」（大阪市は８～９、堺市は２～３程度）に再編し、

他の市町村も人口３０万人規模の中核市に再編

する構想である。その上に、大阪都を置くという考

え方で、現在の東京都に近い仕組みがイメージで

きる。大阪都は、警察、道路整備、都市計画など広

域的な行政を担当し、大阪市と堺市の行政区の

区長は現在は市長が任命しているが、特別自治

区になれば、区議会を新設し、区長は区民が選挙

で選ぶことになる。現在よりも自由度の高い地域自

治を目指している。

　大阪都になると、どういうメリットがあるのだろうか。

橋下市長は、選挙戦で二重行政の無駄を省くとい

う主張を展開した。例えば、道路や港湾整備、市街

地の再開発などは、基本的に都道府県に権限が

あるが、政令市にも認められている。大阪の場合、

大阪市内の都市計画は大阪市が管轄し、それ以

外の地域を大阪府が担当している。このため一体

的な計画を立てにくい構造になっている。

　また、橋下市長が具体例に出す水道行政では、

府と市に同じような組織があり、行政コストの無駄も

指摘されている。これらの組織を再編することによっ

て非効率的な行政の在り方を解消する狙いがある。

東京の特別区よりも強い権限を想定しているようだ。

　そもそも大阪都構想が盛り上がってきた経済的

な背景は、一つは、財政的な問題である。大阪に

限った話ではないが、地方自治体の借金が積み上

がっており、二重行政があるとすれば無駄を省く必

要がある。特に大阪では、電機メーカーや関連部

品メーカーの多くがアジアに移転するか、もしくは海

外メーカーからの調達に切り替えており、円高の影

響を受けにくい反面、空洞化によって生産拠点や

雇用が失われ、将来にわたって税収が不安定に

なっている。さらにアジアとの国際的な都市間競争

も激化し、国内の大都市は国の規制を緩めて競争

力を強化する必要性に迫られている。

　一方、似たような中京都構想を持つ名古屋大都

市圏では、河村市長が５％減税案を提出し、市議会

でも可決された。大阪のダブル選挙のような勢いはな

いが、大阪のように、外向き（対国、対アジア）には司

令塔を一本化して強い大都市圏をつくらなければ、

国も注目してくれない。３年も市長と市議会の間で対

立の構図が続き、中京都構想が具体化してこない

中で、大阪がダイナミックに動き出していることに対す

る焦りや市民のいらだちが背景にあったとみられる。

　大阪の動きは、その他の大都市圏にとって対岸

の火事ではない。愛知県や東海３県も、円高や各

国の保護主義によって自動車産業が空洞化すれ

ば将来にわたる雇用や担税力を担保できなくなる。

都構想は国政レベルでの法改正が必要だが、住

民の意思で地域経営が動き出すことで国も無視

することが難しくなる。効率の良い地域自治で、地

域の競争力を引き上げることは不可欠である。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

エコノミスト 内田俊宏）

大阪都構想と名古屋大都市圏

●中国の輸出先別
　シェア(２０１０年）

（注）ＮＩＥｓ３：香港、韓国、台湾。
（出所）ＣＥＩＣデータをもとに筆者作成。
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　2012年は世界的に選挙イヤーである。1月の台

湾の総統選を皮切りに3月にロシア大統領選、4月～

5月にフランス大統領選、11月に米国大統領選、そ

して12月に韓国大統領選と目白押しであり、各国

で新政権が誕生する。そして、中国でも、秋の共

産党大会において、10年に一度の政権交代が行

われる。革命第4世代と言われる胡錦濤・温家宝

両氏に代わって第5世代の習近平・李克強両氏が

政権を担当することになる見通しだ。

　円滑な政権交代には経済の安定が欠かせな

い。そんな中国経済にとって目下、大きなリスク要

因のひとつが欧州経済だ。債務危機に揺れる欧

州は中国の輸出の約2割が向かう重要な市場で

ある。欧州債務危機の深刻化は輸出の鈍化を通

じて中国経済の足を引っ張る可能性がある。

　さらに、欧州経済混乱の影響は単に貿易といっ

た実体経済面にとどまらず、金融面にも及んでい

る。危機の深刻化とともに、世界的に投資資金のリ

スク回避傾向が強まる中で、新興国市場から資

本流出が起こっている。

　中国の場合も資本規制をかいくぐり、資本の流

出が起こっている可能性が指摘されている。実際、
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価と景気両睨みの難しい政策運営を強いられてき

た。しかし、食品価格が落ち着きつつある中で、直
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（実施は12月5日から）。世界経済の先行きには依

然として不透明感があるものの、金融政策の軸足

がインフレ抑制から景気サポート寄りにシフトする

中で、2012年の中国経済は8％台後半の巡航速

度での成長が見込まれる。

　2012年の干支は「辰」。中国社会では「辰」は

権力と富を象徴する縁起の良い干支とされ、出生
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２０１２年の中国経済まる分かり！NEWS 内田先生に、最近起きたニュースについて
解説をしていただきます。旬

　師走が近づいた大阪ダブル選挙では、大阪維

新の会が圧勝し、橋下市長と松井知事が誕生し

た。所信表明演説では、大阪都構想の実現を目指

す姿勢を明らかにしたほか、府市統合本部の最高

顧問に堺屋太一元経済企画庁長官、顧問には元

経済産業省官僚の古賀茂明氏を起用する方針を

明らかにしている。いよいよ動き出した大阪都構想

だが、どういう構想なのだろうか。
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響を受けにくい反面、空洞化によって生産拠点や

雇用が失われ、将来にわたって税収が不安定に

なっている。さらにアジアとの国際的な都市間競争

も激化し、国内の大都市は国の規制を緩めて競争

力を強化する必要性に迫られている。

　一方、似たような中京都構想を持つ名古屋大都

市圏では、河村市長が５％減税案を提出し、市議会

でも可決された。大阪のダブル選挙のような勢いはな

いが、大阪のように、外向き（対国、対アジア）には司

令塔を一本化して強い大都市圏をつくらなければ、

国も注目してくれない。３年も市長と市議会の間で対

立の構図が続き、中京都構想が具体化してこない

中で、大阪がダイナミックに動き出していることに対す

る焦りや市民のいらだちが背景にあったとみられる。

　大阪の動きは、その他の大都市圏にとって対岸

の火事ではない。愛知県や東海３県も、円高や各

国の保護主義によって自動車産業が空洞化すれ

ば将来にわたる雇用や担税力を担保できなくなる。

都構想は国政レベルでの法改正が必要だが、住

民の意思で地域経営が動き出すことで国も無視

することが難しくなる。効率の良い地域自治で、地

域の競争力を引き上げることは不可欠である。

（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

エコノミスト 内田俊宏）

大阪都構想と名古屋大都市圏

●中国の輸出先別
　シェア(２０１０年）

（注）ＮＩＥｓ３：香港、韓国、台湾。
（出所）ＣＥＩＣデータをもとに筆者作成。
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税理士法人 中央総研
理事長 小島 興一（公認会計士・税理士）2012年度税制改正案の概要（その１）

税制トピック

　輸入物価が上昇しているにもかかわらず価格転嫁できないデフレ環境のため、内需依存企業

の大半は苦境に追い込まれています。さらに、外需依存企業は超円高や世界経済の減速により

減収減益に追い込まれる見込みとなり、欠損法人割合は史上最悪である2010年度の74.8
％を更新することが確実視される状況にあります。
　そのため、2011年度末の国の借金は約1,000兆円という財政危機のなかで、財政再建より
も減税要求が強い民主党内の空気を反映した妥協の産物ともいうべき2012年度税制改正大
綱が2011年12月に発表されました。この大綱通り税制改正が行われるかどうか予断を許しま

せんが、本号ではそのポイントを解説いたします。

　なお、法人税率の引下げをはじめ減価償却や貸倒引当金などの改正や復興特別法人税など

の改正税法が2011年12月2日に施行されていますので、これらの改正点とともに2012年度

の税制改正案が国会で承認可決された段階でその内容を次号以降で連載いたします。

　総選挙を意識し国民の大半に抵抗感がない高額所得者や役員を狙い撃ちした増税案が、次の通り織り込まれて

います。なお、個人の所得税額に2.1％の税率を乗じて算出される復興特別所得税が2013年から25年間課税される

ことになりました。

高額給与所得者や役員を狙い撃ちした個人所得税の改正案のポイントⅠ

　「顧客のために…」。そう思って訪問するといつも
値引き要請ばかり。「代わりはいくらでもいる」と言わ
れて渋々その要請をのむ…皆さんにはそんな経験
はありませんか？人のお役に立ちたい一心なのに
突き放される。つらい瞬間です。そこで今回は、顧
客満足の本質を見つめることで、値引き地獄から脱
出する方法を考えてみたいと思います。
　建設需要に沸く中国でコマツの建機が売れてい
ます。中国の油圧ショベル市場シェアは2009年度で
21.2%の第一位です。競合ひしめく市場で、なぜコ
マツの建機はそれほど魅力的なのでしょうか？　そ
の理由のひとつに、コマツが建機に搭載した特殊な
システムがあります。建機はよく盗まれます。窃盗団
が夜間に建機をトラックに積んで運び出し、売り払っ
てしまうのです。そこでコマツは建機にＧＰＳと連動し
たシステム（ＫＯＭＴＲＡＸ）を搭載したのです。
　このシステムを利用すると、建機のユーザーは自
分の建機は今どこにあるのかがわかります。だから
窃盗団に持ち去られても建機を追尾して発見する
ことができます。
　また事前に何の連絡もなく５００Ｍ以上移動する
と自動的にキーロックがかかる仕組みになっていま
す。そのため、窃盗団が建機を持ち去っても動かす
ことができないのです。
　このような盗難防止機能に加え、このシステムは
ユーザーからの代金回収を促進する効果がありま
す。中国の建機ユーザーには、建機一台で現場を
請負う一人親方が大勢います。彼らは高額な建機
を現金ではなく分割払いで買います。そこで万が一
支払いが滞ったら、販売業者は建機にエンジン・ロッ
クをかけるのです。そうすることで代金の回収が進む
のです。このように、建機に搭載したＫＯＭＴＲＡＸは、
コマツの販売業者と、そのお客であるユーザーの満
足を同時に実現しています。だから売れるのです。
　そこで、コマツから「顧客満足の本質」について

学んでみましょう。人が一番喜ぶのは「自分が他人
のために何かを施して喜ばれたとき」といわれます。
そして、そのことはあなたの顧客も同じです。あなた
の顧客は「自分のお客の役に立ったと実感できたと
き」が一番嬉しいのです。だから、目の前の顧客の
満足を追求するには、「顧客の満足より、顧客のお
客の満足」を知り、それに貢献するシステムやサー
ビスを提供すればいいのです。
　コマツの事例では盗難防止という「顧客のお客
の満足」に見事に答えています。その上、回収の心
配も減少します。だから販売業者には売りやすいと
感じるし、売りたいと思うのです。同じことはどんな商
品にも当てはまります。クッキーやチョコなどの菓子
を作る会社は菓子を買う人だけでなく、菓子を分け
合って一緒に食べる人のことを考えています。菓子
の個包装化が進んでいるのは「分けて食べやすく
するため」です。
　また、美容院に商材を販売している美容ディー
ラーの中には、シャンプーやツールを売るだけでなく、
顧客である美容院に経営方針書作りを指導してい
る会社があります。美容院にモノを売るだけでなく、
美容院を元気にすることで、地域の人も元気にしよ
うとしているのです。
　当然、この美容ディーラーは多くの美容院から感
謝されています。
　目の前の顧客に固執すると、値引きしないと売れ
ない…そんな気がしてきます。そんなときは視点を
「どうしたら顧客が喜ぶか」ではなく、「どうしたら『顧
客のお客』がもっと喜ぶのか」へと移してみましょう。
そして｢その実現のために、当社の専門性を活かし
てできることはないか？」に集中して考えてみましょう。
きっと、ＫＯＭＴＲＡＸのようなビジネスの付加価値を
高める大きなヒントが見つかるでしょう。
（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

経営戦略部長兼プリンシパル 酒井英之）

打ち手が見えない社長のための
「付加価値を生み出す思考法」

～妥協の産物「2012年度税制改正大綱」のポイント～

項　目 改正案のポイント

（１）給与所得控除の見直し ①　給与所得控除に上限を設定する
給与収入に応じて逓増的に増加する「給与所得控除額」を、給与収入が1,500万円
を超える場合には、245万円の上限が設けられる。
②　特定支出を使いやすくする
サラリーマンの必要経費の範囲（特定支出という）に公認会計士などの資格取得
経費や勤務必要経費（図書費、衣服費、交際費）を追加し、その額が給与所得控
除の2分の１を上回る部分の金額は、給与所得控除額に加算することができる。
（注）上記の改正は2013年分以後の所得税、2014年以後の住民税から適用される予定である。

（２）退職所得控除の見直し 退職所得は、退職所得控除額を控除した残額の2分の１に課税される仕組みであ
るが、役員としての勤続年数が5年以下の役員に限り、退職所得は退職所得控除
額を控除した残額とされる。
（注）この改正は2013年分以後の所得税、住民税に適用される予定である。

コンサルティング情報

東海エコノミック・レポート



税理士法人 中央総研
理事長 小島 興一（公認会計士・税理士）2012年度税制改正案の概要（その１）

税制トピック

　輸入物価が上昇しているにもかかわらず価格転嫁できないデフレ環境のため、内需依存企業
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減収減益に追い込まれる見込みとなり、欠損法人割合は史上最悪である2010年度の74.8
％を更新することが確実視される状況にあります。
　そのため、2011年度末の国の借金は約1,000兆円という財政危機のなかで、財政再建より
も減税要求が強い民主党内の空気を反映した妥協の産物ともいうべき2012年度税制改正大
綱が2011年12月に発表されました。この大綱通り税制改正が行われるかどうか予断を許しま

せんが、本号ではそのポイントを解説いたします。

　なお、法人税率の引下げをはじめ減価償却や貸倒引当金などの改正や復興特別法人税など

の改正税法が2011年12月2日に施行されていますので、これらの改正点とともに2012年度

の税制改正案が国会で承認可決された段階でその内容を次号以降で連載いたします。

　総選挙を意識し国民の大半に抵抗感がない高額所得者や役員を狙い撃ちした増税案が、次の通り織り込まれて

います。なお、個人の所得税額に2.1％の税率を乗じて算出される復興特別所得税が2013年から25年間課税される

ことになりました。

高額給与所得者や役員を狙い撃ちした個人所得税の改正案のポイントⅠ

　「顧客のために…」。そう思って訪問するといつも
値引き要請ばかり。「代わりはいくらでもいる」と言わ
れて渋々その要請をのむ…皆さんにはそんな経験
はありませんか？人のお役に立ちたい一心なのに
突き放される。つらい瞬間です。そこで今回は、顧
客満足の本質を見つめることで、値引き地獄から脱
出する方法を考えてみたいと思います。
　建設需要に沸く中国でコマツの建機が売れてい
ます。中国の油圧ショベル市場シェアは2009年度で
21.2%の第一位です。競合ひしめく市場で、なぜコ
マツの建機はそれほど魅力的なのでしょうか？　そ
の理由のひとつに、コマツが建機に搭載した特殊な
システムがあります。建機はよく盗まれます。窃盗団
が夜間に建機をトラックに積んで運び出し、売り払っ
てしまうのです。そこでコマツは建機にＧＰＳと連動し
たシステム（ＫＯＭＴＲＡＸ）を搭載したのです。
　このシステムを利用すると、建機のユーザーは自
分の建機は今どこにあるのかがわかります。だから
窃盗団に持ち去られても建機を追尾して発見する
ことができます。
　また事前に何の連絡もなく５００Ｍ以上移動する
と自動的にキーロックがかかる仕組みになっていま
す。そのため、窃盗団が建機を持ち去っても動かす
ことができないのです。
　このような盗難防止機能に加え、このシステムは
ユーザーからの代金回収を促進する効果がありま
す。中国の建機ユーザーには、建機一台で現場を
請負う一人親方が大勢います。彼らは高額な建機
を現金ではなく分割払いで買います。そこで万が一
支払いが滞ったら、販売業者は建機にエンジン・ロッ
クをかけるのです。そうすることで代金の回収が進む
のです。このように、建機に搭載したＫＯＭＴＲＡＸは、
コマツの販売業者と、そのお客であるユーザーの満
足を同時に実現しています。だから売れるのです。
　そこで、コマツから「顧客満足の本質」について

学んでみましょう。人が一番喜ぶのは「自分が他人
のために何かを施して喜ばれたとき」といわれます。
そして、そのことはあなたの顧客も同じです。あなた
の顧客は「自分のお客の役に立ったと実感できたと
き」が一番嬉しいのです。だから、目の前の顧客の
満足を追求するには、「顧客の満足より、顧客のお
客の満足」を知り、それに貢献するシステムやサー
ビスを提供すればいいのです。
　コマツの事例では盗難防止という「顧客のお客
の満足」に見事に答えています。その上、回収の心
配も減少します。だから販売業者には売りやすいと
感じるし、売りたいと思うのです。同じことはどんな商
品にも当てはまります。クッキーやチョコなどの菓子
を作る会社は菓子を買う人だけでなく、菓子を分け
合って一緒に食べる人のことを考えています。菓子
の個包装化が進んでいるのは「分けて食べやすく
するため」です。
　また、美容院に商材を販売している美容ディー
ラーの中には、シャンプーやツールを売るだけでなく、
顧客である美容院に経営方針書作りを指導してい
る会社があります。美容院にモノを売るだけでなく、
美容院を元気にすることで、地域の人も元気にしよ
うとしているのです。
　当然、この美容ディーラーは多くの美容院から感
謝されています。
　目の前の顧客に固執すると、値引きしないと売れ
ない…そんな気がしてきます。そんなときは視点を
「どうしたら顧客が喜ぶか」ではなく、「どうしたら『顧
客のお客』がもっと喜ぶのか」へと移してみましょう。
そして｢その実現のために、当社の専門性を活かし
てできることはないか？」に集中して考えてみましょう。
きっと、ＫＯＭＴＲＡＸのようなビジネスの付加価値を
高める大きなヒントが見つかるでしょう。
（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

経営戦略部長兼プリンシパル 酒井英之）

打ち手が見えない社長のための
「付加価値を生み出す思考法」

～妥協の産物「2012年度税制改正大綱」のポイント～

項　目 改正案のポイント

（１）給与所得控除の見直し ①　給与所得控除に上限を設定する
給与収入に応じて逓増的に増加する「給与所得控除額」を、給与収入が1,500万円
を超える場合には、245万円の上限が設けられる。
②　特定支出を使いやすくする
サラリーマンの必要経費の範囲（特定支出という）に公認会計士などの資格取得
経費や勤務必要経費（図書費、衣服費、交際費）を追加し、その額が給与所得控
除の2分の１を上回る部分の金額は、給与所得控除額に加算することができる。
（注）上記の改正は2013年分以後の所得税、2014年以後の住民税から適用される予定である。

（２）退職所得控除の見直し 退職所得は、退職所得控除額を控除した残額の2分の１に課税される仕組みであ
るが、役員としての勤続年数が5年以下の役員に限り、退職所得は退職所得控除
額を控除した残額とされる。
（注）この改正は2013年分以後の所得税、住民税に適用される予定である。

コンサルティング情報

東海エコノミック・レポート



税制トピック

項　目 改正案のポイント

（３）住宅を取得した場合の
　　税額控除　　　

（４）居住用財産の
　　買換え等の特例

居住用財産を買換え等した場合、譲渡対価が取得価額の範囲内なら課税されな
い長期譲渡所得の特例の適用対象となる譲渡資産の譲渡対価の要件を2億円か
ら1.5億円に引下げられる。
（注）この改正は2012年以後の譲渡から適用される予定である。

項　目 改正案のポイント

（１）住宅取得資金を
　　贈与した場合の
　　非課税措置

（２）相続税の連帯
　　納付義務の解除

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税限度額が、取
得した家屋に応じて次の通り延長・拡充される。
①　省エネ性・耐震性を備えた良質住宅用家屋を取得した場合
（イ）2012年中に住宅取得資金の贈与を受けた者・・・1,500万円
（ロ）2013年中に住宅取得資金の贈与を受けた者・・・1,200万円
（ハ）2014年中に住宅取得資金の贈与を受けた者・・・1,000万円
②　上記①以外の住宅用家屋を取得した場合
（イ）2012年中に住宅取得資金の贈与を受けた者・・・1,000万円
（ロ）2013年中に住宅取得資金の贈与を受けた者・・・700万円
（ハ）2014年中に住宅取得資金の贈与を受けた者・・・500万円

相続税の連帯義務が相続後長期間経過した後に履行が求められるという課題を
解消するために、次の場合には連帯納付義務が解除される。
①　申告期限から5年経過した場合
②　納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合
（注）この改正は、2012年4月1日以後に申告期限が到来する相続税について適用される予定である。

①　認定長期優良住宅を新築等した場合の所得税額控除
認定長期優良住宅を新築等した場合に性能強化費用の10％相当額の所得税控
除額が認められているが、その上限が100万円から50万円に引下げられた上、適
用期限が2013年末まで2年間延長される。
②　住宅借入金を有する場合の所得税の特別控除の対象の拡充
新築の省エネ建築物のうち認定住宅を取得した場合の所得税の特別控除額は、
住宅借入金の年末残高に次の控除率を乗じた額とされる。

居住年

2012年

2013年

控除期間

10年間

10年間

控除率

1.0％

1.0％

住宅借入金の年末残高の限度額

4,000万円

3,000万円

項　目 改正案のポイント

項　目 改正案のポイント

（３）固定資産税・
　　都市計画税の見直し

2012年度から2014年度までの固定資産税の住宅用地の据え置き措置を廃止し、
前年度の課税標準額が当年度の課税標準額以下の住宅用地については、前年度
の課税標準額に当年度の額の5％を加えた額が課税標準とされる。
ただし、2013年度までは負担水準90％以上の住宅用地を対象に据え置かれる。

（１）試験研究費の
　　税額控除制度の
　　期限延長

試験研究費の額が次のいずれかに該当する場合には、試験研究費の税額控除額
に上乗せして税額控除できる制度が、2014年3月31日まで延長される。
①　試験研究費の増加額に係る税額控除
②　平均売上金額の10％を超える試験研究費に係る税額控除

（２）環境関連投資
　　促進税制の創設

太陽光発電設備および風力発電設備のうち電気事業者による認定設備で一定規
模以上のものを2012年4月1日から2013年3月31日までの間に取得等をし、事業の用
に供した場合には、普通償却限度額との合計額で取得価額まで特別償却（即時償
却）できる制度が創設される。

（３）中小企業投資
　　促進税制の延長
　　と拡充

①　原子力災害からの復興支援として福島県全域など復興特区の新設企業は、
　　5年間無税とされる。
②　復興産業集積区域における機械等の取得を即時償却できる制度などの
　　特例が設けられる。

（４）復興支援措置

（５）特定資産の
　　買換えの特例の
　　見直しと延長

長期所有土地・建物等から国内にある土地・建物・機械等への買換えについて土地の
範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうち、その面積
が300㎡以上のものに限定されることになる上、適用期限を3年間延長される。

　閉塞感漂う日本経済を活性化させるために、若い世代への資産の早期移転を図ることによって、裾野の広い住宅

需要を刺激しようという改正案が次の通り織り込まれています。

若い世代への資産の早期移転を織り込んだ資産課税の改正案のポイントⅡ

　歴史的な超円高を背景に産業の空洞化が懸念されているなか、日本国内の企業活動を活性化させることによって

雇用の維持・拡充を図るための税制改正案が次の通り織り込まれています。

　なお、法人税率は25.5％（改正前30％）、中小法人の軽減税率は19％（改正前22％）に引下げられるとともに、措置法

の特例として、軽減税率が15％（改正前18％）に引き下げられました。その上で、復興特別法人税額として、法人税額

に10％乗じて計算した額が2012年4月から2015年3月までの期間、課されることになりました。

企業活動の下支えと活性化を図るための法人税の改正案のポイントⅢ

中小企業者が、機械装置・器具備品・ソフトウエアなどの設備投資を行った場合、
取得価額の30％の特別償却または取得価額の7％の税額控除の特例を選択でき
る制度が、対象資産を拡充のうえ2014年3月31日まで延長される。



税制トピック
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相続税の連帯義務が相続後長期間経過した後に履行が求められるという課題を
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雇用の維持・拡充を図るための税制改正案が次の通り織り込まれています。

　なお、法人税率は25.5％（改正前30％）、中小法人の軽減税率は19％（改正前22％）に引下げられるとともに、措置法

の特例として、軽減税率が15％（改正前18％）に引き下げられました。その上で、復興特別法人税額として、法人税額

に10％乗じて計算した額が2012年4月から2015年3月までの期間、課されることになりました。

企業活動の下支えと活性化を図るための法人税の改正案のポイントⅢ

中小企業者が、機械装置・器具備品・ソフトウエアなどの設備投資を行った場合、
取得価額の30％の特別償却または取得価額の7％の税額控除の特例を選択でき
る制度が、対象資産を拡充のうえ2014年3月31日まで延長される。



会社概要

代表取締役 松浦 秀則

わが社の企業理念

　現在、弊社では、小牧市を中心として１、タクシー

２、巡回バス３、名古屋空港バス、ピーチバス、桃花台

バスなどの路線バスを運行しております。しかし、次な

る挑戦のエネルギーこそが、必要と考えます。大きな

会社になるより、変化に対応する元気な会社を目指し

ます。そして、新しい乗物を創造し、そこで『安全と親

切』を売っていきます。『安全』は、弊社の事業内容か

ら当然です。『親切』とは、お客さまのみならず、接する

すべての人、モノに対してとるべき態度として社風にし

ていきたいと取り組んでいます。その結果が、お客さま

や社員や家族が健康で幸せになっていく秘訣と考え

るからです。

　『Safe & Kind』をモットーにお客さまのニーズに

あった送迎（旅客輸送）をつくり続けてまいります。

　　

　　　

　弊社の商品は、『安全と親切』です。それを、旅客輸

送事業で展開していきます。旅客輸送とは、具体的に

は、タクシーと貸切バスと乗合バスです。しかし、これら

の乗物が、お客さまのニーズに合っているのか、問題

です。５０年、事業をしてきましたが、大きな曲がり角に

来ていると感じています。

　これからの５０年はどんな旅客輸送が必要とされて

くるのか。それを考え、仮説を立て、挑戦しようとしてい

ます。主な事業区域は、尾張小牧地区です。そこで、

『地域住民ニーズの観点に立った新しい旅客輸送シ

ステム』を創造していきます。その仮説とは、１、地域

の活性化に役立つ『ちょい乗りバス』２、タクシーと乗

合バスの長所取りの『デマンド交通』３、『お客さまの

人数（タクシー、ジャンボ、マイクロ、小型、中型、大型

バス）に合わせた車両』の送迎です。

お客さまからのメッセージ

あおい交通株式会社
小牧支店 お取引先　中京さかえ会 会員

本　　社
設　　立
資 本 金
　

愛知県小牧市新町３丁目３１６番地
昭和３２年９月１日
１，０００万円

業　　種
従業員数
H　　 P

旅客運送業（バス、タクシー）
１５０名（関連会社含む）
http://www.aoi-komaki.co.jp/

税制トピック

項　目 改正案のポイント

（１）自動車重量税の
　　引下げ

車検証交付等の時点で2015年度燃費基準等を満たす自動車に本則税率を適用
するとともに、それ以外の自動車に適用される「当分の間税率」は13年超の自動車
を除き引下げられる。

（２）自動車取得税の
　　免除・軽減

排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車にかかる自動車
取得税について、取得が2012年4月1日から2015年3月31日までの間に行われた場
合は、電気自動車・ハイブリッド車等は免税、2015年度燃費基準と比較に応じて
50～75％軽減される。

（３）自動車税の軽減・重課 排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率が軽減さ
れる一方、新車登録から一定年数を経過した環境負荷が大きい自動車は税率が
重くされるとともに、2014年3月末まで適用期限が延長される。

項　目 改正案のポイント

（１）国外財産調書制度の
　　創設

その年の12月31日において価額の合計額が5千万円を超える国外に所在する財産
を有する個人は、その財産の明細を記載した調書を翌年3月15日までに税務署へ
提出することが義務付けられる。

（２）国外関連者間の
　　利子を利用した
　　租税回避への対応

所得金額に比べて過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防ぐた
め、純支払利息が調整所得金額（当期の所得金額に関連者純支払利子、減価償
却費、受配益金不算入の加算などの調整を行った額）の50％を超える場合には、超
える部分の金額は損金に算入されない。

（４）地球温暖化対策のための
　　課税強化

①　石油石炭税は、CO2排出量に応じた税率が上乗せされる。
②　原油および石油製品について1キロリットル当たり760円、ガス状炭化水素は
　　1トン当たり780円、石炭は1トン当たり670円が上乗せされる。

　高い法人税・円高など6重苦にあえぐ製造業を支え、産業の空洞化を抑えるために、自動車税の半減やエコカー減税な

どが次の通り織り込まれています。

空洞化対策を考慮し自動車重量税などを減税する消費課税の改正案のポイントⅣ

　グローバル社会となり、資産の海外移転に対処するとともに海外の関連会社を利用した租税回避へ対応するための改

正案が次の通り織り込まれています。

グローバル化に対応した租税回避を防ぐための国際課税の改正案のポイントⅤ
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株式会社三輪設計事務所

三輪 哲也　
代表取締役
１９６９年１０月３日
愛知県
マラソン

http://www.miwa-sekkei.co.jp/　愛知県稲沢市井之口大宮町６８番地　TEL：0587-32-5078

　『設計事務所とは、建築の“良き相談者”として社会に
存在する』
　弊社は、生活の礎である『住まい』中心の建築設計事
務所として、社会のニーズと信頼に応えるべく取り組んで
まいりました。
　おかげさまで、今期は３０周年という節目を迎えることが
できました。私事で恐縮ですが、社名の語呂と社歴が合
致した３０周年という良き年に、新規入会という“ご縁”に
恵まれたことに感謝します。
　どうぞ今後ともお引き立ての程、よろしくお願いします。

三輪 哲也
１９８２年８月

代表者名
設立年月

４，５００万円
６０人

資 本 金
従業員数

マンション設計・監理業務内容

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

： 
：
：
：
：

会社紹介

（稲沢支店お取引先）

：
：

：
：

：

株式会社タック

達城 朋美　
取締役
１９７８年３月２２日
三重県
Net Surfing ＆ 
新しい経験の旅

三重県伊勢市東大淀町４４－２　TEL：0596-37-4511

　弊社は、主に自動車業界向けアルミニウム合金（再生
素材の溶湯＆合金塊）を２４時間提供中！〔エンジン、ミッ
ション、ヘッドetc.の素材：AC&ADC〕
　最も扱いやすい上品社として、各メーカー規格の上等級
を一定に保つよう心掛けております。お客さまより継続的
良好評価を頂いている全世代人材と共に次世代を目指
すミニワンマン社でございます。
　業界問わず、お問合わせ＆緊急時のご協力相談等、
いつでもお声をお掛け下さいませ☆

達城 政美
１９９１年６月

代表者名
設立年月

４，８００万円
４６人

資 本 金
従業員数

アルミニウム合金製造業務内容

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

会社紹介

（伊勢支店お取引先）

：
：

：
：

：

宝交通株式会社

吉村 憲雄　
専務取締役
１９７３年４月２０日
福岡県
旅行・読書

http://www.takara-group.co.jp/　名古屋市熱田区神宮四丁目７番27号　TEL：052-682-0030

　弊社は『誠実 親切 安全 迅速』をモットーに、名古
屋市を中心にタクシー事業および不動産事業を展開し
ております。
　マンション開発事業においては、おかげさまで３００棟・
１万３千戸超となりました。開発、分譲、管理、リフォーム、
仲介・資産活用に至るまで一貫体制でサポートしており
ます。
　創業以来、タクシー・不動産事業を通して、地域の
皆様から二代三代にわたって末永いお付き合いをして
いただける企業をめざしています。

長崎 守利
１９５１年６月

代表者名
設立年月

１０億１，０００万円
４４４人

資 本 金
従業員数

不動産事業、タクシー事業業務内容

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

：
：
：
：
：

：
：
：
：
：

会社紹介

（熱田支店お取引先）

：
：

：
：

：

新規入会企業のご紹介

株式会社サンワクリエイト

鈴木 貴雄
常務取締役
１９７０年１１月２０日
名古屋市
ゴルフ・スキー

http://s1-sanwa.jp　愛知県常滑市港町３丁目３４番地　TEL：0569-43-8821

　弊社は、「洗練されたサービス 精緻な技術 先駆的
な動き」という意図をもって、あらゆる方向への創造と
リスクに挑戦し、その成果が社会に評価される発想を
目指しています。
　事業内容としては、住宅関連業界・自動車業界・遊戯
機業界・家電関連業界のプラスチック製品の成形、
金型設計・製作、組立及び電子部品販売、ゴム・金属加
工品販売を行っており、企画から販売まで一貫体制に
よるトータルソリューションを提供しています。

鈴木 章裕
１９８９年８月

代表者名
設立年月

２，０００万円
５２人

資 本 金
従業員数

プラスチック製品加工業務内容

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

：
：
：
：
：

会社紹介

（中村支店お取引先）

：
：

：
：

：

中京21世紀クラブ
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アルミニウム合金製造業務内容

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

会社紹介

（伊勢支店お取引先）

：
：

：
：

：

宝交通株式会社

吉村 憲雄　
専務取締役
１９７３年４月２０日
福岡県
旅行・読書

http://www.takara-group.co.jp/　名古屋市熱田区神宮四丁目７番27号　TEL：052-682-0030

　弊社は『誠実 親切 安全 迅速』をモットーに、名古
屋市を中心にタクシー事業および不動産事業を展開し
ております。
　マンション開発事業においては、おかげさまで３００棟・
１万３千戸超となりました。開発、分譲、管理、リフォーム、
仲介・資産活用に至るまで一貫体制でサポートしており
ます。
　創業以来、タクシー・不動産事業を通して、地域の
皆様から二代三代にわたって末永いお付き合いをして
いただける企業をめざしています。

長崎 守利
１９５１年６月

代表者名
設立年月

１０億１，０００万円
４４４人

資 本 金
従業員数

不動産事業、タクシー事業業務内容

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

：
：
：
：
：

：
：
：
：
：

会社紹介

（熱田支店お取引先）

：
：

：
：

：

新規入会企業のご紹介

株式会社サンワクリエイト

鈴木 貴雄
常務取締役
１９７０年１１月２０日
名古屋市
ゴルフ・スキー

http://s1-sanwa.jp　愛知県常滑市港町３丁目３４番地　TEL：0569-43-8821

　弊社は、「洗練されたサービス 精緻な技術 先駆的
な動き」という意図をもって、あらゆる方向への創造と
リスクに挑戦し、その成果が社会に評価される発想を
目指しています。
　事業内容としては、住宅関連業界・自動車業界・遊戯
機業界・家電関連業界のプラスチック製品の成形、
金型設計・製作、組立及び電子部品販売、ゴム・金属加
工品販売を行っており、企画から販売まで一貫体制に
よるトータルソリューションを提供しています。

鈴木 章裕
１９８９年８月

代表者名
設立年月

２，０００万円
５２人

資 本 金
従業員数

プラスチック製品加工業務内容

新規会員
役 職 名
生年月日
出 身 地
趣 味

：
：
：
：
：

会社紹介

（中村支店お取引先）

：
：

：
：

：

中京21世紀クラブ



弊社では全国各地の公園、官公庁施設、史跡・文化財、大学、駅、空港等の案内板・説明板等のサイン表示板を手掛けており
ます。また、ここ数年の環境・防災・バリアフリーなどの社会的な関心の高い諸問題にも対応できる製品開発を進めております。
カバーフレーム事業部では、薬品・食品用包装機の安全カバー・防塵カバーを中心にお客さまのニーズに合わせたカバー
フレームを製作納品いたしております。

お取引先紹介

お取引先紹介

会 社 名 お取引店 浄心支店株式会社 美装
弊社は主に3つの事業を営んでおります。
●官公庁、大学、公共交通機関等の各施設向けの案内板・説明板・掲示板他サイン製品の製造販売 
●クリーンエネルギー（節電）、防災、バリアフリー関連製品の製造販売
●各種包装機械向けアルミフレームカバーシステムの製造販売

昨秋、新製品発表しましたソーラー発電機「ソーラーヒッポ」は、災害時・緊急時の「照明の確保、情報の入手、通信手段の回復」の
為の非常用電源として、官公庁、マンション管理会社、レンタル会社等に高い評価をいただいております。
従来、非常用電源として使われることの多いエンジン発電機と異なり、日中ソーラーパネルで発電し、内蔵バッテリーに蓄電、そして電
気を使いたい夜間にバッテリーに家電製品をつないで利用していただくことができます。発電時・使用時ともまったく｢無音・無排気｣で
すので避難された方々のストレスになることはございません。また、一般のコンセントからの充電も可能で屋外の電源のない場所での
イベントやお祭りなどに利用していただくこともできます。官公庁・自治会町内会・マンション管理組合等の防災備蓄品として最適です。

【ＨＰアドレス】http://www.biso2000.com/　【電話番号】0586-75-0711　【住所】愛知県一宮市丹陽町伝法寺東雨野2408

静岡県伊豆地域観光案内板 新製品ソーラー発電機「ソーラーヒッポ」ソーラーＬＥＤを利用した病院サイン

当社は、食品包装や医薬品包装向け等にラミネートをメインにグラビア印刷から製袋まで一貫生産をしている製造業です。
特にラミネート加工では薄ラミ加工を得意とし環境配慮型企業として貢献しています。

会 社 名 睦化学工業 株式会社

お客さまの「あったらいいな」を製品化。
導入例

●時間がない時、チンして美味しいご飯が食べたい → ふっくら君（スギ薬局限定店・販売中）
●河豚、伊勢海老、牡蠣、秋刀魚等、シーズン以外でも美味しいままなら、普通の価格で売りたい！ → Ｂ－フレック

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 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

当社として、初めて消費者さま向けで商品化した製品。
電子レンジによって、食材調理の手法が変わりつつある
世の中。近未来に向け、模索する中で開発した製品です。

高電圧電磁場の力で高品質（採れたて新鮮）な冷凍を実
現した画期的冷凍装置です。当社は導電性最内層を備
えたフレッシュキープ専用の袋を製造し、最新冷凍技術を
パッケージからも援助します。

ふっくら君 Ｂ－フレック（Ｆｒｅｓｈｋｅｅｐ Ｆｒｅｋ/ｆｒｉｓｈ ＴＭ）

お取引店 浄心支店

連
絡
先
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