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もちろん、外国人観光客による買い物がすべて大型

小売店でなされるわけでないので、2.3％という数字

自体に絶対的な意味はないが、外国人観光客による

買い物規模の目安にはなるだろう。

ちなみに、関西2府4県（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、

和歌山）の2014年の外国人観光客の買い物代は、

1,744億円。これは、同地区の大型小売店販売額の

4.5％の規模であった。外国人観光客の東海での買

い物代は、関西でのそれに比べるとまだまだ小規模

であるが、考えようによっては、まだのびしろがあるとも

言えるだろう。

東海を含む中部地区に外国人観光客を呼び込む

手立てとして、注目をあびているものに昇龍道プロジェ

クトがある。インバウンド消費が盛り上がることによる

経済の活性化を狙って、三重、静岡、愛知、滋賀、岐阜、

長野、福井、石川、富山と北上していく観光ルートを

縁起のいい昇り龍に例えて、広くPRするものだ。

もっとも、外国人観光客が一番お金を落とすのは最終

滞在地である。外国人観光客の消費地として、東京、

大阪が圧倒的なのは、都市の規模が大きいことも

もちろんあるが、主要な国際空港を抱え、最終滞在

地として旅行が計画されることが効いている。

外国人観光客は、帰りの飛行機に乗る前に大量の

買い物をし、それを携えて帰国する。それ故、東海で

の外国人観光客の消費拡大を目指すのであれば、

名古屋で買い物をし、中部国際空港から出国すると

いうパターンを促す必要があるだろう。昇龍道での

外国人観光客の消費促進を考えるならば、昇り龍のみ

ならず、北陸新幹線の開通に合わせて、北陸を起点

とした下り龍を提案してもよいのではないか。

（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

　設備投資がなか

なか増えてこないと

か、企業は投資をし

ないでお金をため込

んでいるとかいろいろ

言われているが、

工場など国内の企業

立地はしっかり増え

てきている。日本立地

センターの調査によると、全国の企業立地（計画・

用地取得）件数は2011年（前年12月～当年11月、

以下同じ）に465件まで減少していたが、その後3年

連続で増加し、2014年は846件とリーマンショック

のあった2008年（880件）の水準に近づいている。

東海地区（愛知、岐阜、三重、静岡）の企業立地

件数は、全国より1年早く、2010年の62件を底

に増加に転じており、2014年は4年連続の増加、

しかも前年に比べて大幅に増加しており、2008年

に並ぶ123件となった。

単に立地件数が戻ったのではなく、その中身が変

わってきている。日本立地センターの調査をみると、

2008年には全国の立地の4割以上を占めていた

自動車など加工組立型業種の立地はリーマンショック後

に大きく減少し全体の2割強にすぎない。この落ち込

みを補ったのが非製造業の企業立地であり、2008年

には2割強に過ぎなかったものが、2014年は4割を

占めている。一方、製造業の中では食料品など地方

資源型業種の立地が増えている。

また、立地施設別にみると、工場立地の割合が

7割近くを占めるものの低下してきている一方、物流

施設のウエイトが上がっている。

　東海地区の立地においても東海ならではの新たな

流れが始まっている。自動車・同部品関連の立地は

リーマンショック後も続いているが、その件数は減って

きているようだ。一方で、国産初のジェット旅客機で

あるMRJの最終組立工場用の用地取得が行われる

など新たな成長分野への布石がみられる。

また、コンビニエンスストア向けに総菜を製造して

いる企業の工場建設計画も出てきている。コンビニ

エンスストアでは付加価値を高めた食材を地域別に

きめ細かく提供してお客さまのニーズにこたえようとし

ており、そのための工場の立地も、東海地区に限った

話ではないが、新しい動きの一つと言えるだろう。

さらに、サービス分野では、2017年に名古屋で開業

が予定されているレゴランドのための用地取得があっ

た。世界的に展開しているテーマパークであるレゴ

ランドが名古屋にできることは内外の観光客を引き

寄せる起爆剤になるとの期待がある。

このほか物流施設のための用地取得も多い。単に

モノを作るだけではなく、きめ細かくタイムリーにお客

さまの手元に届けるために、物流インフラの重要性が

高まっていることの表れだろう。

リーマンショックという大きな環境変化を乗り越えて、

強みを持っている分野の競争力を高めたり、新たな

成長分野を開拓したりといった将来を見据えた取り組

みが、東海地区を先駆けとしてすでに始まってきている。

（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）

企業立地に見えてきた新たな成長戦略

昇龍道より降龍道？

東海3県（愛知、岐阜、

三重）の個人消費は、駆

け込み需要の反動減が

一巡したが、横ばい圏で

推移している。2月末に内

閣府が公表した地域別

消費総合指数を見ても、

物価変動分を除いた実質

ベースの消費は、消費

増税前に比べて低い水準で横ばいで推移している

様子が見て取れる（下表）。

個人消費がなかなか勢いを回復しない中、一部で

期待されているのが、外国人観光客による旺盛な

消費だ。とりわけ春節の時期の中国人観光客の大量

の買い物が「爆買」と称され、テレビのニュース番組

や新聞などで大きく取り上げられていたのは記憶に

新しいところだ。外国人観光客による日本での消費

は、GRP（域内総生産）統計上は輸出にカウントされ

るが、小売店など販売業者の売上げに直結するだけ

に、消費関連産業を潤す材料となる。

三菱UFJリサーチ＆コンサルティングの推計による

と、2014年の東海3県での外国人観光客の買い物代

は、459億円。同年の大型小売店販売額（百貨店＋

スーパー）は、1兆9,652億円であり、この二つの数字

をくらべてみると、外国人観光客の買い物額は、大型

小売店販売額の約2 . 3％に相当する規模となる。

主任研究員 塚田 裕昭

調査部長 鈴木 明彦地域別消費総合指数（2005年度=100） 

90
95
100
105
110
115
120
125

2013 2014 （年、月次）
（出所）内閣府

愛知 三重 岐阜

NEWS LETTER vol.5201



もちろん、外国人観光客による買い物がすべて大型

小売店でなされるわけでないので、2.3％という数字

自体に絶対的な意味はないが、外国人観光客による

買い物規模の目安にはなるだろう。

ちなみに、関西2府4県（滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、

和歌山）の2014年の外国人観光客の買い物代は、

1,744億円。これは、同地区の大型小売店販売額の

4.5％の規模であった。外国人観光客の東海での買

い物代は、関西でのそれに比べるとまだまだ小規模

であるが、考えようによっては、まだのびしろがあるとも

言えるだろう。

東海を含む中部地区に外国人観光客を呼び込む

手立てとして、注目をあびているものに昇龍道プロジェ

クトがある。インバウンド消費が盛り上がることによる

経済の活性化を狙って、三重、静岡、愛知、滋賀、岐阜、

長野、福井、石川、富山と北上していく観光ルートを

縁起のいい昇り龍に例えて、広くPRするものだ。

もっとも、外国人観光客が一番お金を落とすのは最終

滞在地である。外国人観光客の消費地として、東京、

大阪が圧倒的なのは、都市の規模が大きいことも

もちろんあるが、主要な国際空港を抱え、最終滞在

地として旅行が計画されることが効いている。

外国人観光客は、帰りの飛行機に乗る前に大量の

買い物をし、それを携えて帰国する。それ故、東海で

の外国人観光客の消費拡大を目指すのであれば、

名古屋で買い物をし、中部国際空港から出国すると

いうパターンを促す必要があるだろう。昇龍道での

外国人観光客の消費促進を考えるならば、昇り龍のみ

ならず、北陸新幹線の開通に合わせて、北陸を起点

とした下り龍を提案してもよいのではないか。

（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

　設備投資がなか

なか増えてこないと

か、企業は投資をし

ないでお金をため込

んでいるとかいろいろ

言われているが、

工場など国内の企業

立地はしっかり増え

てきている。日本立地

センターの調査によると、全国の企業立地（計画・

用地取得）件数は2011年（前年12月～当年11月、

以下同じ）に465件まで減少していたが、その後3年

連続で増加し、2014年は846件とリーマンショック

のあった2008年（880件）の水準に近づいている。

　東海地区（愛知、岐阜、三重、静岡）の企業立地

件数は、全国より1年早く、2010年の62件を底

に増加に転じており、2014年は4年連続の増加、

しかも前年に比べて大幅に増加しており、2008年

に並ぶ123件となった。

　単に立地件数が戻ったのではなく、その中身が変

わってきている。日本立地センターの調査をみると、

2008年には全国の立地の4割以上を占めていた

自動車など加工組立型業種の立地はリーマンショック後

に大きく減少し全体の2割強にすぎない。この落ち込

みを補ったのが非製造業の企業立地であり、2008年

には2割強に過ぎなかったものが、2014年は4割を

占めている。一方、製造業の中では食料品など地方

資源型業種の立地が増えている。

　また、立地施設別にみると、工場立地の割合が

7割近くを占めるものの低下してきている一方、物流

施設のウエイトが上がっている。

　東海地区の立地においても東海ならではの新たな

流れが始まっている。自動車・同部品関連の立地は

リーマンショック後も続いているが、その件数は減って

きているようだ。一方で、国産初のジェット旅客機で

あるMRJの最終組立工場用の用地取得が行われる

など新たな成長分野への布石がみられる。

　また、コンビニエンスストア向けに総菜を製造して

いる企業の工場建設計画も出てきている。コンビニ

エンスストアでは付加価値を高めた食材を地域別に

きめ細かく提供してお客さまのニーズにこたえようとし

ており、そのための工場の立地も、東海地区に限った

話ではないが、新しい動きの一つと言えるだろう。

　さらに、サービス分野では、2017年に名古屋で開業

が予定されているレゴランドのための用地取得があっ

た。世界的に展開しているテーマパークであるレゴ

ランドが名古屋にできることは内外の観光客を引き

寄せる起爆剤になるとの期待がある。

　このほか物流施設のための用地取得も多い。単に

モノを作るだけではなく、きめ細かくタイムリーにお客

さまの手元に届けるために、物流インフラの重要性が

高まっていることの表れだろう。

　リーマンショックという大きな環境変化を乗り越えて、

強みを持っている分野の競争力を高めたり、新たな

成長分野を開拓したりといった将来を見据えた取り組

みが、東海地区を先駆けとしてすでに始まってきている。

（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）

企業立地に見えてきた新たな成長戦略

昇龍道より降龍道？

東海3県（愛知、岐阜、

三重）の個人消費は、駆

け込み需要の反動減が

一巡したが、横ばい圏で

推移している。2月末に内

閣府が公表した地域別

消費総合指数を見ても、

物価変動分を除いた実質

ベースの消費は、消費

増税前に比べて低い水準で横ばいで推移している

様子が見て取れる（下表）。

個人消費がなかなか勢いを回復しない中、一部で

期待されているのが、外国人観光客による旺盛な

消費だ。とりわけ春節の時期の中国人観光客の大量

の買い物が「爆買」と称され、テレビのニュース番組

や新聞などで大きく取り上げられていたのは記憶に

新しいところだ。外国人観光客による日本での消費

は、GRP（域内総生産）統計上は輸出にカウントされ

るが、小売店など販売業者の売上げに直結するだけ

に、消費関連産業を潤す材料となる。

三菱UFJリサーチ＆コンサルティングの推計による

と、2014年の東海3県での外国人観光客の買い物代

は、459億円。同年の大型小売店販売額（百貨店＋

スーパー）は、1兆9,652億円であり、この二つの数字

をくらべてみると、外国人観光客の買い物額は、大型

小売店販売額の約2 . 3％に相当する規模となる。

主任研究員 塚田 裕昭

調査部長 鈴木 明彦地域別消費総合指数（2005年度=100）

90
95
100
105
110
115
120
125

2013 2014 （年、月次）
（出所）内閣府

愛知 三重 岐阜

NEWS LETTER vol.52 02



東海エコノミック・レポート

　東海経済は、持ち直しの動きがみられる。生産
は、在庫が高まるなど懸念材料もあるが、緩やか
に持ち直している。実質輸出は、1月に3ヶ月ぶりに
前月比増加となり、持ち直しの動きがみられる。
雇用は、失業率が低下、就業者数が増加する中
で、求人倍率が改善を続けるなど持ち直しの
動きがみられるが、常用雇用指数の弱い動きが
続いている。個人消費は、賃金面からの下支え
効果もあって、駆け込み需要の反動減が一巡し
た後、横ばい圏で推移している。設備投資は、増
加が一服している。住宅着工、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、自動車が横ばいで
推移する中、緩やかな持ち直しを見込むが、電子
部品・デバイスを中心に在庫が大幅に増加して
おり持ち直しの動きが弱まる可能性もある。輸出
は、海外景気が緩やかに回復してくる中で次第
に持ち直してこよう。消費は、名目賃金が持ち直
している中で物価の落ち着きを背景に緩やかに
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、設備投資は製造業を中心に増加
基調となろう。東海経済は、持ち直してくるが、
ペースは緩やかにとどまると見込まれる。

12月の東海3県の鉱工業生産指数は、前月比
＋1 . 3％と2ヶ月連続で増加した。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る。
今後の東海地区の生産は、主力の輸送機械の
下げ止まりが見込まれる一方、電子部品・デバ
イスで、出荷の増加を伴いながらとはいえ、在庫
が急増するなど在庫水準が高まってきており、
持ち直しの動きが弱まる可能性がある。

・景気全般 愛知県の景気動向指数（CI一致指数）、東海3県の生産、輸出などで持ち直しの動きが
みられる。

・生　　産 12月の東海3県の生産統計は、電子部品・デバイスを中心に在庫の増加が続いている
一方、生産は、前月比＋1.5％と2ヶ月連続で増加した。

・住宅投資 12月の東海4県の住宅着工戸数（季調済）は、前月比＋5.0％と3ヶ月ぶりに増加し、
均してみると横ばいで推移している。

・輸 出 入  12月の実質輸出（季調済）は、前月比＋4.7％と3ヶ月ぶりに増加した。

グラフで見る東海経済（2015年2月）

○生産　～一部に弱い動きがみられるが、緩やかに持ち直している

　12月の実質輸出（季調済）は、前月比＋4.7％と
3ヶ月ぶりに増加した。また、1月の名古屋税関
管内の輸出額は前年比＋9.9％と5ヶ月連続で
増加した。アジア向けが同＋15.5％と2ヶ月連続、
米国向けが同＋11.5％と5ヶ月連続、EU向けが
＋11.1％と3ヶ月連続で増加した。海外景気は緩や
かな回復が見込まれ、輸出は次第に持ち直すと
見込まれる。

○輸出　～輸出は持ち直しの動き

今月の景気判断

Date　　　・ ・

No

今月の景気予報

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、日米欧の金融政策、国際情勢に伴う原油・為替への影響
・企業活動　生産の持ち直しの動きの持続性、高水準となった在庫の動き、新興国向け輸出動向
・政　　策　2015年度予算の動向と景気に与える影響
・家　　計 円安と原油安が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

3ヶ月前～
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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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東海エコノミック・レポート

東海経済は、持ち直しの動きがみられる。生産
は、在庫が高まるなど懸念材料もあるが、緩やか
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は、海外景気が緩やかに回復してくる中で次第
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グラフで見る東海経済（2015年2月）
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米国向けが同＋11.5％と5ヶ月連続、EU向けが
＋11.1％と3ヶ月連続で増加した。海外景気は緩や
かな回復が見込まれ、輸出は次第に持ち直すと
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今月の景気判断

Date　　　・　　　　・

No

今月の景気予報

今月のポイント
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・企業活動　生産の持ち直しの動きの持続性、高水準となった在庫の動き、新興国向け輸出動向
・政　　策　2015年度予算の動向と景気に与える影響
・家　　計　円安と原油安が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】
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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1）

　安倍政権は、デフレ脱却と財政再建を目指した「アベノミクス3本の矢」の実行によって、日本経済は明るく
なりデフレ脱却の気配が出てきました。しかし、2014年4月の消費税率の引き上げを契機に2014年度の
実質経済成長率はマイナスとなる見込みです。そのため、2015年10月の消費税率の再引き上げを延期すると
ともに、成長志向型の法人税改革など2015年度税制改正案が打ち出されており、そのポイントを解説します。

～成長志向に重点をおいた法人課税の改正ポイント（その1）～

　稼ぐ力のある企業の税負担を軽減するために、法人実効税率が引き下げられ、その財源として課税ベースを拡大

する次のような法人課税が行われる予定です。

（1）法人税率が25.5％から23.9％に引き下げられる

　2015年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率は、次のように引き下げられます。また、中小法人（資本

金1億円以下の法人）の年800万円以下の所得金額に対する軽減税率の適用期限が、2015年4月1日から2017年

3月31日までに開始する事業年度まで延長される予定です。

（2）事業税の外形標準課税が拡大され、適用税率が変更される

「事業税の外形標準課税のウエイトが増加される」

事業税は、原則として所得金額を課税標準として課税されます。しかし、都道府県から公共サービスを受け

ているにもかかわらず、税金を納付していない法人が約70％もある現状を考慮し、資本金の額が1億円超の

大法人には、所得金額以外に「付加価値額」（人件費+純支払利子+純賃借料+当期の所得金額）や「資本

金等の額」（資本金+資本準備金）という外形標準に対して事業税が課税されます。

この外形標準課税のウエイトが、現行の4分の1（所得課税4分の3）から2015年度は4分の1.5（所得課税

4分の2.5）に、2016年度は4分の2（所得課税4分の2）に段階的に拡大される予定です。そのため、資本金1億

円超の大法人の事業税の税率（地方法人特別税の税率を含む）が次のとおり変更される予定です。

なお、事業税の税率は、都道府県によって異なります。

（3）法人実効税率は34.62％から段階的に引き下げられる

　法人税・住民税・事業税のうち事業税は損金に算入されるため、事業税が損金に算入された場合の所得金額

に対する本当の税負担割合を「法人実効税率」といいます。この法人実効税率は、国際的にみて高率である

ため、法人税率の引き下げと外形標準課税の拡大によって20％台を目指して次のように引き下げられる予定です。

前向き企業の税負担を軽減するために法人実効税率が引き下げられるⅠⅠ

　法人税率の引き下げに伴い、その財源を確保するため課税ベースが拡大されることから次のような改正が行わ

れる予定です。

（1）大法人の繰越欠損金の控除限度額が段階的に縮小される

　資本金1億円超の大法人の繰越欠損金の控除限度額が、次のように段階的に縮小されるとともに、すべての

法人の欠損金の繰越期間は次のように延長されます。

※なお、資本金1億円以下の中小法人の繰越控除限度額は、所得金額の100％です。

法人税率の引き下げに伴い課税ベースが拡大されるⅠⅡ

（注）上記の所得割のカッコ内の税率は、地方法人特別税の税率を含まない場合。

大法人・非中小法人

中小法人

法人の区分

年800万円以下

年800万円超

現　行 改正案

25.5％ 23.9％

本則19％→軽減15％ 本則19％→軽減15％

25.5％ 23.9％

付加価値割

所
得
割

課税標準

資本割

年400万円以下の所得

年400万円超
800万円以下の所得

年800万円超の所得

2015年度 2016年度

0.72％ 0.96％

0.3 ％ 0.4 ％

3.1％（1.6％）

現　行
改正案

0.48％

0.2 ％

3.8％（2.2％） 2.5％（0.9％）

4.6％（2.3％）5.5％（3.2％） 3.7％（1.4％）

6.0％（3.1％）7.2％（4.3％） 4.8％（1.9％）

繰越控除限度額

欠損金の繰越期間

2015～2016年度 2017年度以降

所得金額×65％ 所得金額×50％

9年 10年

現　行
改正案

所得金額×80％

9年

法人実効税率
（引き下げ幅）

2015年度 2016年度

32.11％ 31.33％
（▲2.51％） （▲3.29％）

現　行
改正案

34.62％
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税制トピック
（2）受取配当金の益金不算入制度が見直される

　法人が受け取った配当金は、その株式の取得に要した負債利子を控除した額の一定割合が、受取配当金

の益金不算入額として所得金額から控除されます。この受取配当金の益金不算入の対象となる株式の

区分、益金不算入割合、負債利子の控除が次のように見直される予定です。

組織再編税制と事業承継

税制適格要件

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

　2001年から2010年にかけて組織再編税制の見直しが実施されました。当初は主に大企業に利用され
ていましたが、最近では中小企業の事業承継を円滑に行うための利用が増えています。
　この税制を簡単に表現するなら、「合併、会社分割、現物出資、株式交換、株式移転、現物分配が行われる
場合に、税制適格の要件を満たせば課税が行われない。」と言うものです。その税制適格要件は次のとおり
です。次回以降、自社株の評価額の引き下げへの利用と事業承継に活用したケースをご紹介します。

　下表のように、満たすことが困難な要件は、ほとんど無いと言えます。

お取引先紹介
会 社 名 お取引店 柴田支店株式会社 伊藤彰産業

　当社は名古屋で鋼材の卸売販売を行っている会社です。創業から45年が経ち、取り扱う鋼材の種類
も増え、お客さまからは「困ったら、伊藤彰産業へ」と言っていただけるようになりました。
　鋼材の卸売は、すべて1個から販売、また各種切断品も1個から配達・発送しております。
「どこよりも早く、確実に！」をモットーに日々お客さまに喜んでいただける会社を目指します。

住所 ：〒457-0823　愛知県名古屋市南区元塩町1丁目26番地　　TEL ： 052-612-2581
HPアドレス　http://www.itoakirasangyo.co.jp

本社工場を含め5ケ所の工場があります。
鋼種別にわけて在庫管理をしていますので出荷もスピーディー！
スウェーデン鋼やSUP（バネ鋼）など取り揃えております。
取扱商品の多さと在庫の豊富さは同業他社に負けません。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
http://www.itoakirasangyo.co.jp
※お問い合わせいただいたお客さまにはサイズ表を無料で送付いたします。

S10C・S15C・SCR・SNCなど、取扱鋼種は様々で、在庫品が多く即納できます。
豊富な鋼種と機動力で当日配達・発送を心がけています。当社の在庫はお客さま
の在庫！ほしい鋼材をほしいだけ、小さなもの、切断品でも、1本、1個から配達・
発送いたします。お急ぎの方はご相談ください。

ほしい鋼材をほしいだけ！小さなものでも1個から販売！

鋼材が1個だけ揃わずお困りの時はございませんか？
当社は、ほとんどの鋼種（特殊鋼・一般鋼材・スウェーデン鋼・ステンレス・FC/
FCD・非鉄金属など）を取り揃えております。多品種小ロットでも即日配達・発送！
また、各種パイプも取り揃えており、「丸棒では削るのに時間がかかるが…パイプ
ないかなぁ？」「こんな材質の鋼材あるの？」などいろいろご相談に応じます。
お気軽にお問い合わせください。

多品種小ロットでも即納！

　6面フライスやガス熔断・レーザー切断やウォータージェット切断・BTA加工や
曲げ加工など各種加工もいたします。細かい物でもご相談ください。

ガス熔断・レーザー・ウォータージェット・BTAや曲げ加工等！

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

本社工場

区分

株
式
等

区分不算入割合 負債利子控除 不算入割合 負債利子控除

100％ なし

現　行 改正案

なし100％完全子法人株式等
（保有割合100％）

あり100％関係法人株式等
（保有割合25％以上）

あり50％上記以外の株式等
（保有割合25％未満）

完全子法人株式等
（保有割合100％）

100％ あり関係法人株式等
（保有割合3分の1超）

50％ なしその他の株式等
（保有割合5％超）

20％ なし非支配目的株式等
（保有割合5％以下）

株式保有支配関係100％ 同50％超100％未満 共同事業

・再編にあたり金銭等不交付
・再編の前後で従業者引き継ぎ
・再編の前後で事業継続

（発行済株式総数の50％未満
支配関係は、省略）

・再編にあたり金銭等不交付
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税制トピック
（2）受取配当金の益金不算入制度が見直される

法人が受け取った配当金は、その株式の取得に要した負債利子を控除した額の一定割合が、受取配当金

の益金不算入額として所得金額から控除されます。この受取配当金の益金不算入の対象となる株式の

区分、益金不算入割合、負債利子の控除が次のように見直される予定です。

組織再編税制と事業承継

税制適格要件

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

　2001年から2010年にかけて組織再編税制の見直しが実施されました。当初は主に大企業に利用され
ていましたが、最近では中小企業の事業承継を円滑に行うための利用が増えています。
この税制を簡単に表現するなら、「合併、会社分割、現物出資、株式交換、株式移転、現物分配が行われる
場合に、税制適格の要件を満たせば課税が行われない。」と言うものです。その税制適格要件は次のとおり
です。次回以降、自社株の評価額の引き下げへの利用と事業承継に活用したケースをご紹介します。

　下表のように、満たすことが困難な要件は、ほとんど無いと言えます。

お取引先紹介
会 社 名 お取引店 柴田支店株式会社 伊藤彰産業

　当社は名古屋で鋼材の卸売販売を行っている会社です。創業から45年が経ち、取り扱う鋼材の種類
も増え、お客さまからは「困ったら、伊藤彰産業へ」と言っていただけるようになりました。
　鋼材の卸売は、すべて1個から販売、また各種切断品も1個から配達・発送しております。
　「どこよりも早く、確実に！」をモットーに日々お客さまに喜んでいただける会社を目指します。

住所 ： 〒457-0823　愛知県名古屋市南区元塩町1丁目26番地　　TEL ： 052-612-2581
HPアドレス　http://www.itoakirasangyo.co.jp

本社工場を含め5ケ所の工場があります。
鋼種別にわけて在庫管理をしていますので出荷もスピーディー！
スウェーデン鋼やSUP（バネ鋼）など取り揃えております。
取扱商品の多さと在庫の豊富さは同業他社に負けません。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
http://www.itoakirasangyo.co.jp
※お問い合わせいただいたお客さまにはサイズ表を無料で送付いたします。

　S10C・S15C・SCR・SNCなど、取扱鋼種は様々で、在庫品が多く即納できます。
豊富な鋼種と機動力で当日配達・発送を心がけています。当社の在庫はお客さま
の在庫！ほしい鋼材をほしいだけ、小さなもの、切断品でも、1本、1個から配達・
発送いたします。お急ぎの方はご相談ください。

ほしい鋼材をほしいだけ！小さなものでも1個から販売！

　鋼材が1個だけ揃わずお困りの時はございませんか？
　当社は、ほとんどの鋼種（特殊鋼・一般鋼材・スウェーデン鋼・ステンレス・FC/
FCD・非鉄金属など）を取り揃えております。多品種小ロットでも即日配達・発送！
　また、各種パイプも取り揃えており、「丸棒では削るのに時間がかかるが…パイプ
ないかなぁ？」「こんな材質の鋼材あるの？」などいろいろご相談に応じます。
　お気軽にお問い合わせください。

多品種小ロットでも即納！

　6面フライスやガス熔断・レーザー切断やウォータージェット切断・BTA加工や
曲げ加工など各種加工もいたします。細かい物でもご相談ください。

ガス熔断・レーザー・ウォータージェット・BTAや曲げ加工等！

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

本社工場

区分

株
式
等

区分不算入割合 負債利子控除 不算入割合 負債利子控除

100％ なし

現　行 改正案

なし100％完全子法人株式等
（保有割合100％）

あり100％関係法人株式等
（保有割合25％以上）

あり50％上記以外の株式等
（保有割合25％未満）

完全子法人株式等
（保有割合100％）

100％ あり関係法人株式等
（保有割合3分の1超）

50％ なしその他の株式等
（保有割合5％超）

20％ なし非支配目的株式等
（保有割合5％以下）

株式保有支配関係100％ 同50％超100％未満 共同事業

・再編にあたり金銭等不交付
・再編の前後で従業者引き継ぎ
・再編の前後で事業継続

（発行済株式総数の50％未満
支配関係は、省略）

・再編にあたり金銭等不交付
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しい生きものたちが次 と々登場し、トカゲの仲間やヘビにも
触れることができます。動物園でのスナドリネコの展示と
いうのは、檻があって、向こう側にいるのを見るだけです
が、水族館はアクリルガラスのため、非常に近くに感じるこ
とができます。併せて、この「奇跡の森」では、スナドリネコが
水中で漁をするという習性を皆さまに見ていただけます。
　当館は水族館ですが、水中生物だけにこだわらず、
水辺の生物はすべて水族館で見られるようにしたいと
思っています。

　

　
　当館の所在する鳥羽市は、人口2万人程度の小さな
地方都市です。東京や大阪、名古屋といった大都会な
ら人口も多く、交通の便も良いですが、当館の場合は、
他の大都市の水族館と比べ、立地的に不利になります。
そのため、いかに情報を発信しつづけるか、どうしたら
マスコミが取り上げたくなるか、どうしたら「日本一」に
なれるかと考えたとき、出てきたのが飼育種類数でした。

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 鳥羽水族館（鳥羽支店お取引先）

代表取締役館長　仲野 千里

三重県鳥羽市鳥羽3-3-6

1955年5月

水族館業

http://www.aquarium.co.jp/index.php

本　社

創　業

業　種

Ｈ　 Ｐ 希少生物の繁殖や入手が困難となった今、当館の
飼育種類数の多さは強みだと思っています。また、入手
に規制がない生きものをいかに魅せるか、色々知恵を
絞っています。

水族館として飼育技術や魅力ある展示企画も大切で
すが、今後は社員の一人ひとりのレベルを上げていきた
いと思っています。そのためには、行動指針が必要だと
思い、60周年を機に全員で当館のミッションを考えました。
それが、「世界一しあわせになれる水族館」です。
「幸せ」になるのはお客さま、社員、そして当館にいる生き
ものたちすべてです。飼育という仕事は、華やかに見えて、
実際はいわゆる3Kの仕事です。動物に噛みつかれて怪我
をしたり、排泄物の掃除だってしなくてはいけない、さらに
人工哺育や病気となれば、つきっきりの体力勝負になります。
このミッションを意識し、日々 の行動につなげることで、社員自身
も誇りと情熱を持ち、お客さまも幸せに、当館にいる生きもの
たちも幸せになれると思います。現在は、このミッションを達
成するために、社員自身が実行できるような行動基準を作
成しています。そして、「世界一しあわせになれる水族館」
になるためのアクションを起こしていきたいと思っています。

　鳥羽水族館は、開館以来年々増えた飼育生物の種
類は、約1,200種類（30,000点）にものぼり、海獣類から
小さな生きものまで飼育種類数は日本一です。館内は12
のテーマにゾーン分けされ、順路を気にすることなく自由
に観覧できるのも大きな特徴です。
　当館の原点は、海産物商の「丸幸」です。ミキモト真珠
島を訪れる観光客が船で渡る際、対岸の丸幸商店の
生け簀が見え、それを見学に観光客が来たことをきっかけ
に1955年5月15日に水族館としてオープンしました。おか
げさまで、今年で60周年を迎えます。

　
　当館は今年で開館60周年を迎え、その記念イベントと
して、2015年3月21日に新ゾーン「奇跡の森」をオープン
しました。この施設のコンセプトは、「ハラハラ・ドキドキ・
ワクワク連続の"体験型"新ゾーン」であり、探検気分で
吊り橋を渡り、神秘的な滝の裏をくぐったりと、魅力あふ

れる新ゾーンと
なります。
　水族館では
日本初展示とな
る水に入って漁
をする「スナドリ
ネコ」などの珍

当時、一番飼育種類数が多いとされていた水族館に
は約900種類の生物がいました。当館の飼育種類数
も同じぐらいだったので、まずは1,000種類以上に、さら
に1,200種類と増やしていきました。
また、もう一つマスコミの方々に毎年注目していただ
いているのが、水中入社式になります。もう7回行って
おりますが、これは飼育員が食堂で「水中で入社式を
したらおもしろいし、水族館らしいね」と言っていたのを
聞いて取り入れました。多くの方に関心を持ってもらえ
るよう、入社式の時期も、4月1日ではなく、3月31日にずら
して行っています。

おもしろおかしく展示をしながらも、水族館というのは
飼育技術がないと成り立ちません。
当館はオウムガイの繁殖およびスナメリの人工哺育に成
功したことが認められ、飼育技術を讃える最高の賞である
古賀賞を2度にわたって受賞することができました。1,200種
類にするためには、集めるのも大変ですが、維持するのも
大変です。飼育係が生物の飼育方法をお互いに教えあう
等、生物にとって一番良い飼育方法を研究しています。
こういった賞をいただいていますが、水族館を運営して
いくうえで、希少動物たちの高齢化や、ワシントン条約によ
る海外からの生物の入手制限といった大きな課題もあり
ます。当館には以前、ジュゴンがペアでいましたが、オスが
亡くなり、現在はメスのセレナだけになってしまいました。
新たなパートナーを探すにも、とても困難な状況です。また、
最盛期には全国に100頭以上いたラッコも、現在は15頭
になっており、当館も今いるメスのラッコが亡くなってしまっ
たら、ゼロになってしまいます。「絶やしてはいけない」とい
うのが館長としてのプレッシャーですね。

貴社の紹介をお願いします。

約1,200種類もの生きものを飼育するには
飼育技術も必要となりますね。

60周年を迎え、鳥羽水族館がこれから
目指していきたい姿とは何ですか？

60周年の記念として、新施設「奇跡の森」を
オープンされたそうですね。

イロワケイルカ

調餌室の様子

スナドリネコ

ジュゴン

新ゾーン「奇跡の森」

水中生物からスナドリネコまで、
様 な々種類の生きものを楽しめるのですね。
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しい生きものたちが次 と々登場し、トカゲの仲間やヘビにも
触れることができます。動物園でのスナドリネコの展示と
いうのは、檻があって、向こう側にいるのを見るだけです
が、水族館はアクリルガラスのため、非常に近くに感じるこ
とができます。併せて、この「奇跡の森」では、スナドリネコが
水中で漁をするという習性を皆さまに見ていただけます。
当館は水族館ですが、水中生物だけにこだわらず、

水辺の生物はすべて水族館で見られるようにしたいと
思っています。

当館の所在する鳥羽市は、人口2万人程度の小さな
地方都市です。東京や大阪、名古屋といった大都会な
ら人口も多く、交通の便も良いですが、当館の場合は、
他の大都市の水族館と比べ、立地的に不利になります。
そのため、いかに情報を発信しつづけるか、どうしたら
マスコミが取り上げたくなるか、どうしたら「日本一」に
なれるかと考えたとき、出てきたのが飼育種類数でした。

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 鳥羽水族館（鳥羽支店お取引先）

代表取締役館長　仲野 千里

三重県鳥羽市鳥羽3-3-6

1955年5月

水族館業

http://www.aquarium.co.jp/index.php

本　社

創　業

業　種

Ｈ　Ｐ

　
希少生物の繁殖や入手が困難となった今、当館の
飼育種類数の多さは強みだと思っています。また、入手
に規制がない生きものをいかに魅せるか、色々知恵を
絞っています。

　水族館として飼育技術や魅力ある展示企画も大切で
すが、今後は社員の一人ひとりのレベルを上げていきた
いと思っています。そのためには、行動指針が必要だと
思い、60周年を機に全員で当館のミッションを考えました。
　それが、「世界一しあわせになれる水族館」です。
　「幸せ」になるのはお客さま、社員、そして当館にいる生き
ものたちすべてです。飼育という仕事は、華やかに見えて、
実際はいわゆる3Kの仕事です。動物に噛みつかれて怪我
をしたり、排泄物の掃除だってしなくてはいけない、さらに
人工哺育や病気となれば、つきっきりの体力勝負になります。
このミッションを意識し、日々 の行動につなげることで、社員自身
も誇りと情熱を持ち、お客さまも幸せに、当館にいる生きもの
たちも幸せになれると思います。現在は、このミッションを達
成するために、社員自身が実行できるような行動基準を作
成しています。そして、「世界一しあわせになれる水族館」
になるためのアクションを起こしていきたいと思っています。

鳥羽水族館は、開館以来年々増えた飼育生物の種
類は、約1,200種類（30,000点）にものぼり、海獣類から
小さな生きものまで飼育種類数は日本一です。館内は12
のテーマにゾーン分けされ、順路を気にすることなく自由
に観覧できるのも大きな特徴です。
当館の原点は、海産物商の「丸幸」です。ミキモト真珠
島を訪れる観光客が船で渡る際、対岸の丸幸商店の
生け簀が見え、それを見学に観光客が来たことをきっかけ
に1955年5月15日に水族館としてオープンしました。おか
げさまで、今年で60周年を迎えます。

当館は今年で開館60周年を迎え、その記念イベントと
して、2015年3月21日に新ゾーン「奇跡の森」をオープン
しました。この施設のコンセプトは、「ハラハラ・ドキドキ・
ワクワク連続の"体験型"新ゾーン」であり、探検気分で
吊り橋を渡り、神秘的な滝の裏をくぐったりと、魅力あふ

れる新ゾーンと
なります。
水族館では

日本初展示とな
る水に入って漁
をする「スナドリ
ネコ」などの珍

当時、一番飼育種類数が多いとされていた水族館に
は約900種類の生物がいました。当館の飼育種類数
も同じぐらいだったので、まずは1,000種類以上に、さら
に1,200種類と増やしていきました。
　また、もう一つマスコミの方々に毎年注目していただ
いているのが、水中入社式になります。もう7回行って
おりますが、これは飼育員が食堂で「水中で入社式を
したらおもしろいし、水族館らしいね」と言っていたのを
聞いて取り入れました。多くの方に関心を持ってもらえ
るよう、入社式の時期も、4月1日ではなく、3月31日にずら
して行っています。

　

　おもしろおかしく展示をしながらも、水族館というのは
飼育技術がないと成り立ちません。
　当館はオウムガイの繁殖およびスナメリの人工哺育に成
功したことが認められ、飼育技術を讃える最高の賞である
古賀賞を2度にわたって受賞することができました。1,200種
類にするためには、集めるのも大変ですが、維持するのも
大変です。飼育係が生物の飼育方法をお互いに教えあう
等、生物にとって一番良い飼育方法を研究しています。
　こういった賞をいただいていますが、水族館を運営して
いくうえで、希少動物たちの高齢化や、ワシントン条約によ
る海外からの生物の入手制限といった大きな課題もあり
ます。当館には以前、ジュゴンがペアでいましたが、オスが
亡くなり、現在はメスのセレナだけになってしまいました。
新たなパートナーを探すにも、とても困難な状況です。また、
最盛期には全国に100頭以上いたラッコも、現在は15頭
になっており、当館も今いるメスのラッコが亡くなってしまっ
たら、ゼロになってしまいます。「絶やしてはいけない」とい
うのが館長としてのプレッシャーですね。

貴社の紹介をお願いします。

約1,200種類もの生きものを飼育するには
飼育技術も必要となりますね。

60周年を迎え、鳥羽水族館がこれから
目指していきたい姿とは何ですか？

60周年の記念として、新施設「奇跡の森」を
オープンされたそうですね。

イロワケイルカ

調餌室の様子

スナドリネコ

ジュゴン

新ゾーン「奇跡の森」

水中生物からスナドリネコまで、
様 な々種類の生きものを楽しめるのですね。
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