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溶語の世界の人材たち

@一りーマン・ショックか610年

「リーマン‘ショック後最高Jとなる調査結果がE自押し
企業業績、雇用、賃上げ¥新設法人数も

@ーメキシコ進出企業実態調査
メキシコ進出の日本企業は715社、長野県内からは13社

@一企業検索サイト:友愛商事(高森町)
輸送効率を高め、新事業にも挑戦

@一産業スポット 信州諏訪ガラスの呈/プランニング・ヱメほか

@ー夏季一時金要求・妥結状況調査(最終報)
平均妥結額は49方8868円、リーマン・ショック後最高

@一調査員日昔、 VoL932

@一企業動向速報
ラ・ビスタちくに〔ホテル経営J (北安曇郡)

福島電力〔電気小売J (福島県)

山形精工〔ナット製造J (埼玉県)

@ー全国の倒産圃動向記事と債権者名簿

@一全国企業倒産 2018年7月
倒産件数は689件、6カ月連続の前年同月比滅少/負債

総額は1022億8400万円、4カ月連続の前年同月比減少

@一信州展望
記念日

全国の倒産・動向記事、債権者名簿か、タイムリーに確認

できる nEIKOKUNEWS ONLlNEJ]は、帝国ニュース会員
専用のNETサービス(無料)です。登録方法については、
最寄りの支庖までお問い合わせ下さい。

③帝国チヨJCJつ
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落語の世界の人材たち
!こち5情報デスク

典型的な指示待ち族
企業経営の根幹を成す要素といっても過言で

はない人材。人材育成は企業の永遠の課題と位

置づけられ、近年は人材採用が思うように進ま

ないことも増えてきた。経営者に“求める人材

像"を聞くと、言葉は若干異なっても「自分で

考え、自分から行動できる人」との答えが返っ

てくることが多い。言われたことをやるだけ、

指示待ち族では困るということだが、落語の世

界に言われたことだけを忠実に守ろうとする滑
稽さを描いた噺がある。

『猫と金魚J。商家の主人が大事にしている金

魚、を隣家の猫が狙っている。それを防ごうと、

あれこれ番頭に指示を出すのだが、この番頭、

まったく気が利かない。金魚鉢を高い棚の上に

置くように言われると、しばらくして「金魚鉢

は棚に置きましたが、金魚はどうしましょう」

ととんでもない質問。さらには「棚の上で猫が

金魚鉢に子を突っ込んでいます」と報告してく

る。金魚鉢を別の場所へ移動させるなどといっ

た対策を講じようとはせず、ただ見たままを報

告し、主人の指示を待っている。

落語だから、あまりのばかばかしさについ

笑ってしまうが、もし現実に相手がこんな対応

をとったらイライラし、血圧が急上昇してしま

うのではないか。「自分で考え、自分から行動で

きる人」を求める経営者が多いのは、落語の世

界だけでなく現実の世界にも、こんなタイプの

人が少なからず存在するからだろうか。

評価されるのは肩書きではなく
落語には、人材をテーマとしたかのような噺

が意外に多い。『中村仲蔵Jは、芝居を題材にし
た人情噺。ょうやく名題(なだい)に昇進した

仲蔵だが、期待していたような良い役が振られ

ない。こんなに評価が低いなら上方にでも行っ

てしまおうかと悩むが、振られた役を従来通り

に演じるのではなく、工夫を凝らし、自分なら
ではの型を創案。それが評判となり、客がと令っ

と押し寄せ、名優に成長していくという出世物

語だ。肩書きが人をつくるという言葉がある。

それは一面的を射ているが、肩書きがあるから

評価されるのではなしその肩書きに見合う役
割を果たすため何をしたのかによってこそ評価

されるべきと気づかせてくれる噺でもある。

大庖の主人同士のやりとりから、その場で五

升の酒を飲まなくてはならなくなった奉公人。

飲めるか飲めないかを主人2人が賭けているた

め、負けるわけにはいかない。この奉公人、

ちょっと席を外し、戻った後に五升の酒を飲み

干す。賭に負けた相手の主人が悔しがり、席を

外したことと関係があるのではないかと尋ねた

ところ、奉公人の答えは「一度に五升の酒を飲

んだことがなく自信がなかったから、飲めるか

どうか酒屋に行って試しに五升飲んできた」。
見事なオチで爆笑をもって終わるこの噺は『試

し酒J。本番の五升酒の前に、試しに五升酒を飲

んでみたという行為は、確実に成果を上げるた

めの事前準備ととれなくもない。準備までして

飲み干そうとしたのは、賭けをしている主人に

損をさせてはならないとの気持ちが強かったか

ら。ここまで白分のために行動してくれる部下

を、上司が評価しないはずがない。

職人がいなくなったため主人自ら
こんな小口出がある。奉公人が多すぎると感じ

た主人、半分に減らしてみたがまだ多いとさら

に半分に、それを繰り返し、おかみさんと 2人

となったが余裕がある。それならとおかみさん

を離縁し、自分一人で、やってみると、それでも

十分できる。最後は「何だ、自分もいらなかっ

たのか」と...。過去の大リストラ時代を訪梯さ

せるような、将来のAI時代を想像させるような

少々怖い内容だが、少なくとも入手不足が蔓延

している現在とは相容れない。

今に通じるといえば『素人鰻」はどうだろう。

明治の世となり、鰻屋を始めることとなった元

武士。旧知の鰻職人を雇ったが、この職人、腕

は確かだが酒乱。たびたび問題を起こし、とう

とう職場に顔を出せなくなった。困った主人は

自分で鰻をさばこうと奮闘するが、ぬるぬるし

ているため上手に掴むことさえできない。手か
ら逃げようとする鰻を離すまじと足も自然に動

き、とうとう屈の外へ。どこへ行くのかと問わ

れた主人の返答、「行き先は鰻に聞いてくれ」が

オチとなる。職人がいなくなり、営業継続がま

まならなくなった鰻屋。借金の有無にもよる

が、今なら「事後処理を弁護士に一任Jという
事態に陥り、「入手不足倒産Jとしてカウントさ

れてしまうかもしれない。
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2008年9月、アメリカの投資銀行[リーマン・ブラザーズJの破綻をきっかけに突入した世界的な

金融経済危機「リーマン・ショックj。それまで経験したことのない急激・大幅な業績悪化に見舞われ

た圏内企業も多く、全国的に倒産が続発した。当時の影響を現在まで引きずっている企業も存在する。

一方、帝国データパンクが今年行った様々な調査では、「リーマン・ショック後最高jとの結果

が得られたケースカず少なくない。ここに来て足踏み感を強めているとはいえ、景気は改善基調を持

続。こうした状況下、長野県内企業を対象とした企業業績、雇用、賃金などに関する調査ではリー

マン・ショック前の水準を回復するものもあり、昨今の景気の改善ぶりを示すとともに、改めて

リーマン・ショックから受けた打撃の大きさを物語っている。

県内企業売上高上位100社の総額が4兆6000億円を突破、リーマン後最高
6 月にまとめた 12017年度長野県内企業売上高ランキング」。これは2017年度 (2017年 4 月 ~2018年 3 月)

に到来した決算を対象に上位100社ランキングとして集計したものだが、 100社の総額(総売上高)は前年

度比5.0%増の4兆6203億2600万円に達した。 4兆6000億円を突破するのは、 2007年度の4兆7802億6700万

円以来10年ぶり。リーマン・ショックの影響により、 2008・2009年度は2年連続して10%以上の大幅減少

を記録し、 2009年度には3兆5000 県内企業売上高ランキング・上位100社総額の推移

億円台まで後退していたが、 2017

年度にようやくリーマン・ショッ

ク前の水準近くまで回復した。

売上高ランキングは、建設業

(上位30社)と機械系製造業(上位

50社)でも毎年集計しているが、

いずれも2017年度の総額はリーマ

ン・ショック後の最高値を更新。

建設業はリーマン・ショック前の

兆円
5， 年度

2007年度

2008年度

2009年度

2010年度

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

2015年度

2016年度

上位100社総売上高 イ申び率

4兆7802億6700万円 ....0.8% 

4~t 949億9500万円 企 14.3%

3兆5515億9600万円 ....13.3% 

3兆7462億5300万円 5，5% 

3兆7141億 700万円 ....0.9% 

3兆7567億2800万円 1.1% 

4兆1051億9100万円 9.3% 

4~t2861億3500万円 4.4% 

4兆4332億7300万円 3.4% 

4兆3985億8600万円 ....0.8% 

2007年度も上回っている。 。0708091011121314151617年度
2017年度 4兆6203億2600万円 5.0% 

今年の景気見通しは「回復jと「踊り場jを合わせ

て65.9%、リーマン前の水準を上回る
そもそも今年の景気見通しについて、県内企業はどのよう

な見方をしていたのだろうか。 昨年11月に行った 12018年の

景気見通しに対する長野県内企業の意識調査Jでは、今年の

景気を「回復局面Jとみる企業が20.6%、「踊り場局面」が

45.3%、「悪化局面」が9.4%、「分からないJが24.7%口「回復J
は前年の11.6%からほぼ倍増、「悪化」は前年の19.6%から半

分以下まで減少した。「回復」は2014年の25.8%を下回ったも

のの、「踊り場Jと合わせた65.9%は、 2007年以降で最も高く

なった。 2017年は景気の改善が定着していたことを考慮する

と、 2018年の「踊り場」見通しとは比較的高い水準で、のー進

景気見通しの推移
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一退とみることができる。一方、「悪化」は最も低く、初めて10%未満にとどまった。

なお、同調査では2017年の景気動向についても尋ねているが、「回復局面」と回答したのは30.0%で、

こちらもリーマン・ショック後最高である。

人手不足はリーマン前の水準を上回る、正社員の「不足Jが50%台で推移
労働人口の減少という構造的な問題に、景気回復に伴う需要拡大が重なり、入手不足が深刻度を増し

ている。 4半期ごとにまとめている「入手不足に対する長野県内企業の動向調査」。正社員を「不足Jと

する企業は、リーマン・ショック後の2009年には10%未満まで後退したが、 2013年後半に一度大幅に増

加。 2016年半ば以降に再び増加局面をたどり、 2017年以降はほぼ50%台で推移している。最も高かった

のは2017年10月の56.6%。次

いで直近となる2018年4月の
正社員・非正社員が「不足Jと回答した企業の推移

56.0%。

非正社員の「不足」は正社

員を下回っているが、このと

ころ30%台で推移(最高は

2017年4月の38.6%)0こちら

もリーマン・ショック前の水

準を上回っている。

(拍)

50 

40 

30 

正社員の「採用予定があるJは73.7%、リーマン前の水準を突破
入手不足感を抱く企業の増加を背景に、社員を採用したいとの意欲が高まっている。 2月に行った

12018年度の雇用動向に関する長野県内企業の意識調査」では、正社員の「採用予定がある」と回答した

企業は73.7%。リーマン・ショック前の2007年度の71.9%を上回り、過去最高を記録した。一方、非正社

員の「採用予定がある」は58.8%02007年度の59.9%には届かなかったが、リーマン・ショック後では最

も高い。

有効求人倍率(長野労働局まとめ)

は1992年12月以来の高さである。

も堅調に推移している。 今年6月にはl.72倍を記録したが、 これ

正社員の「採用予定Jの推移

採怒号5躍が晶畠 採用予定はない
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「賃金改善がある」は63.7%、2007年度以降で最高
雇用意欲の高まりに伴い、 1月の 12018年度の賃金動向に関する長野県内企業の意識調査」ではベー

スアップや賞与・一時金のヲ|き上げといった賃金改善を実行する企業の増加が明らかになっている。今

年度の賃金改善の有無を尋ねたところ、「ある」が63.7%、「ない」が14.3%、「分からない」が21.9%01あ

る」は 2年連続で増加し、リーマン・ショック後及び調査を開始した2007年度以降で最も高い。

なお、長野県が毎年行っている「春季賃上げ要求・妥結状況調査」の最終報では、 2018年の平均妥結

額は4508円となり、リーマン・ショック後の最高額を更新。賃上げを実行する企業の数(構成比)だけ

でなく、賃上げ額も高水準に達している。

「賃金改善がある」と匝答した企業の推移

2017年の新設法人数、リーマン前の水準を回復して1000件に迫る

弊社では毎年、法務省の「商業・法人登記集計結果表Jに基づき、「長野県内新設法人調査Jを実施し

ている。 3月に行った2017年を対象とした直近調査によると、 2017年に設立されたのは前年から9.4%増

加して999件。内訳は、「株式会社J722件、「合同会社J274件、「合名会社J2件、「合資会社J1件だ、つ

た。

県内の新設法人数は2006年の1140件を最後に1000件未満が続いていたが、 2017年は1000件にあと 1件

と迫った。もちろん、リーマン・ショック後では最多である。

新設法人数の推移

(件)
1500 

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 2017年

2006年
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2α09年

2010年
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759 

678 

716 

722 

774 

724 

715 

722 

有限 合同
会社 会社

415 30 

72 

74 

133 

86 

95 

103 

207 

198 

231 

194 

274 

ム資 合名
合計

前年比
会社 会社 (%) 

12 1 U 1.140 9.8 

3 1 972 "'14.7 

6 2 905 血 6.9

2 2 929 2.7 

5 。850 企8.5

。774 血 8.9

4 。823 6.3 

。 1 930 13.0 

2 3 977 5.1 

。 。955 a‘2.3 

2 2 913 血 4.4

1 2 999 9.4 
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【広告】社長 lr元気な会社づくり』してますか?

l~'(I削水谷税務会計事務所
|関東信越税理士会松本支部所属 税理士水谷弘 水谷哲智 l
干399圃 0706長野県塩尻市大字広丘原新聞571番地9
TEL 0263・51-5722 FAX 0263・51-5733
トmail:mta@mizutani-tax.com URL: http://mizutanトtax.bizl

当事務所の税務会計サービスはお客様のこーズIC::合わせて承ります!

「主訪問点段ボール、問吟当社lこて、包装設計製造を一一任せください。1

〔真空成形品〕

一一一一一 TOTALPACKAGING PRODUCE -一一一一

械式会社力三ヨョワパりつ
大切な商品を新しいカタチで包むカミジョウパックは、

時代を見つめています0

・本社・工場
干399-8204長野県安曇野市豊科高家 1178-8(あづみ野産業団地内)

TEL:0263-71-4649(ヨロシク) FAX:0263-71-4666 
www.kamijyopack.com 

メ力ト口部crd• FA用ロボットシステム総合商社

株式会社 UK E軸受
置直動機器

《本社》 東京都文京区湯島1-7-13 量空圧機器

掴油圧機器

お近くの麦社、営業所、出張所

長野支宇土 長野市高回五分一沖666-1
松本支社 松本市村井町北2-1-1
上回支社 よ悶市大字古里字酉ノ手77-5
諏訪支社 諏訪市大字豊島1240-1
伊那支社 上伊那郡南箕輪村字中のffli9758-6
飯悶営業所 飯田市高羽1-4-1

量シール/パッキン

TEl026-228-2201 
冨ロポット/電動アクチュヱーター

T王l0263-58-1211 -モーター/減速機

TEL 0268-25-2201 -制御/計灘機器

TEl 0266-53-5405 圃チヱーン/ベルト/歯車

TEl0265-73町 3955 -運搬/搬送/荷受機器

TEl 0265-24-8588 E構造用'/lfe曹部品

長野県から「多様な働き方等実践企業である」

と認められ、「職場いきいきアドバンスカンパニーJ

の認証をいただきました。

長野県中南信に全 7拠点

E調~~..l電1s・.，~曜~~盟=匝.. 

(株) ソーシャル司ネットワーク

本社松本事務所
干390-0825 松本市並柳1-16-24
TEL 0263-31-3772 
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メキシコ進出企業実態調査

メキシコ進出の日本企業は715社、長野県内からは13社

はじめに

7丹2日、メキシコで行われた大統槙選挙でロベス・オブ

うドーJレ氏が当選した。間氏は畠串貿易を尊重する考えであ

るものの、 f不掲鱒jと指擁する北米自由賢易協定例AFTA)

再交渉の推進などを公約に掲げていた。

一方、 トランプ米大統嶺も 2カ盟関協定を結び直す可能性

に触れるなど、 NAFTA再交渉の先行きには不透明惑が漂って

いるO そのため、メキシコを中心とした北中米市場戦略を描

く日本企業では、当面大規模本投資を決酷しにくい状況が、続

く。また、販にメキシコでの生産・蝦売活動を行っている日本企業では、メキシコを含めた北中米

戦略そのものの見蓋しを追られる恐れもある。

帯国データバンケでは、活用調葦報告書 fC C R J (約180方社)やその他公開情報などを基に、

現地企業への出資、現地法人及び関{系金社・関連会社の設立・出資、駐在所・事務所の設置立どを

通じて、メキシコに進出していることが判明した日本企業のうち、 2018年6月時点の企業概要デー

タベース fCOSMOS2 J (約147万社)に掲載されている715社を分析した。

※集計方法は、拠点数ではなく、進出を行った企業の数(1社で複数拠点を所有する場合、 1社として集計)

調査結果(要旨)

口 メキシコに進出している日本企業は715杜判明。業種別では、「製造業Jが459杜(構成比64.2%)

で最多となり、全体の約 3分の 2を占めた

日 本社所在地を都道府県別にみると、「東京都Jが285社(構成比39.9%)で最多。完成車メーカー

や同系列の部品メーカ一、精密電子機器メ}カーなどが本社を置く地域で多い

口 売上高規模別では、売上高 1100億円以上」が534社(構成比74.7%)で、全体の 7割超を占め

た。総じて大手企業が中心となってメキシコへ進出する一方、売上高 110億円未満]の中小企

業では進出が少数にとどまった

口 メキシコに進出している長野県内企業は13社(構成比1.8%)。都道府県別では 9番目に多い。 13

社中12杜が「製造業」だった
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「製造業Jが約3分の2占める、

自動車製造関連の業種が中心となって進出

メキシコに進出している日本企業は、 2018年6月時点で715杜あることが判明した。

業種別にみると、最も多かったのは「製造業Jの459社(構成比64.2%)で、全体の約 3分の 2を占め

た。 2位は「卸売業J(135社、同18.9%) だった。

業種細分類別にすると、最も多かったのは「自動車部分品・付属品製造業」の43杜(同6.0%)。以下、

「自動車駆動・操縦・制動装置製造業J(30社、同4.2%)、事業持株会社を含む「投資業J(27社、同3.8%)、

総合商社など「各種商品卸売業J(20社、同2.8%) と続いた。このほか、自動車用外板部品の製造など

の「金属プレス製品製造業J(16社、同2.2%)、「鉄鋼卸売業J(14杜、同2.0%)、「自動車用内燃機関製造

業J(11社、同1.5%) などの自動車製造に関連した業種が上位を占めた。こうした企業の中には、現地

生産を行う日系完成車メーカー向けのほか、欧米系の大手完成車メーカーに部品供給などを行っている

企業も含まれ、メキシコを部品供給や最終組み立てなど、北中米地域の「製造拠点」と位置付けて進出

している企業が多かった。

業種別 社数 構成比 業種細分類別(10件以上) 社数 構成比
(%) (%) 

建設業 11 1.5 自動車部分品・付属品製造業 43 6.0 
製造業 459 64.2 自動車駆動・操縦 z制動装置製造業 30 4.2 
卸売業 135 18.9 投資業(持株会社を含む) 27 3.8 
小売業 4 0.6 各種商品卸売業 20 2.8 
運輸・通信業 42 5.9 電気機械器具卸売業 19 2.7 
サービス業 23 3.2 工業用プラスチック製品製造業 17 2.4 
不動産業 2 0.3 金属プレス製品製造業 16 2.2 
金融・保険業 34 4.8 金属加工機械卸売業 15 2.1 
その他 5 0.7 鉄鋼卸売業 14 2.0 
合計 715 100.0 一般貨物自動車運送業 12 1.7 

自動車用内燃機関製造業 11 1.5 
金型・同部分品・付属品製造業 11 1.5 

工業用ゴム製品製造業 10 1.4 

合計 715 100.0 
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完成車メーカーが本社を構える都道府県が上位、

長野県は13社で9位

進出企業の本社所在地を都道府県別にみると、「東京都」

が285社(構成比39.9%)で最多。 2位は「愛知県J(91社、

同12.7%)、3位は「大阪府J(88社、同12.3%) となった。

このほかにも、メキシコへ進出している大手完成車メーカー

の本社がある「神奈川県J(49社、同6.9%)や[静岡県J(30 

社、同4.2%)、「広島県J(26社、同3.6%)なども上位となっ

ている。

「長野県jは13杜(同1.8%)で9位 (1京都府」と同数)。

13社中12社を「製造業」が占め、細分類別では[プラスチッ

ク加工機械・同付属装置製造業J(3杜)が最も多かった。

一方、l3杜のうち 8杜は売上高 1100億円以上J。

都道府県別
(上位10都府県)

東京都

愛知県

大阪府

神奈川県

静岡県

埼玉県

広島県

兵庫県

京都府

長野県

ぷE』ヨ雪ロ+

メキシコに進出している主な圏内自動車関連企業

バハ・カリフォルニア州

トヨタ自動車側

(四輪車製造)

ハリスコ州
本田技研工業側

(二輪車・四輪車製造)

サン・ルイス・ポトシ州

メキシコシティ
いすE自動車体制

(商用車販売)

社数 構成比

(%) 

285 39.9 

91 12.7 

88 12.3 

49 6.9 

30 4.2 

26 3.6 

26 3.6 

14 2.0 

13 1.8 

13 1.8 

715 100.0 
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売上高100億円以上の大手企業が7割超

売上高規模別で、最も多かったのは llOO~500億円

未満jの227杜(構成比31.7%)0 11000億円以上」の220

社を含め、売上高 1100億円以上」の企業が全体の 7割

を超えた。売上高 1100億円未満」では 11O~50億円未

満J(83社、同1 1.6%) 、 150~100億円未満J(58社、同

8.1 %)などが多く、総じて大手企業が中心となってメ

キシコへ進出している。

一方、売上高 110億円未満」の企業は全体の約5.5%

と、中小規模の企業によるメキシコ進出は少数にとど

まった。

まとめ

売上高規模別

10億円未満

10-50億円未満

50-100億円未満

100-500億円未満

500-1000億円未満

1000億円以上
合計

2018/08/17fri. I 仁

社数 構成比
(%) 

40 5.5 

83 11.6 

58 8.1 

227 31.7 

87 12.2 

220 30.8 
715 100.0 

メキシコは、これまで一大消費地である米国に隣接し、安価な労働コストなどを背景に、 NAFTA域

内における製造・輸出立国としての地位を築いてきた。日本企業においても、こうしたメキシコの地政

学的・コスト的メリットを背景に、完成車メーカーや同部品メーカー、電機メーカーを中心に、メキシ

コ国内で生産した完成車や同部品の対米輸出拠点として進出。北米市場の成長を見込んでメキシコ拠点

の新設や拡充計画を実行に移した企業もある。

今回の調査では、メキシコに進出している日本企業が715社判明(長野県内企業13社)。特に自動車製

造に関連した企業で多く進出していることが確認された。また、メキシコに進出している企業の多くは

米国にも進出しておりヘ米墨両国への一体的な進出が明らかとなった。

今後、米国とメキシコ、カナダを交えたNAFTAの再交渉が進む予定である。しかし、再交渉が不調

に終わった場合、メキシコや米国に進出する日本企業では、コスト上昇による採算悪化やコスト負担の

転嫁に伴う製品価格の上昇などで販売減につながることも危慎される。今後のNAFTA再交渉の行方次

第では、北中米地域に進出している日本企業を中心に、対メキシコ投資の計画凍結や生産設備の米国移

転なども想定されよう。さらに、対メキシコ輸出額で全体の 4割を超える自動車関連品などを生産する

企業など、在メキシコの日本企業向けに製造・輸出を行う日本国内の中小企業にも大きな影響を及ぼす

可能性がある。

※メキシコに進出している企業715杜のうち、米国にも進出する企業は約8割に当たる551社判明。なお、対象は米

国進出企業6814杜(帝国デ}タパンク「米国進出企業実態調査J、2016年12月発表)に基づく
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住まいは何+隼も伺き倉ってい〈
大切な家擦のバートナー.
そんな住まいの健康を寄るため、
気軽に何でもご相談〈花、さい。
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株式会社エース・リフオーム URL http://剛W 出e~reform. jp/ E-Mail: info蜘 ce-reform.jp 

食べ慣れた味。
長野・松本のお弁当

・総合リフォ ム ・|・本社〒3凹 31団長野県下伊那郡高森町牛牧田番地1 TEL 02日 34-3830 FAX 町田 34-3831・重装全般 ・I・飯関支庖伊那支庖松本支庖諏訪湖支由よ随支眉甲府支唐八王子支宿中津川支底

l ・アフターメンテナンス総本アフターメンテナンス飯田

長野で頑張る中小企業を応援します!

有限-....:!~-~本社干399-0005 長野県松本市野溝木工 1-8-40
会社ー圃'7;" :::I"_' TEL.0263四 25-5025附 FAX.0263圃 25圃 5022

・営業内容:企業工場、学校、寮、障害者施設、デイサービス、などの食宝運営管理、各種パーティー料理の委託
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友愛商事(高森町)

輸送効率を高め、新事業にも挑戦

入手不足や樵料コストの上昇などから厳しい環境が、続く運送業界。友愛商事(株)では、輸送効率

上昇に取り組む一方、務事業参入の準備も進め、経営基盤を強化しようとしている。

「デイゼ口」を強みとして
若い頃から車好きで、映画「トラック野郎」の

世界に憧れていたという伊藤久隆社長。業界経験

を積み、「自分の夢を実現したい」と 1989年に独

立。しばらくは市場専門の運送業務に携わってい

たが、 2000年に法人化したのを機に幅広く需要を

開拓、本格的に事業を展開していった。

それまで漬物を中心に取り扱い、注文を受けた

ものを翌日までに配送する「デイゼロJを実行し

てきたことが強みとなった。一方、細かな案件、

同業者が断るような手間のかかる案件を受注し、

それを工夫してこなすことにより徐々に業容を拡

大。当初は小額でスタートしたものが、その後大

口取引に発展したケースもある。

現在は冷凍・冷蔵車を含めトラック25台を保有。

青果物・豆腐をはじめ食品関係を中心に扱い、地

元と関東・中京・関西方面を結んでいる。

効率を追究し、連携・協調を重視

運送業界は、ドライパー確保難や原油高による

燃料費の高騰に直面している。大手業者でも料金

やサービスの見直しを迫られるなど経営環境は厳

しさを増しているが、伊藤社長は現在の状況を

「業界全体が適正な環境に向かうための過渡期J
と前向きにとらえている。

「入手が圧倒的に不足し、従来通りのやり方で

昨年10月に高森町に移転した

は通用しないことを、業界内だけでなく顧客の側

も理解してくれるようになっている。それでも物

流需要が減らないため、お互いのジレンマは大き

くなるばかりだが、生き残っていくためには皆で

知恵を絞っていくしかないJ(伊藤社長)。難局を

乗り越えるキーワードとしてあげるのは「効率の

追究」、そして同業他社や他業態との「連携・協

調」だ。

昨年10月には約 1億6000万円を投じて、高森町

に本社事務所・トラックターミナルを開設(土地

面積約1800坪、飯田市から移転)。国道沿いに立地

し、大きな看板を掲げ、営業面の効果も感じ取っ

ている。

トラックのボディプリント事業を
友愛商事は今月から、配送便・配送ルートの改

正を含め業務のスタイルを大幅に変更した。取引

先の変更も伴う大きな決断だ、ったと振り返るが、

輸送効率のヲ|き上げ、ひいては時代が求める働き

方改革に見合う労働環境に少しでも近づけたいと

の意向を反映している。

新事業にもチャレンジする。もともと関心が

あったトラックのボディプリント製作の事業化を

準備。車体を絵などできれいに飾るだけでなく、

走る広告として効果を見据え、需要の開拓に力を

入れていく。

年収入高は緩やかに増加し、前期に初めて 4億

円を突破。ただ、伊藤社長は規模の拡大よりも、

人を疎かにせず、仲間を信じ、周囲から信頼され

る会社づくりを進めていくことを大切にしたいと

考えている。

[友愛商事株式会社]
企業コード 300193003 法人番号:6100001022886、
資本金1000万円、 2000年12月設立、下伊那郡高森町
山吹4094-1、代表取締役社長伊藤久隆氏、従業員17
名の 2018年3月期の年収入高は約4億2200万円。
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オリジナル高品の販路開拓に意欲

TDB企業コード:045006066 
法人番号:4100001025420 

(株)信州諏訪ガラスの里(本社諏訪市、岩波尚宏社長)は、諏訪湖畔にある複合施設 iSUWAガ

ラスの里」を運営している。国内最大級のガラスミユージアムを備えるほか、製造業が盛んな諏訪地

域ならではの工業用製品、アクセサリーなどを販売する iSUWAプレミアム」や飲食庖も併設。様々

な催し物を企画しながら、集客に努めている。一方、第38回「プロが選ぶ観光・食事・土産物施設100

選J(旬刊旅行新聞)において、観光・食事施設部門で10年連続してトップ10入りを果たすなど知名度

も高まっている。

今後の業容拡大を目指し、厳選した地域の逸品(オルゴール、金属製しおり、ペットボトルマー

カー)やクリスタルガラス製品の拡販にも力を入れており、県外の観光施設などで採用されるケース

が増えているという。岩波社長は、「これからも地元企業とタイアップしたオリジナル商品の発掘や販

路の開拓を通じ、規模の拡大とともに地域活性化にも貢献していきたい」と話している。お問い合わ

せは、同社(電話0266-57-2000、http://www.garasunosato.com/) まで。

Ii'~雪量~:I固匝軍温

地元ならではの味わいを再現した野沢菜商品を発売

TDB企業コード:330231016 
法人番号:9100002004468 

みやげ品製造販売の(有)プランニング・エメ(本社長野市、藤津正明杜長)は 9月上旬、 JR各駅

やローカル線駅構内、高速インターチェンジ、都内百貨庖などで「信州凍り野沢菜」を発売する。信

州を代表する味に数えられる「野沢菜漬け」は、 11月中旬から12月上旬に漬け込むもの。あまり時間

をおかずに食べてもおいしいが、この製品はさらに 1月から 2月頃まで樽に漬け込み、樽に氷が張り、

その氷を割って取り出す地元ならではの味わいを再現。合成保存料無添加、着色料無使用で健康面に

も配慮している。

200g入り、税別400円での販売を予定している。お問い合わせは、同社(フリーダイヤル0120-

713746) まで。

E謂
本社の増築に着手

TDB企業コード:300196533 
法人番号:1100002038481 

食肉卸・加工の(有)吉清(本社飯田市、清水吉男社長)は、本社の増築工事に着手した。完成予

定は 9月で、本社の隣地約240mに事務所と出荷場を建設する。

食肉販売を手がける信州セキュアフーズ(株)(松本市)との業務の棲み分けが進み、従業員も増え

てきたことで本社が手狭になったほか、出荷の利便性向上を目的としている。
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「綿半スーパーセンタ-Jが岐阜県ヘ初進出

竺18竺竺ri三塁。

TDB企業コード:985865506 
法人番号:41 00001022855 

綿半ホールデイングス(株)(本庖飯田市、野原勇社長)では、グループで展開する「綿半スーパー

センター」が岐阜県へ初進出する。新規オープンするのは「綿半スーパーセンター可児庖J(岐阜県可

児市)で、 11月7日にグランドオープンする予定。

スーパーセンター事業の庖舗数は、関東・甲信及び愛知・岐阜県に合計37宿舗となる。

Er~園高ヨ1J~"JJ.m!II

ピーターラビットの絵本シリーズの展示会を開催

TDB企業コード:330235811 
法人番号:6100001007615 

ホテル・アミューズメント施設運営の(株)池の平ホテル&リゾーツ(本社北佐久郡立科町、矢島

義撞社長)は、世界中の人々に広く愛されているピーターラビットの絵本シリーズの展示会を開催し

ている。イギリスの自然豊かな湖水地方で紡ぎ出された物語は、当地白樺湖がその舞台と似ているこ

とから、絵本を眺めながら、ピーターラビットと作者の思いが感じられるものになっているという。

会場は、池の平ホテルから道を挟んで向かい側のレイクサイドプラザで、 11月5日まで開催してい

る(入場料は無料)。

'A電面画1t措置

県内で初めて fヱコ・ファースト企業jに認定

TDB企業コード:330016761 
法人番号:3100001002833 

(株)八十二銀行(本庖長野市、湯本昭一頭取)は、このほど環境省から「エコ・ファースト企業」

の認定を受けた。「エコ・ファースト制度」とは、環境省が企業による環境保全活動の取り組みを促進

するため、企業が環境大臣に対し自らの環境保全に関する取り組みを約束し、環境大臣が当該企業を

業界における環境先進企業と認定するもの。

認定企業は全国で45社(銀行業界2社)、県内では初認定となる。

置諸説1f措置
TDB企業コード:300012547 

法人番号:9100001013701 

fプラチナくるみんj認定を取得、県内の認定累計は12件に

(株)長野銀行(本唐松本市、中保功頭取)は、このほど厚生労働大臣から「プラチナくるみん」認

定を取得した。県内では12件目の取得となる。次世代育成支援対策推進法に基づき、仕事と家庭の両

立に向け一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満た

した企業は、申請により「くるみん」認定を受けることができるが、既に同認定を受け、相当程度支

援制度の導入や利用が進み、高い水準の取組を行っている企業を対象としたのが「プラチナくるみ

ん」。同行の認定基準の達成状況としては「男性の育児休業等取得率38.1%J r女性の育児休業取得率

80.8%J r出産した女性の在職率lOO%Jなど。

同行のほか、これまでに県内で「プラチナくるみん」認定を取得しているのは、エムケー精工(株)

(千曲市)、キッセイ薬品工業(株) (松本市)、 KOA(株) (箕輪町)、生活協同組合コープながの(長

野市)、医療法人慈善会安藤病院(上田市)、新光電気工業(株) (長野市)、信州富士電機(株) (上田

市)、セイコーエプソン(株) (諏訪市)、長野県労働金庫(長野市)、長野信用金庫(長野市)、社会福

祉法人依田窪福祉会(上田市)。なお、県内の「くるみんJ認定は7月3日現在97件に達している。
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配送のことならなんでもご相談ください

お引越し

赤憶の引越しは貸切使。お荷物をお預かりした後は、引越先ま

で荷物を他の準l二積み替えずにお運ぴしますので、他社に比べ

て簡易な梱包て、済んだり、荷造りが簡素化できたりします。

詳しくは、お近くの赤潟までお気軽にお問合せくだきい。

安く、安全、早く

f大きな家具や電気製品だけを運んで欲し Lリ

「夜にご近所に迷惑がかからないように運んて欲しいj

I主意が狭く大きなトラックが入らず、業者に断わられてしまう j

といったことがあれば、赤憶にご相談下ざい。

赤帽では特殊な事情にも柔軟に対応いたします。

鶴趨鱒機織機編鷹揚揚属磁繍

あかぼう を募集していま

運送業で独立開業、起業経営、会社設立という選択。

赤帽iは立新たな挑単戦えとして

l 第三種郵便物認可 j 

長野配車センタ-
026司 244-q133

上回配車センター
0268-25-1226 

イ左久配車センター
0267例 63-6523

松本配車センタ-
0263-27同 1868

γタ-

0266-52叩 7200

・飯田配車センタ-
0265時 78-1770

赤中憶言事業iは立イ他也の個人専事豆業やフランチヤイヌズ:ビジネス iにこ比べて、安価な開業資金で事業を開始て百三を

題加20-400四竹骨
ください。

お電言言おイ寺ちしております。

田町田メールドレ

毘輯 r-ムー
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夏季一時金要求・妥結状況調査(最終報)
平均妥結額は49万8868丹、 リーマン・ショック後最高

長野県はこのほど、 2018年「夏季一時金要求・妥結状況調査J(最終報)を公表した。民間労働

組合を対象に毎年実施しているもので、 7月31日現在185組合から県に一時金要求の報告があり、

そのうち173組合で妥結している。平均要求額が58万7284円(前年同期比 l万4847円増)だったの

に対し、平均妥結額は49万8868円(同 2万9226円増)。平均妥結月数は1.98カ月。平均妥結額は 2

年ぶりに前年を上回り、リーマン・ショック後最高となった。

平均妥結額を従業員規模別にみると、 1300人未満」が41万6441円、 1300人以上999人未満」が56

万7315円、 11000人以上」が65万4176円。規模が大きいほど高く、 1300人未満」と 11000人以上」

の間には24万円近い聞きがある。

平均妥結額の分布状況を構成比でみると、 160万円台J(20.8%)、140万円台J(17.3%)、150万円

台J(l3.3%)、170万円台J(12.7%)、130万円台J(12.1%)などの順。なお、金額が最も高かった

区分は 1100万円以上J(1組合)、最も低かった区分は 110万円未満J(2組合)だ、った。

第100回全国高等学校野球選手権。史上最多の56代表校が

参加し、記念大会が行われている。今回は演出も工夫されて

いるが、各開催日の第 1試合前、様々な年代で活躍した元選

手18名による「甲子園レジ、エンド始球式」が興味深い。記憶

を呼び覚ます名場面、名シーンが次々と蘇ってくる。

1974年(昭和49年)、中学3年生の私は野球少年だった。そ

の年、夏の甲子園に出場したのは地元の野沢北高校。当時で

も公立進学校が代表となるのは珍しく、活躍を期待し、応援にも力が入った。黒沢投手を中心とし

た守りのチームだったと記憶している。初戦で佐伯鶴城高校(大分県)と対戦し、惜しくも敗退し

たが、地元は大いに盛り上がった。

スポ}ツは、選手にも観戦する人にも計り知れない力をもたらしてくれるもの。一方、とても

残念なことだが、最近は指導者や競技団体幹部による理解しがたい不祥事が続出している。純粋

にスポーツに打ち込む選手に、パワハラという威圧により歪んだ行動をとることなどあってはな

らず、スポーツ離れにもつながりかねない由々しき問題である。

「勝者には何もやるな」との言葉を残した文豪アーネスト・へミングウェイ。金品・名誉といっ

た恩恵、を求めると至上主義に至り、その最たるものが戦争だと警鐘を鳴らしたという。最近の不

祥事をみるにつけ、この言葉の持つ意味が理解できるような気がする。

ところで、甲子園初日、松井秀喜氏の始球式は予想し得ない結果に思わず微笑んでしまった。何

が起こるかわからないのがスポーツである。(長野支届調査課伴野久)
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ホテル経営

ラ・ビスタちくに
事後処理を弁護士に一任、自己破産申請へ

| 第三種郵便物認可 j 

TDB企業コード:300166472 
法人番号:2100002027005 

負債約 1億円

「北安曇郡J (有)ラ・ピスタちくに(資本金300万円、北安曇郡小谷村千国乙12840日l、

代表松田勝美氏)は、 8月13日までに事後処理を大槻直弁護士(東京都千代田区五番町1-9

MG市ヶ谷ビルデイング 6階、平田法律事務所、電話03-3221-0201)に一任した。現在、自

己破産申請の準備に入っている。

当社は、 1970年(昭和45年)創業、 87年(昭和62年) 6月に設立したもので、栂池高原ス

キー場近くで5階建ての宿泊施設の経営を手がけていた。スキー客向けの営業を主体に96年

8月期には年収入高約5300万円を計上、 98年には松本市内にスキー用品販売庖をオープンす

るなど業容を拡大していた。

しかし、近年はスキー人口の減少に伴い業績が伸び悩み、 2016年8月期の年収入高は1000

万円弱に後退。従前の設備投資に伴う借入金負担も重く、この間不動産を差し押さえられる

など厳しい経営を続け、 2017年5月にはホテル施設を売却していた。

負債は2016年8月期末時点で約 1億円だが、その後変動している可能性がある。

電気小売

福島電力
破産手続き開始決定受ける

TDB企業コード:836020461 
法人番号:4380001027471 

負債約2億2100万円

「福島県J福島電力(株) (資本金9500万円、いわき市平六町目1-14、登記面=双葉郡楢葉

町下小塙町3、代表吉川真一氏)は、 8月8日に福島地裁いわき支部より破産手続き開始決

定を受けた。

破産管財人は清水祐介弁護士(東京都中央区銀座8-9-11、ひいらぎ総合法律事務所、専用電

話番号0120-057-445)。

当社は、 2016年(平成28年)10月に新電力会社として設立。日本全国の発電事業者(東京電

力や関西電力、中部電力、東北電力など)から電力の供給を受け、一般家庭や小規模事業者向

けの低圧電力のほか、オフィスや工場向けの高圧電力、ピルや大規模工場向けの特別高圧電力

などの販売と仲介を行い、 2017年2月に経済産業省資源エネルギー庁より登録が認可され、そ

の後電気小売り事業をスタート。 2017年9月期には年完上高約8億4600万円を計上していた。

しかし、営業手法や料金請求などで契約者との間にトラブルが頻発し、新規顧客開拓が難

しい状況となり、今年4月下旬頃から他社への切り替えを促すようになった。 5月に入り電

力小売事業から 5月21日で撤退する旨を契約者に通知。その後は既存の契約者を対象に、他

社への契約切り替えに伴う小売電気事業者からの仲介手数料収入が主な収入源となってい
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た。こうした突然のビジネススキーム変更で対外的な信用が失墜、 7月19日に債権者より破

産を申し立てられていた。

負債は2017年9月期末時点で約 2億2100万円だが、その後変動している可能性がある。

ナット製造

山形精工
事業停止、自己破産申請へ

TDB企業コード:980801211 
法人番号:9030001053044 

負債約6億円

「埼玉県j 山形精工(株) (資本金2000万円、北葛飾郡杉戸町深輪193-12、代表山形知弘氏、

従業員20名)は、 8月6日に事業を停止し、事後処理を岡本広海弁護士(東京都荒川区西日

暮里2-18-3、まほろば総合法律事務所、電話03-3891-8500)に一任、自己破産申請の準備に入った。

当社は、 1948年(昭和23年)創業、 62年(昭和37年) 8月に法人改組。自動車用ナット、

ゆるみ止めナット、異形ナット、その他機械部品などを製造。 77年に実質本庖を東京都荒川

区から埼玉県草加市に移転し、 2007年11月には工場兼事務所を新築して草加市から現所に本

庖を移転していた。

2016年 6月期には年売上高約 4億円をあげ、その後も同水準の売り上げを確保していた

が、利益に乏しかったほか、設備投資に伴う借入金負担が重荷となっていた。ここに来て先

行きの見通しが立たなくなり、事業継続を断念した。

負債は約 6億円。

[tIì]業界約~分野、約gmJ聞のf動向・展望・業績j がわかる ト

ZP2fffPR7業界動向デジタル版
利用シーン

提供形態:CD-R200，000円-....(本体冊、棚送料弊社負担)

※価格は、本データを閲覧することのできる端末(パソコン)台数に応じ変動、300台までは一律200.000円

嘗葉、輔、輔交換繍E
お客機の業界の現状と今後、トレンド
や課題がサッとわかります。挙事者の業
界環境の把握に!

調査会輔、城山間鵠詰I~ 轍・繍活動枝聾する醸I¥:
悪霊祭*家信主義規模や議重要企業ランキング 業界めま義礎構報や傘議室領事費の恕援に
のi機重要が網羅的!こわかります。業界怒 もご洛F習できます!
握の入口資料iこ!

[デジタル版の特徴]

社内ネットワークで共有可能/企業名や主要業界団体の該当
ホームページへのリンク機能/企業名から業界の逆引き検索
も可能などデジタルならではの利便性

[主砲導入先]

金融機関、メー力一、リース、事務機販売、通信、IT・ソフトウ工
ア、広告代理広、不動産、百貨庖(外商)、コンサル・その他法人営
業を行っている企業全般、大学・短大・専門学校の就職部など

詳細i立、検事提エンジンにでげDB'業界動向デジタル甑jと検索してください。

※書籍版(最新号f2019-]jは8月28日発刊)のご用意もございます。

書籍版(A4判、約430ページ)30，000円(本体価格、税目IJ 送料弊社負担)

1 ※ 詳細は弊社産業調査部一約一一…一一ぃ。 ②帝国自fDIlつ | 
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帝国二ユース会員専用NETサービス iTEIKOKUNEWS ONLlNEJ (無料)では、全国の倒産・動向記事や債権者名簿

をタイムリーにご買いただくことができます。下記は iTEIKOKUNEWS ONLlNEJに掲載された企業を一部抜粋したもの

です。アクセスはこ争http://www.tdb-news.com(記事詳細の閲藍にはログインが必要となります。登録方法については

最寄りの事業所へお問い合わせ下さい)

.倒産・動向記事

企業コ ド 法人番号 社 名
代表

所在地 営業種目
負債

4見出長 1量
(敬称略) (百万円)

400805567 6180001080027 (欄ファ ゼン 加藤善久 愛知県瀬戸市 食器卸 100 自己破産申請準備

420096153 4080001016620 東海日邦側 青島弘興 静岡県藤枝市 制御盤製造 400 自己破産申請準備

430004745 5080401001361 (掛川島屋 川島清宏 浜松市東区
事務機器用品卸、

220 自己破産申請準備
内装工事

220064655 6070001012420 側坂本建設 坂本義行 群馬県藤岡市 地盤改良工事 130 自己破産申請準備

220043388 8070002005116 信j丸視書房 松原篤夫 前橋市 教材・書籍卸 170 自己破産を申請

981988562 2011401011616 側鈴勝 鈴木美津枝 東京都板橋区 建築工事 240 破産手続き開始決定

580370532 1120001155499 川上産業側
言美良彦

大阪府守口市
ガソリンスタンド

982 自己破産申請準備
ほか 経営

581866200 1120101032078 制広洋など 2社 松山雅洋 大阪府羽曳野市
手作りパン居・カ

850 自己破産申請準備
フェ等経営

580512290 9120001157728 大京電機械
特別代理人

大阪府門真市
制御・操作盤設計、

254 破産手続き開始決定
友弘克幸 製作

530333432 5140001035118 側丹田工務底 岩本直樹 神戸市西区 建築工事 652 自己破産申請準備

500539561 8130002020950 岡山田自販 加茂 智雄 京都市左京区
自動販売機オベレー

330 破産手続き開始決定ション、清涼飲料水卸

989917852 7130001046023 件40スピンオフ 松浦哲也 京都市下京区
キッティングサー

118 破産手続き開始決定
ビス

800247242 5290001005270 (tl;)シバタ 柴田健治 福岡市早良区 委主製造 550 破産手続き開始決定
」

圃主な債権者判明

企業コード 法人番号 ヰ士 名
代表

所在地 営業種目
負債

態 4華
(敬称略) (百万円)

240364891 6060001018781 (補セキテック
関口年明

栃木県足利市 金型製造 973 破産手続き開始決定
ほか

584040240 4122001000483 伊藤合成樹
伊藤 邦久

大阪府東大阪市
照明器具カバー・照 270 破産手続き開始決定|

ほか 明ディスプレイ製造

第31回第一生命サラリーマン川柳コンクールより

封筒の 厚みでわかる 再検査

〈よみ人生ロらず、〉
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:総信州玉姫殿クループ

TE/KOKU NEWS ~1暫県瓶

互助会
TEL 0268-25-3214 
長野県上田市常磐城3-4-12

2018/08/17 fri. I議⑥

「すべては、お客様のために…」 ヌ'1..(7)7ライフ顎 営 業 所長野・上回・佐久

広報センター長野・よ田・佐久

Iこ近所さまがお互いに助け合うj

I相手のことを我がことのように考えるj

そうした、日本の古き良き習慣を

現代に合う形で運営し続けてきた、

信州玉姫殿グループ。

支えているのは

“思いやりの気持ち"です。

TEL 0268咽27司4449
葬祭部 長野県上回市常磐城3-2236-2

雲24吉州さh¥iH典礼軍首27真ztTEE主主FJ手ZJZi占宇
西軽井沢・南佐久

冠婚部

ベルヴィ信州顎

TEL 0268-22-1 175 
長野県よ田市常磐城3-6-35

上回玉姫殿・上回迎賓館・衣裳館・長野玉姫殿

関連会社 株式会社ケー・アンド・シー[調理部・衣裳部:]/株式会社さがみ商事[生花・仏壇部]/有限会社ビー-工一・工ス/有限会社しなの菓房

新明電材は電設資材の総合商社です
電気工事材料・工事用照明器具・住宅照明器具・分電鐙類・電線類・

[取扱晶目]住宅設備機器・ OA機器・制御機器・高圧機器・空調機器・工具関連・

防犯防火機器・家電製品・ HAシステム・事務機器

「一一一・長野県内営業所・一←ー「

!日量喜票す松本!
・埼玉県内営業所・

大宮 埼玉電設 熊谷 川 越
川口草加幸手新座
坂戸三郷鴻巣春日部
東松山 浦和狭山 深貧
富士見所沢秩父特販
埼玉住設 飯能 越奇

• 埼玉県外曽
東京都 板橋 東京住設 練馬

世田谷 文京 東京電設

小平 府中 八王子

静岡県 沼津

神奈川県 相模原 横浜
千葉県 柏 松戸 千葉

群馬県 前橋桐生 高崎

館林渋川 伊勢崎

群馬住設

塁塁号室資本誌のベストiiートナー

5伽 ei新明電材株武会社
干331-0811埼玉県さいたま市北区吉野町2-258-1

TEL.048-667-5555 FAX.048-653-8659 
URL.http://www.shinmei-denzai.co.jp 

菜所・
東 栃木県 宇都宮西 東宇都宮 矢板

i11 栃木

茨城県 古河 下館 龍ケ崎

常総 水戸 神栖

目 立 土浦 石岡

ひたち止か 北茨城

岡 山梨県 甲府 富士吉田
前橋 新潟県 長岡

福島県 郡山

明日1.!~.~.~Al アレルゲ、ン&グルテンフリー食を応援!

野菜キライの予も1毒く/{ク食ぺちゃう!
〈アレルゲン 27品目不使用〉

缶飲料・瓶飲料・PETボトル飲料・ボトル缶飲料・なめ茸、山菜瓶詰・レトルト食品・トマトケチャップ等製造

丸善食品工業株式会社
代表取締役社長春日靖史

本社工場長野県千曲市大字寂蒔 88 0 TEL026-272-0536 
須 坂 工 場長野県須坂市大字小河原4062-3TEL026-2454688 
富士小山工場静岡県駿束郡小山町菅沼 884 -1 TEL0550-76-8888 
E代ロジスティクスセン合一長野県干曲市大字雨宮 54 1 -1 TEL026-272-6688 
戸倉ロジスティヲスセン合一長野県 T曲市大字上徳間 26 9 TEL026-276-7500 
肢阜口ジスティケスセン虫ー岐阜県本巣市十四条 14 4 TEL058-320-5181 
M.WAV E東京都港区北青[112-10-21KYピ)v2 TEL03-3404-6807 

東 京 支 庖東京都港区北青山2-10-21KYピル2TEL03-3404-6777 
大 阪 支 唐大阪市淀川区西中島4-5-1新栄ピ)v8FTEL06-6304-2702 
名古屋営業所名古尾市中区新栄1-37-35lTピル2FTEL052-238-6671 
仙台営業所官揖県仙台市泉民泉中央1-9-4レジュ←ル息303号 TEL022-375-3741 
長野営業所長野県干曲市大字雨宮 54 1 -1 TEL026-272-8685 
九州営業所福岡県糟屋郡粕屋町原町 2-8 -2 TEL092-612-6767 
札幌営業所札幌市北区 It2 7条両4丁目 2-47TELOll-700-0088 
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2018年 7月

倒産件数は689件、
6カ月連続の前年同月比減少

全国企業倒産

全
国
企
業
倒
産

4カ月連続の前年同月比減少負債総額は1022億8400万円、

2
0
1
8
年
7
月

1022億8400万円

践しんー免震総額j
689件E-三-ι出産件数1

0.4%減前年間月比

(2017年 7月

1.3%減

(201ア年7月 698件)

前年同月比

102ア億600万円)

48掴0%減

1968i曹、6300万円)

前月比
(2018年 6丹

比 2.8%減

(2018年6月 709件)

昆前

集計対象:負債1000万円以上の法的整理

(優円)

14，000 

件数 E 負債総額の推移
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要因・背景

①建設業は、都市部を中心とした建設需要

の拡大などを受け、職別工事 (47件、前

年同月比20.3%減)、総合工事 (45件、同

22.4%減)が前年同月比20%超の減少と

なった

②製造業は、鉄鋼、非鉄金属・金属製品製造 (5件、前年同月比44.4%減)、金属加工などのー

般機械器具製造(6件、同53.8%減)の減少が目立つ

③小売業は、自動車・二輪車小売 (19件、前年同月比137.5%増)が大幅増

建設業、製造業など 5業種で前年同月比減少
業種別に見ると、 7業種中 5業種で前年同

月を下回ったO なかでも、建設業(125件、前

年同月比11.3%減)、製造業 (75件、同12.8%

減)の 2業種は前年同月比2ケタ減となった。

一方、 2業種で前年同月を上回り、小売業

(174件、同16.8%増)は今年最多となったO

その他の

経営計画の

失敗

4.1弘

「不況型倒産」の構成比79.5%
主因別の内訳を見ると、「不況型倒産」の

合計は548件(前年同月比3.5%減)となり、

6カ月連続で前年同月を下回った。構成比

は79.5% (同1.9ポイント減)を占めた。
設備投資の

失敗

0.3% 

放漫経営

1.6% 

要因・背景

①不況型倒産を業種別に見ると、小売業

(150件)が構成比27.4%を占め最多

②「人手不足倒産」は 7件(前年同月比

41.7%減)、 4カ月ぶりの前年同月比減

少

③「後継者難倒産」は29件(前年同月比

70.6%増)、 3カ月連続の前年同月比増加

④「返済猶予後倒産」は27件(前年同月比27.0%減)、 2カ月ぶりの前年同月比減少

※倒産主因のうち、販売不振、輸出不振、売掛金回収 ! 
難、不良債権の累積、業界不振を「不況型倒産j と i 

i して集計 i 
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50億円以上

100億円未満

0.3弘

10億円以上

50億円未満

1.9目

負債5000万円未満の構成比65.5%
負債規模別に見ると、負債5000万円未満の倒産

は451件(前年同月比4.9%増)となった。構成比

は65.5%を占め、小規模倒産が大半を占める傾向

が続いた。資本金規模別では、資本金1000万円未

満(個人経営含む)の倒産カ王456件で構成比66.2%

を占めた。

全
国
企
業
倒
産
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5000万内

未満

65.5覧

要因・背景

①負債5000万円未満の倒産では、小売業 (128

件)が構成比28.4%(前年同月比2.3ポイント

増)を占め最多。サービス業 (110件)が同

(同0.5ポイント減)で続く

②負債100億円以上の倒産は発生しなかった

24.4% 

近畿など 4地域で前年同月比減少
9地域中 4地域で前年同月を下回った。このうち、北海道 (14件、前年同月

中部 (102件、同8.9%減)、近畿 (153件、同11.0%減)は 3カ月連続

一方、中国 (36件)など4地域は前年同月を上回った。

北海道、
地域別に見ると、

比41.7%減)は 8カ月連続、

の前年同月比減少となった。

前年同月比

同66.7%減)

要因・背景

①北海道は、ホテル・旅館やマンションなどの建設増加を受け、建設業 (2件、

33.3%減)が4カ月連続の前年同月比2ケタ減となった

②近畿は、大阪府の建設業 (10件、前年同月比47.4%減)、兵庫県の製造業(2件、

などが前年同月を大幅に下回り、地域全体を押し下げた

7月の主な倒産企業

i議船業(18:滞日本語量船{きま)) マレ〈章生)

-プロジェクター開

、販売

ホテル経苦言

水産物卸

加賀コンポーネント(株)

ホテルリゾネックス名護(株)

太洋産業(株)

キ言葉県リゾート開発(株)アナトリア

香川県
飲食庖・アミュースメン卜施
設等経営

(株) S K産業(旧・(株)昧匠)

神奈川県会筋力自工・製作東伸之幾(株)

580542280 2，173 

樹脂・ゴム成形品卸

喜善重量~p威発

(株)パンノ

く株)ウイズプリンチィング

440140203 
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今後の見通し

つつあるなか、中小企業にとってこうした制

度を活用した投資がより重要となってくる。
2
0
1
8
年

7
月

倒産動向は抑制された状態で推移

国内景気は、輸出増加の継続や設備投資が

堅調に推移するとみられるほか、個人消費は

賃金上昇などもあり緩やかな回復が見込まれ

る。また、豪雨や地震被害に伴う復旧・復興

需要も押し上げ要因となる。ただし、エネル

ギー価格の上昇に加え、自動車分野の日米交

渉の行方や、世界的な貿易摩擦の激化などの

海外リスクを抱える状態が続くと予想される。

豪雨や猛暑など天候不順が企業活動に影響を

与えており、とりわけ被災地域の企業に対す

る官民の支援が重要性を増している。さらに、

天候不順による野菜など農畜水産物の価格上

昇も懸念材料となる。

7月は、村山モータース(東京都)など、

自動車・二輪車小売の経営破綻が目立った。

特に、中古自動車小売をはじめ小規模事業者

の倒産が多く、同業者との厳しい競争や、タ

イヤを含む周辺パーツ販売などでは通信販売

業者も競合相手となってきている。経営環境

が変化するなかで、従来のやり方にとらわれ

ない経営力が間われてこよう。

こうした状況下、 7月の倒産件数は689件、

2018年累計は4718件となっており、当面の倒

産動向は抑制された状態で推移すると見込ま

れる。

金融政策の枠組み強化、

住宅購入に影響の可能性も

7月31日、日本銀行は引き続き強力な金融

緩和を続けていくため、政策金利のフォワー

ドガイダンスの導入など金融政策の枠組み強

化を決定し、さらに、 10年物国債金利の一定

の変動を容認する姿勢を示した。こうしたな

か、国債金利に連動しやすい住宅ローンの固

定金利について、一部金融機関から引き上げ

が表明された。住宅価格が高止まりするなか

で、金利の上昇は住宅購入を抑制する可能性

も懸念される。建設業の倒産件数は減少傾向

にあるものの、今後の住宅関連市場の動向は

注視していく必要があろう。

12日に民事再生法の適用を申請したヤバネスポーツ(株)

中小企業の競争力強化に向けた制度の拡充、

生産性向上がカギを握る

中小企業の競争力強化や生産性向上に対す

る支援制度の拡充が図られている。 7月9日、

改正産業競争力強化法が施行され、会社法の

特例措置等による円滑な事業承継や企業再生

に伴う支援、技術等の漏えい防止に対応する

認証機関の認定制度の創設、中小企業倒産防

止共済制度の拡充による連鎖倒産の防止のた

めの追加措置などが講じられた。とりわけ事

業再生ADRに関する改善点では、事業の継

続に欠かせない商取引債権の保護に関する規

定を創設。商取引が維持されることで、債務

者の事業価値の投損を減らす可能性が高まる。

法的整理への移行後について、裁判所は事業

再生ADRの過程における商取引債権の保証

確認を考慮することが義務付けられ、円滑な

事業再生に向けた環境が強化されたO

また、 6月6日には生産性向上特別措置法

が施行された。 I0 T投資減税や中小企業の

設備投資に対する固定資産税の減免のほか、

革新的な技術やビジネスモデルなどの実証を

行いやすくするサンドボックス制度の創設な

ど、中小企業の生産性向上に向けた枠組みが

形成されている。

大企業と中小企業で生産性の格差が広がり
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記念日

に気づかされる。企業の記念日である「創業記念暑い日が続いている。気温は例年より高く、暑

日」を何年、何十年と続けるこ左は容易ではなくて堪らないが、それよりもっと熱く盛り上がつ

ぃ。取り巻く環境変化への対応こそ、企業が長くているのが甲子園の高校野球。史上最多の56校が

存続するための永遠のテーマであり、大きな困難

をイ'fう治、ちで、ある。

出場する100回記念大会である。 100回を迎えるま

でには多くの変化があった。私の知る限りでも、
ちなみに、長野県下で100年以上の業歴を有

第 1回大会は甲子園ではなく豊中グラウンドで開
7月以する企業は421社 (1918年〈大正 7年〉このほかにも甲子園の改装があった催された。

前に創業または設立した企業、幹社データベー
ラッキーゾーンが取り払われたり、また深紅

、
1
B
1ノ

l
 スCOSMOS2より抜粋)。県下全体の企業数約
の大優勝旗は新調され、今大会で3代目となる。

ニオ/しらの
2万6000社の約1.6%と狭き門である。

「記念jとは変化の歴史の積み重ねで、もあろう。
高度経済成長、経済の企業は、金融恐慌、戦争、

マン
グローパル化、パプル崩壊、 IT化、

ショックなど大きな変化があっても、献しい時代

と環境変化に対応し、お客様が求めるサ」ピスを

私たもの周りには、何かの物事や過去の出来事

を記念する「記念日jと言われるものがいくつか

存在する ο 身近なものとしては、「結婚記念日 j

「誕生日」などの個人的な記念日、企業には[創
的確に提供してきたことの積み重ねが会社の歴史

とは単なる自社の
となってきた。「創菜記念日 j

k言ぃ換

記念日ではなく、「お客様々そこに関わる人たち

への感謝の気持ちを思い起とさせる日」

業記念日」などがある。それ以外にも、固などが

京めた「憲法記念日 jをはじめとする数々の記念

日があり、長野県では「川日 jが身近在もので

はないだろうかoi結婚記念日jは夫婦の歴史で、
えることもできる。

一 、うごム葉もあり、必ずしも「業歴j
老舗倒産とし

あり、子供が生まれたこと、マイホームを購入し

帝国データバンクたこと、家族旅行に行ったこ土などの明るい詰題
= i信用度jとはならないが、

で、は業歴を前向きに評価して

単純に並べるだけでなく、地域、同内はも左よ

いる。企業の歴史を

歴史に含まれる o i誕生日jは、幼稚園から小学

から、病気ヤ身内の不幸など辛かったこともその

校に上ったこと、社会人になったことなどその積 i)、海外を含めた環境変化ヤ地震などの天災も

あった中、辿ってきた道や変遷を記録して、社史

、ζ つなげていくことも重
として後世に残し、想しナ

み重ねが歴史であり、現在の年齢であるo

日々、当たり前のように過ごしている会社や家

ィハい忘れてしまいがちだが、「記念日j
庭においスリ V

真志)
要だと感じている。

に接し、歴史を振り返ってみると、企業において 大隅(長野支庖長

はその時代の経営者ヤ先入方の苦労があったこと


