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公益財団法人 いきいき埼玉
(埼玉県シルバー人材センター連合） TEL 048-728-7841   FAX 048-728-2130

〒362-0812  伊奈町内宿台6-26  
埼玉県県民活動総合センター内

求人・人手不足に
お悩みの事業主様へ

●シルバー人材センターとは
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき設立された公益法人
です。地方公共団体をはじめ、企業や家庭などから高齢者にふさわしい仕事を
引き受け、シルバー人材センターの会員に提供しています。

3つのメリット
❶知識や経験

豊富な知識や経験、技能を持つ会員が、
多様な仕事に対応します。

❷
県内５９箇所に設置。全県をカバーしています。
早朝や夕方、土日、短時間の仕事などにも対応します。

❸
公益的、公共的な団体なので安心です。
丁寧、実直に仕事に取り組みます。

身近で便利

安心で丁寧

連合マスコット
「いきいきさん＆はつらつさん」

埼玉県シルバー連合 検索

技能を活かす分野
植木剪定
和洋裁

事務分野
一般事務　経理事務　
毛筆筆耕、宛名書き

サービス分野
保育、介護補助
品出し、接客　 営業

屋内外の一般作業
清掃
梱包、包装、検品、仕分け　 除草

主な業務内容

お問い合わせはお近くのシルバー人材センターへ
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1アクセス埼玉

　新型コロナウイルス感染症の発生により影響を
受けた中小企業・小規模事業者を対象とした実質
無利子・無担保融資などのコロナ関連融資。中小
企業の過半は、返済が猶予される据え置き期間を
１年以内にしており、「既に返済を開始した」「近々、
返済を開始する」という会社が多くなっています。
　一方、足元の経営環境を見ると、資源高やモノ
不足、円安、賃金の上昇圧力など、減収減益のリ
スクが高まっています。
　返済に回す利益を確保できない場合は、金融機
関から追加融資を受ける等の支援を受け、資金繰
りをコントロールしなければなりません。
　金融機関の評価を高める上で重要になるのが、

「決算説明」です。コロナ禍で財務内容が悪化し
た会社でも、業績や経営改善への取り組みを上手
に伝えることによって、新たな融資を受けること
ができます。
　期中に資金不足を起こして、慌てて融資を申し

込むのは、スマートではありません。決算書を提
出する際に、この先１～２年分の必要資金を伝え
て１回で借り入れを済ますのが、銀行員から見て
も「安心して貸し出せる先」です。
　本稿では、こうした金融機関へのアプローチに
ついて解説します。

特 集

決算説明資料の書き方と借り入れ交渉について決算説明資料の書き方と借り入れ交渉について

～コロナ禍で返済負担が重くなった中小企業の対応策～～コロナ禍で返済負担が重くなった中小企業の対応策～

安田経営診断事務所安田経営診断事務所
中小企業診断士 安田 順中小企業診断士 安田 順

　金融機関に決算説明を行う際には、業績や今後
の見通し等をまとめた資料（決算説明資料）を提
出し、説明を行うと効果的です。
　この資料は、「金融機関にアピールしたい点を伝
えるための資料」です。社長が銀行員（支店長な
ど）の前で決算説明を行っている場面をイメージ
しながら、ポイントを箇条書きにすることが作成
のコツです。
　ボリュームはＡ４で３枚程度。銀行員は忙しい
ので「分厚い資料」は逆効果です。文章も形式張
ったものにする必要はありません。
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　図表１は、決算説明資料の例です。
（１）直近３期分の要約ＰＬを記載
　図表１では、３期分の損益計算書

（ＰＬ）の要約を載せ、その下に業績
に関するコメントを書いています。
　ＰＬ等の図表を載せた資料で説明
を行うと、銀行員の理解が促進され、
コミュニケーションを取りやすくな
ります。
　銀行員はＰＬの「推移」を重視する
ので、直近期を含む３～５期分の要
約ＰＬを載せることで、より意味の
ある資料になります。
　ちなみに筆者の場合、図表１のよ
うな書類はワードで作成し、エクセ
ルでつくった表を貼り付けることが
多いです（貼り付ける形式は“拡張メ
タファイル ” にしています）。

（２）コメントで触れるべき点
　コメントを書き込む際に気を付け
たいのは、「売上高は前期比 103.5％
でした」というような、数字をなぞっ
ただけの文章にしないことです。
　金融機関が求めているのは、「××
によって、この数字になった」という
××（原因）の部分です。
　例えば、「コロナ禍の外出自粛で個
人客の利用頻度が増えたことによっ
て、売上高が伸びた」というように、原因を書く
ことで、金融機関の担当者は貸し出し稟

り ん ぎ
議などの

書類を作成しやすくなります。
①売上高
　新型コロナウイルスの影響を受けた会社の多く
は、前期よりも前々期（コロナ前）との比較が重
要になるでしょう。図表１では、前々期比の行を
設けることで、「コロナ前の 90％まで回復」という
点を見えやすくしています。
　売り上げの内訳は、業績説明に欠かすことがで

きない重要情報です。図表１では、売り上げをＡ
～Ｃの三つのカテゴリーに分けていますが、金融
機関には、せいぜい五つ程度が妥当で、あまり細
かくしないことが大事です。製品、取引先、店舗
など、説明を行いやすい区分で集計し、金額と構
成比を記載します。
②売上総利益率
　売上総利益を売上高で割った売上総利益率（粗
利率）は、営業利益と経常利益への影響が大きい
重要数値で、金融機関も必ずチェックします。
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図表１ 決算説明資料（業績）の例
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　逆に、図表３のように、Ｈ30 ／３期（26期）～
Ｒ２／３期（28期）の売上高が連続して下がって
いたら銀行員はどう考えるでしょうか。
　この場合、見方は変わり、Ｒ４／３期（30期）
を回復中と呼べるか、疑わしくなります。売上減
少のトレンドがＲ４／３期（30期）においても継
続している可能性があるからです。

　図表１では、要約ＰＬに売上総利益率を記載し、
下の文章で改善理由を述べています。
③販売管理費
　前期と比べて大きく増減した勘定科目があれば、
その点に触れるようにします。
　図表１では、販売管理費の減少理由を書いてい
ますが、逆に増加している場合は「将来に向けた
投資」として説明することが大事です。銀行目線
では、多くの場合、販管費＝経費であり、投資的
な意味合いがよく見えないからです。　
　例えば、採用活動で広告宣伝費が増加した場合
は、「アフターコロナの需要増加に備えて、採用を
強化した」などと、前向きなニュアンスで伝える
と印象がよくなります。
④経常利益と当期純利益
　銀行員は、本業の利益である「営業利益」と “ ほ
ぼ本業の利益 ” である「経常利益」、最終利益の「当
期純利益」をチェックします。
　図表１では、経常利益と当期純利益の説明を「赤
字幅が縮小した」という短いコメントで済ませて
います。
　このＰＬから金融機関にアピールすべきは「売
り上げ回復」と「赤字幅縮小」の２点であり、そ
れが伝わればよいと考えるからです。

　銀行員は、黒字か、赤字かという問題以上に、
業績のトレンドや方向感を重視します。
　図表１のＰＬを見た銀行員は、売り上げと利益
が回復傾向であることを評価するでしょう。
　とはいえ、この３期だけでは心もとないので、
それ以前の推移をチェックします。
　図表２のように、Ｈ 30 ／３期（26 期）～Ｒ２／
３期（28 期）の業績が売り上げ安定、黒字傾向で
あれば、Ｒ４／３期（30 期）の業績回復は、より
本物らしく見えてきます。もともと売り上げ６億
以上の黒字の会社が、そこに向かって回復してい
る様子がイメージできるからです。

　銀行員が「過去と現在」を見ようとするのに対
し、ほとんどの社長は「現在と未来」のことを語
ります。

　この例から分かる通り、銀行員は過去にさかの
ぼってＰＬを見ることで、その会社が成長・安定
に向かっているか、衰退に向かっているか、とい
う方向感をつかもうとします。
　従って、決算説明の最大のポイントは、社長が

「自社の方向感」をどう語るか、にあります。
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図表２ コロナ前の業績が安定していた場合

図表３ コロナ前に売上減少が続いていた場合
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　この会社の平均月商は約50百万円。月商を割り
込む水準まで現金が減っているので、現金が減少
した原因を金融機関に説明する必要があります。
②借入金の状況
　Ｒ４／３期（30期）は、長期借入金が40百万円
も減少しています。現金が減った主な原因は、約
定返済（毎月決められた日に決められた金額を返
済）により長期借入金の返済が進んだことにある
ので、資料にもそのことをコメントします。
　このケースでは、折り返し融資（これまで返済
した分を借り直す融資）を受けることによって、
現金を正常水準に戻す必要があります。

　決算説明はＰＬ（業績）を中心に行いますが、
貸借対照表（ＢＳ）についても伝えるべき点を伝
えておかないと、必要以上に悪い評価を受ける場
合があります。
　金融機関に対するＢＳ説明でポイントになるの
は、主に以下の点です。
①現預金の状況
　図表４では、Ｒ３／３期（29 期）の現預金 93 百
万円がＲ４／３期（30期）では48百万円になって
おり、45百万円減少しています。

　これはどちらが正しいということ
ではなく、視点の違いです。金融機
関は「会社の実力」を見極めたいの
で、過去に目がいく。社長は「会社の
これから」が気になるので、未来に目
がいく。そういう違いです。
　このギャップを多少でも埋めるよ
うに心掛ければ、金融機関の印象は
よいものになるでしょう。
　過去５年程度の売り上げと利益を
再確認し、“自社がよい方向に向かっ
ている”とアピールできるように準
備してください。
　最大のポイントは「売上高の説明」
です。中小企業では「先月の売り上げ
は悪かったが、今月は調子がいい」と
いうように、足元の数字を強調する
社長が多いですが、そういった場当
たり的な説明は安っぽく聞こえます。
　過去の売上推移をよく見て「売り
上げは下がったが、流れは悪くない。
改善する傾向にある」と方向感を語
るようにしてください。「売り上げは
下がっているが、内容は悪くない」と 
“売り上げの中身”を語ることも重
要です。

2022.3

図表４ 決算説明資料（財政状況）の例
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　なお、金融機関は他行の貸し出
し状況を見て、融資を判断するの
で、資料には金融機関別の借入残
高（借入金の内訳）を載せていま
す。
③資産が増加した理由
　図表４のＢＳでは、売掛金が22
百万円増加しています。売掛金が
多くなると、金融機関は「取引条件
の悪化」や「不良債権の発生」を疑
ってくるため、図表４では、増加し
た理由をコメントしています。
　棚卸資産や有形固定資産などに
ついても、金額が大きく増加した
場合は、理由を明確にすることが
重要です。
　なお、資産の増加は、売掛金回転
日数などの「回転期間」をみない
と、良しあしが判断できない点に
注意してください。　
④貸付金、仮払金などの内容
　金融機関は、社外に資金が流出
する「貸付金」や内容がはっきし
しない「仮払金」を嫌います。
　貸付金や仮払金が発生した場合
は、その内容や回収予定などをコ
メントします。

　決算説明のメインは数字ですが、「経営課題」や
「対応策」などについても、できるだけ資料に記
入するようにしましょう。
　例えば社長が、今期中に着手したいと考えてい
る施策を三つ程度、書いておくだけでも、銀行員
との会話が弾みやすくなるはずです。
　既に事業計画書を作成している場合は、「アクシ
ョンプラン（行動計画）の進捗報告」という形で
説明しても構いません。

　決算説明資料には、実績だけではなく、今期の
業績予想数値も記載します。業績予想の注意点は、
以下の通りです。
①売り上げを高く見積もり過ぎない
　金融機関に対しては、「売り上げは低く計画、高
く達成」が基本です。予想売上を大幅に下回った
場合、銀行員に「この社長の話はあてにならない」
と思われてしまうからです。
②営業利益と経常利益は原則黒字
　営業利益と経常利益の予想は、やむを得ない場
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図表５ 決算説明資料（対応策、業績見通し、借入希望額など）
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合を除き、黒字で予想する必要があります。
　ただし、黒字ならなんでもいいわけではありま
せん。例えば、経常利益が数十万円など、ぎりぎ
りで黒字の金額になっていると、銀行員は赤字と
判断します。つまり、計画に余裕がなさすぎるわ
けです。
　経常利益は最低でも予想売上高の１％程度で予
想したいところです。

　図表５の「５．資金調達について」で60百万円
程度の借り入れを希望することを記入しています。
　60百万円は、キャッシュフローの予想から算出
した必要借入額です（図表６）。
　「借り入れしない」では、既存借入の返済40百
万円によって、期末現金が24百万円に減っていま
す。24百万円は月商の半分以下であり、資金ショ
ートを起こしかねない水準です。
　「借り入れする」では、新規借入60百万円によ
って財務キャッシュフローが11百万円のプラスに
なり、期末現金が75百万円に増えています。
　75百万円はだいだい月商の1.5月分で、この会社
においてはおおむね支障のない水準です。
　借り入れは、まずメインのＴ銀行に相談し、感
触を確かめた上で、Ｓ信用金庫とＮ公庫にも相談
します（各金融機関の借入残高は図表４に記載）。
　取りあえず一周することにより、各金融機関が
どのくらい融資に応じてくれるかが分かります。
　借入希望60百万円をＴ銀行の融資だけで済ませ
るのは、シェアバランスの点で問題があります。
借り入れがＴ銀行に集中しすぎると、同行が自社
への融資に及び腰になったり、金利の引き上げを
要求してきた際、他に相談できる金融機関がなく
て困ることになるからです。
　このケースでは、Ｓ信用金庫の借入残高が２期
連続で減少しているので、同金庫にも借り入れ60
百万円の一部をシェアしてもらい、関係維持を図
るのがよいでしょう。

　ちなみに金融機関には、「自行の返済分までの折
り返し融資には応じやすい」という特徴がありま
す。
　財務内容が悪化した会社では、メイン行に設備
資金などの前向きな融資を依頼し、非メイン行に
は自行返済分の折り返し融資を依頼することがよ
くあります。

（１）短期継続融資を利用する
　短期継続融資とは、短期借入金の期日が到来す
る都度、手形貸付等の書き替えで返済期限を延長
するタイプの短期借入金です。
　ここ数年、金融庁は経常運転資金（売上債権＋
棚卸資産－仕入債務）を短期継続融資で中小企業
に貸し出すよう、金融機関を指導しています。
　中小企業の多くは、経常運転資金を長期借入金
で借りています。経常運転資金を短期継続融資で
借りるようにすれば、長期借入金に付随する毎月
の約定返済額が減り、返済負担を軽くすることが
できます（図表７）。

2022.3

図表６ キャッシュフローの予想

1.5
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（２）増額借り換えを利用する
　図表８は、既存借入2,000万円の返済予定です。
年間400万円ずつ返済し、５年目に完済することが
予定されています。この返済負担を「追加融資」
と「借り換え」によって、軽くしていくことを考
えてみたいと思います。

　追加融資では、既存借入2,000万円の返済を続け
ながら、新たに1,000万円を借り入れます。借り入
れが２本に増え、既存借入の返済条件はそのまま
です。追加融資の図表９は一見、複雑そうですが、
新規借入の欄を設けて２本を合計しただけです。

　すなわち借入残高の減り方が遅い借り入れが、
返済負担の軽い借り入れです。
　追加借入と増額借入を比較すると、いずれも新
規の借入額（真水）は1,000万円ですが、増額借り
換えの方が借入残高の減り方が遅く、資金を多く
持つことができます。
　なぜそうなるかというと、追加融資では既存借
入の返済を従来の条件で続ける一方、増額借り換
えでは借り入れを一本化し、既存借入の返済期間
を延長することになるからです。つまり、増額借
り換えを使うと「新規融資」と「既存借入の返済
期間延長」という二つの効果が得られるわけです。

◇
　決算説明の際、できるだけ自社の業績見通しに
適合する借入条件を交渉するようにしましょう。

　「追加融資」と「増額借り換え」を比べた場合、
返済負担が軽いのはどちらでしょうか？
　基本的な認識として、ＢＳ上、借り入れが増え
ると現金が増え、借り入れが減ると現金が減りま
す。よって、借入残高は「社内に留保される資金
量」と言い換えることができます。

　借り換えとは、既存の借り入れを新たに借り直
すもので、新たな融資を上乗せて借り換える「増
額借り換え」がよく用いられています。図表10の
表では2,000万円を3,000万円で借り換えています。

2022.3

図表７ 経常運転資金と短期継続融資

図表10 増額借り換え3,000万円（期間10年）

図表11 借入残高＝留保資金量

図表８ 既存借入の返済予定

図表９ 追加融資1,000万円（期間10年）
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　コンピュータや情報システムを活用し、企業が
抱えるさまざまな問題へのソリューションを提供
する同社の鈴木社長に話をうかがいました。

■貴社の概要について教えてください。
鈴木　1974年、データエントリー業務でスタート
し、48期を迎えております。1990年、大手スーパ
ー様の東日本コンピュータセンターのバックアッ
プ会社として、お客様本社内に幕張事業所を開設。
2001年、有料職業紹介事業の厚生労働省の認可を
取得しました。2016年から求人企業と求職者のパ
イプ役を担うことを目標に、登録者の確保率を上
げ、お客様のご要望に応えていくために、池袋駅
東口に池袋オフィスを構えました。2018年に千葉
の海浜幕張駅前のテクノガーデンビルに幕張事業
所を移転し、運用業務を拡大しました。
■貴社の特徴を教えてください。
鈴木　当社の強みは三つあります。一つ目は「お
客様との長期にわたる信頼関係」です。これは大
手企業を中心に派遣や常駐型の委託契約等、お客
様先常駐型の人材サービスと入力や給与計算等の
Ｂ
※

ＰＯサービスといった受託型のサービスの両方
を展開しています。これらのサービスは創立以来

展開し、その多くは長期にわたりお客様企業への
正社員常駐や業務プロセスの一端を担う役割とい
ったものです。これらは業務スキル・ノウハウの
蓄積と社員の人間性を高める教育の継続等により
提供し続けてこられたものです。
　二つ目は「地元を中心とした中小企業のお客様
との信頼関係」です。これまで地元企業として地
域の各種団体での活動に積極的に取り組んできま
した。その証しとして、埼玉県チャレンジ企業特
別賞受賞（2009年）、子育て応援企業（多様な働き
方実践企業）プラチナ認定企業（2009年）、そして
所沢優良納税法人認定（2016年）が挙げられます。
これまで手掛けていなかった業務のデジタル化に
ついて、中小企業からの相談の増加とともに顧客
数も漸増しています。
　三つ目は「地元を中心とした官公庁のお客様と
の信頼関係」です。これまで各省庁、県庁、市役
所から継続的に人材派遣とＢＰＯサービスを受託
してきました。昨今は、新型コロナウィルス感染
関連業務、ＲＰＡ等の案件が増えてきています。
業務委託案件については、付加価値を加えての提
案をすることで受注につなげてきています 。
　当社の事業は、労働集約型産業であり人的サー

インタビュー

 株式会社日東テクノブレーン　代表取締役社長　鈴
す ず き

木 真
ま す み

澄 氏

所 在 地　 本社：所沢市西所沢1-14-14
　　　　　 幕張事業所：千葉県千葉市美浜区中瀬

1-3　幕張テクノガーデンB棟22階
代 表 者　代表取締役社長　鈴木 真澄 氏
事業内容　 アウトソーシング（システムインテグ

レーション、人材派遣、データ処理）
資 本 金　2,000万円　　従業員数　350名
Ｔ Ｅ Ｌ　04-2922-5359
https://www.nitto-tech.co.jp

株式会社日東テクノブレーン

「お客様が直面する課題の抜本的な解決を目指すことが使命」と語る鈴木社長

※�Business�Process�Outsourcing（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）：企業活動における業務プロセスの一部
について、業務の企画・設計から実施までを一括して専門業者に外部委託すること。

本社 幕張事業所

2022.3
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ビスです。お客様に継続してご満足いただくため
には、「スキルの高い社員とそれを支える社員教育」
が必須です。社員に求められるスキルには、専門
スキルと管理スキルとがあります。専門スキルに
ついては長年資格取得を推奨し、社員が好きな時
間に学習することができるeラーニング制度や資
格取得に伴う報奨金制度があります。管理スキル
については、各部門長には経営数値の見える化を
実施し権限と責任を与え、目標達成時には社員に
還元することで、自ら行動し、達成感を味わうこ
とで次の目標に向かう体制ができています。
■今後の展開・抱負は。
鈴木　昨今はＢＰＯサービスの中でも、ＤＸ化に
関する相談が増えています。当社ではＤＸソリュ
ーションとして各種クラウド型の基幹業務システ
ムや文書電子化ツール、ＲＰＡを提供しています。
基幹業務ソリューションの一つである勤怠管理シ
ステムは、出退勤の打刻からデータ集計、給与計
算、Webでの給与明細表の配信など、さまざまな就
業スタイル、コンプライアンスに対応したワンス
トップのソリューションです。ＲＰＡはWinActor
を取り扱い、認定資格（エキスパート）を複数人
有し、導入前のセミナーや製品販売シナリオ作成、

導入支援、ヘルプデスク等において、民間企業、
自治体様にサポートしています。
　中小企業様でも簡単に導入可能なクラウド型の
データストレージサービスの提供をスタートしま
した。長年の業務実績を生かし、三つのサービス

「データ処理」「人材サービス」「システムインテ
グレーション」を中心に、ＤＸ化へさらに手厚い
サポートをご提供していきたいと考えています。
　持続的な成長のためには管理者の育成、特に女
性管理者の育成が必要です。責任感と実行力とと
もに、経営的な視点から戦略を考えていく幹部社
員が求められます。今後はより視座の高い管理者
をこれまで以上に増やしていきます。
　時流は変えられませんが、時流に乗ること、時
流を創り出すことはできます。外部環境を常に把
握し、既成概念にとらわれず、新しい発想とチャ
レンジ精神で「ニュービジネス」への挑戦と社会
貢献を忘れることなく、当社名のように、「東日本
を制する気迫と、陽（ひ）は東より出（いずる）」
の勢いをもって、50期に向かって大きく羽ばたい
ていきたいと思います。
　ＤＸ時代の先駆けとして、豊かな人間性の創造
企業を目指します。

ＤＸ時代の先駆けとして、豊かな人間性の創造企業を目指す

2022.3
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社協和精密

川口市東本郷1-5
TEL　048-284-2182
資本金　1,500万円
従業員数　9名
■事業内容

各種金属部品加工の製作、
組立など

精密機械の部品加工、製作、組立ならお任せください！

吉野電化工業株式会社

越谷市越ヶ谷5-1-19
総務部：吉川市旭1-2
TEL　048-951-1111
資本金　9,999万円
従業員数　240名
■事業内容

めっき・熱処理などの
表面処理

めっき、熱処理のトータル表面処理
http://www.yoshinodenka.com

■めっき、熱処理の表面処理専業メー
カーです。金属、樹脂、特殊素材材料
の困り事に対して、お客様に満足のい
く表面処理技術と製品を提供します。

「材料の足りない機能を補いたい」「め
っきができなくて困っている」「新し
いめっき技術を導入したい」「工程を
確立したい」。そんなお客様の要望に
お応えするため、お客様との共同開発
や受託開発も行っています。常に高い
品質で対応し、次世代の表面処理技術
の開発に取り組んでいます。

■各種金属の切削加工を中心に、パラ
ボラ回転装置や印刷機械部品、食品機
械部品、半導体機械部品などの製作、
組立を行っています。所有している機
械は、３センチから３メートルまでの
サイズが加工できる機械を各種取りそ
ろえ、単品物から小ロットを得意とし
ています。また、協力工場とのネット
ワークにより、加工後の処理（めっき、
塗装）まで行うことが可能です。金属
部品加工のことならお気軽にご相談く
ださい。

株式会社大村製作所 http://www.ohmurasei.co.jp

東松山市下唐子1606
TEL　0493-23-1288
資本金　9,000万円
従業員数　191名
■事業内容

○車載部品の量産製造
○航空宇宙部品の製造
○試作開発部品の製造
○自社開発製品の製造販売
　・２粒体微粒化ノズル
　・種ジャガイモ消毒装置
　・レース用ピストン
　・レシプロエンジン

「走る」部品から「飛ぶ」部品まで金属加工の大村製作所
■昭和５年の創業以来、一貫して機械
加工の分野において高度な技術と品質
を供給してきました。航空宇宙部品や
試作製作の加工で培った技術に基づ
き、従来の航空機用エンジンからのリ
プレイスとして、高出力・省エネのレ
シプロエンジンの製作をAC AERO社

（USA）と進めています。また、有機
ゴミから電力をつくるバイオマス発電
システムのエンジンとしての供給など、
自社開発製品にも積極的に取り組んで
います。 エアショー（2021 年 OSHKOSH_USA）に

出展した航空機用 V12 エンジン

2022.3
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社大宮鍍金工業 http://www.omiya-mekki.co.jp

さいたま市北区日進町1-188
TEL　048-652-2121
資本金　1,000万円
従業員数　50名
■事業内容

電気亜鉛めっき
　亜鉛-ニッケル合金めっき
　アロジン処理

亜鉛めっきを中心とした金属の表面処理メーカー
■主に自動車部品への「亜鉛めっき」
を行っています。めっきが困難とされ
る、鋳鉄、焼結、ステンレス材にも対
応可能です。また、耐食性、耐熱性
に優れた「亜鉛-ニッケル合金めっき」、
アルミ素材への３価クロメート「アロ
ジン処理」も行っています。複数の処
理設備を所有し、納期にも柔軟に対応
でき、ＩＳＯに基づいた品質の向上に
も努めています。大量生産品から少ロ
ット品まで、幅広く対応できますので、
お気軽にお問い合わせください。

エルリングクリンガー・マルサン株式会社	埼玉工場 https://www.elringklinger.jp

比企郡小川町高谷2452-17
TEL　0493-40-9106
資本金　9,900万円
従業員数　170名
■事業内容

自動車部品の製造・販売

グローバルグループの一員としてさらなる飛躍をめざす
■自動車産業の基幹を支えるエンジン
部品、シリンダヘッドガスケットなど
の開発、製造、販売で、1948年に創業
しました。2008年には世界に40以上の
拠点を持つエルリングクリンガー社と
資本提携し、現社名となりました。日
本国内に製造、開発、営業拠点を設け
るとともに、日系顧客のグローバルな
活動に対応しています。インドネシア
やタイといったＡＳＥＡＮ地区にも拠
点を持ち、現地生産および納入体制を
整えています。

梶原工業株式会社 https://www.kajiwara.co.jp

越谷市増森工業団地
TEL　048-962-8881
資本金　9,600万円
従業員数　165名
■事業内容

食品加工機械・製菓機械
の製造

食品加工機械・製菓機械のシステム化をめざす
■加熱撹

かくはん
拌を行う食品加工機械を開

発・製造・販売する会社です。おいし
さと生産性を追求する食品メーカーか
ら、その独自技術で厚い信頼を得てい
ます。日本全国の食品工場で活躍の機
会を与えられ、海外に進出する日本の
食とともに、現在、世界20か国に納入
実績を広げています。これらの機械か
ら生まれる食品は、各種調味料、レト
ルト・レンジ食品、冷凍食品、お総菜、
和洋菓子まで幅広く、身近な食品とそ
の味づくりに貢献しています。

IH ＋蒸気加熱撹拌機

無人粒あん製造機

2022.3
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取扱製品一例(プラント) 取扱製品一例(工作機械)

2022.3

●商社とメーカーの２本柱で半世紀以上
　昭和の高度成長期に産声を上げた同社は、プラ
ント機器メーカーと工作機械専門商社の二つの事
業を柱としています。いずれの事業も、取り扱っ
ている商品は、普段目にする機会が少ないもので
はありますが、「縁の下の力持ち」として日々活
躍しています。
●プラント機器の製造・販売を幅広く展開
　プラント部門は、「濾

ろ か き

過機 ( ストレーナ )」を主力
商品とし、電力・ガス・石油化学等、幅広く展開
しています。
　設計から一貫したモノづくりで、カスタマイズ
やオーダーメードに対応。国内外の法令・規格に
も適合しています。
　溶接技術は、鉄・ステンレスの他、特殊合金に
も対応でき、板厚は 50㎜でも施工可能です。また、
社内および協力会社にて、さまざまな機械加工・
板金加工に対応できることを強みとしています。
　これらの蓄積されたノウハウを生かして、現在
は「濾過機 ( ストレーナ )」のみならず、各種圧力
容器の製造にも力を入れています。
　さらに、2020 年に開発技術拠点として「テクニ
カルセンター」を開設し、実験・分析・基礎研究

を行える体制を整え、新たなニーズに対応してい
ます。
●生産財の専門商社へ
　工作機械部門は、工作機械および周辺機器の販
売・中古工作機械の買い取り・メンテナンス等、
幅広く手掛けています。
　近年では、既存の事業に満足することなく、自
動化・省人化・金属３Ｄプリンタといった時代の
最新トレンドを積極的にお客様に提案し「生産財
の専門商社」へと領域を拡大しています。
　関東圏を中心とした、精密加工、金型、製缶、
板金、試作等、さまざまな業種のお客様から加工
の依頼が数多くありますので、その橋渡しのサポ
ートもしています。
●あくなき挑戦を続ける
　「大同工機は、たくさんのお客様とたくさんの協
力会社様に支えられて、60 余年の歴史を刻んでき
ました。現在、世界的な規模で潮目が変わり、い
くつものパラダイムシフトが起こっていますが、
これからも変わらずステークホルダーの皆様から、
いつでも真に必要とされることを第一に考え、
日々研

けんさん

鑽し進化に挑み続けます」と、川手社長は
語ります。

　

所 在 地　（本社）東京都千代田区鍛冶町2-6-1
　　　　　（埼玉事業所）桶川市赤堀2-11
代 表 者　代表取締役社長　川手 修 氏
事業内容　プラント装置に附属する機器の製造及び工作機械、
　　　　　専用機、コンピュータ関連機器の仕入・販売
資 本 金　9,300万円　　従業員数  85名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-728-1211
https://www.daidomachines.com

 大同工機株式会社
企業紹介 
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会議の達人になろう～上手な会議運営のコツ

株式会社スタジオ 02　代表取締役　大関暁夫

最終回　オンライン（Web）会議を上手に運営するにに運運営営すするる営す手にに 営すににに 営す営上手に手に手に最終回　オンライン（Web）会議を上手に運営する

カメラとマイクの使用ルールを定める
　本連載の最終回は、コロナ禍で実施の機会が増え
ているオンライン（Web）会議について、上手に運営
するコツや注意点を取り上げます。
　まずオンライン会議で重要なことは、リアルとは
異なる会議マナーをルールとして定め徹底すること
です。オンライン会議とリアルとの一番の違いは、
マイクとカメラを使用するということです。ですか
ら、まずはマイクとカメラの使い方に関して基本ル
ールを決め、参加者全員に徹底する必要があります。
　カメラですが、会議中は問題がない限り（ネット
回線やWi-Fi電波の状態などにより音声が途切れた
りする場合を除いて）全員カメラはオンにして、必
ず参加者全員の顔が他の参加者から見えるようにし
ます。顔が見えませんと、誰が参加しているのか、
参加者がちゃんと議事を聞いているのかが、分から
ない状態になってしまいます。「内職」し放題ではよ
い会議になるはずがありません。顔はしっかり全体
を映すこともルールとして徹底してください。
　参加者映像の背景ですが、部屋の背景を映し込ん
でも構いませんが、筆者の経験から申し上げると常
識外のものでない限りは、背景設定を各自のお気に
入り画像等に任せる方が、会議はフランクで意見が
出やすい雰囲気になるようです。
　マイクに関しては、周囲の音など余計な雑音が会
議を邪魔することがないよう、自身が話をするとき
以外は音声オフ設定を基本とし、発言の際にのみオ
ンにする、というルールが望ましいです。
オンライン会議は 60 分を限度目安に
　次に会議の準備と進行についてです。準備では会
議のURLを取得して事前に参加者に送付するのです
が、これはあまり早く送付すると参加者が失念して
しまう可能性もあり、極力直前、前日あたりに送付
するのがよいです。進行面では、オンライン会議は
参加者が画面と向き合う無機質な会議であり、リア
ル会議に比べて参加者の集中力を保つことが著しく
難しくなります。そこで進行役のファシリテーター

には、リアル会議とは異なる気遣いが求められます。
　一つは会議時間の限度ですが、リアルでは１回の
会議時間の限度目安は90分程度と考えますが、オン
ラインではそれより短く60分を限度目安にするのが
よいでしょう。そのため複数の議題がある際には、
会議を分割開催するなどの工夫も必要となります。
さらに参加者から議題についての発言を求めること
をあらかじめ伝えるなどして、参加者に一定の緊張
感を持たせるなどの工夫も必要です。
画面共有、チャット等の機能ツールを活用する
　オンライン会議では、Web会議ツールの道具立て
を上手に活用することも円滑に運営をする上で重要
です。例えば、議題主幹部の発表に関しては必ず資
料スライドを用意することを義務付け、ツールの「画
面共有」で資料を見ながら会議を進行するのも飽き
させない工夫です。顔が並んでいる画面から資料共
有画面に変わることで、会議の雰囲気は随分と変わ
ります。また会議ツールには、ホワイトボード機能
もあるので、意見出しや意見集約作業では議事の現
在進行形での運用に活用することも考えましょう。
　チャット機能は、会議進行中に参加者間でテキス
ト文のやり取りをするツールです。議題説明や意見
出しの際に、質問や疑問点などをチャットで随時受
け付けるというのは、会議の活性化、効率化に大い
に役立ちます。チャット機能は参加者が慣れないと
なかなか使われませんので、ファシリテーター自ら
が率先して、「質問は他者の発言中でも遠慮なくチャ
ットしてください」などと、チャットでメッセージ
し、チャット参加を誘発する工夫もしてください。

１．カメラとマイク
　　⇒ カメラは常時オン。マイクは発言時以外オフ

２．準備と進行
　　⇒ URL 連絡は前日に。会議時間は 60分以内が目安

３．Web会議ツールの活用
　　⇒ 画面共有、ホワイトボード機能、チャット機能を活用

オンライン会議のコツ
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　良いと思って実行した改善でも、全体から見ると
必ずしも良くない、あるいは効果のない改善であっ
たということも時にはあると思います。今回はそれ
を防ぐ部分最適と全体最適についてお話しします。
　最初にイメージをしていただきたいので、この４
工程に分けられたペットボトルの写真をご覧くださ
い。流れる水の量を増やすのが現在の課題とします。

めていただきたいのですが、自部署だけの判断でや
ると、時にはよくないことが起きる場合があります。
　例えば備品の購入で、それぞれの部門がバラバラ
に買うと、ある部門では余っているモノを別のとこ
ろでは足りないので買うということが起きます。そ
うなると会社全体の備品の在庫は、増える一方にな
ります。その上、一回に買う量が少ないので、高い

｢現場改善」の力を倍増するヒント集

株式会社柿内幸夫技術士事務所　所長　柿内幸夫

最最最終終終回回回　部部部分分分最最最適適適ととと全全全体体体最最最適適適最終回　部分最適と全体最適

　もし第１工程から第４工程のすべ
ての人が自分のところを流れる水の
量を増やそうとして、自分の工程の
直径を増やしたとするとどうなるで
しょう？
　見れば分かりますが、第４工程が明
らかにボトルネックなので、第１工程
から第３工程の直径を増やしても、第
４工程の能力以上には流れません。も
しそれぞれの工程の人が自分たちの現

値段で買うこともあるかもしれませ
ん。
　Ｃ社もそうでした。各部門はそれ
ぞれ在庫を減らすためにチョビチョ
ビ、ギリギリに買う改善をしていまし
た。しかし、会社全体での在庫はとて
も多いものでした。そこで部署ごとの
購入を総務部門での一括購入に変更し
て、必要の都度、各部門が要るだけ取
りに行くように管理を変えました。そ

場の直径を広げれば流れが増えると思って拡大すれ
ば、ムダな仕事になります。これは部分最適といえ
ると思います。これを全体最適の改善にするために
は、第１工程から第３工程の人は自工程の改善をし
ないで第４工程に集合し、一緒にボトルネックの解
消を行うことが正解です。これを実現するためには、
この工程全体の状況を把握しているリーダーが全員
に、第４工程がボトルネックなので、全員で第４工
程を改善しよう！　と宣言してください。そして皆
で改善を実行するのです。すごい成果がすぐに出そ
うですね。
　改善をすることは良いことですから、ドンドン進

の結果、総在庫量は一年で半減しました。これは部
分最適から全体最適に変えた改善の成果です。
　現場で品質問題が発生したとき、問題が発生した
製造部門が単独で治具をつくり、標準作業訓練をし
て、検査を強化するといった対応をすることがあり
ます。しかし、これは部分最適です。
　設計や技術や管理部門にも入ってもらい、設計を
変えたり、材料を調整したり、設備を整備したりで
きれば、もっとずっといい結果が出ることが、しば
しばあります。これも全体最適のアプローチですね。
　部分最適が悪いといっているのではありません。
より広い視野を持って改善に取り組んで、全体最適
の効果が出やすい体制を作ってより大きな成果を出
していきましょう！
　今回で本コーナーは、終了します。12回にわたり
読んで下さり、ありがとうございました。現場改善
は日本の製造業しかできないといっても過言でない、
素晴らしい技術です。改めて皆さんでワイワイ、ガ
ヤガヤと素晴らしい改善をしてください。みんなで
日本の製造業を元気にしていきましょう！
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　バンコクでは引き続きコロナの影響で飲食店の営
業制限やアルコール制限が取られる中、前回（本誌
2021.12月号）ご紹介したドン・キホーテやスシロー
などの日本資本の店舗だけでなく、タイ人オーナー
の日本食料理店も増えてきています。
　タイでも人気がある日本の有名アニメの題名から
名付けられた “剣心” は、タイ人経営の日本式居酒
屋です。タイ人が経営しているタイ人向けの居酒屋
は、バンコクの都心部ではこの店ができるまでほと
んどありませんでした。
　日本人から見ると日本語も怪しく不思議な看板や
装飾ですが、タイ人からは日本の居酒屋の雰囲気が
再現されているように感じるらしく、今ではバンコ
クに３店舗を構え、連日、行列ができるほどの人気
店です。
　従来、食事をしながらお酒を飲むという習慣がな
かったタイですが、日本の居酒屋文化がすっかり定
着し、これまで日本人をターゲットにしていた日本
人経営の居酒屋にも現地の方が多く来店するように
なってきました。
　 “鶴うどん” は、本場さぬきで修業をしたタイ人
がオープンし、味の良さが日本人の間でも口コミで
広がり人気店になったうどん店です。こちらは店構
えも落ちついた日本風で、タイ人が経営していると
気がつかないくらい本物志向です。
　これらのお店以外にも、タイ人経営の日本カレー
専門店、すし店、トンカツ店やすき焼き店などがあ
ります。日本やタイの日本食料理店で修業をしたタ
イ人調理師が日本の味を再現し、これまで差が大き
かったタイ人向けの味と日本人向けの味が近くなり、

タイ人にも日本人にも受け入れられる店が増えてき
ました。
　コロナ禍で営業時間の制限など、飲食店には厳し
い状況が長引いており、残念ながら閉店する店舗も
多くなってきています。タイの日本料理店は、コロ
ナで日本に行けなくなったタイ人富裕層が、タイ国
内に居ながら日本へ旅行に行った気分を味わうため
に、日本食を求める流れが追い風となっています。

埼玉県タイサポートデスク
https://www.saitama-j.or.jp/thai-sd

タイ人によってさらに拡大する日本食文化タイ人によってさらに拡大する日本食文化

タイ便り

≪サポートデスクのご案内≫
＼今年度からサービス内容をリニューアルしました／
⑴相談(困りごと等)　⑵情報提供(現地、人材等）
⑶視察代行(工業団地等)　⑷ネットワーク(企業交流等)など
問合せ先 タイサポートデスク
 　Eメール　thai-bsd@netloc.jp
 公社　取引支援グループ
 　TEL　０４８－６４７－４０８６
≪埼玉県からの情報発信≫
Facebook｢埼玉県海外ビジネス支援｣もぜひご覧ください。
https://www.facebook.com/saitama.globalbusiness

タイ人に大人気の居酒屋“剣心” 本格的な讃岐うどんが食べられると人気の
“鶴うどん”
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RAC Human
http://rachuman.com    Email:info@rachuman.com
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弁護士　権田陸奥雄　弁護士　権田陸奥雄　

新型コロナウイルス感染症と下請取引（その３）新型コロナウイルス感染症と下請取引（その３）Q

企業　法律企業　法律のと Q&AQ&A

新型コロナウイルス感染症の拡大による下請取引についての国の指針を説明してください。

　前回に続いて「新型コロナウイルス感染
症拡大に関する下請取引Ｑ＆Ａ」について

説明します。問いとして次の例が挙げられています。
　委託した物品等に新型コロナウイルスが付着して
いるおそれを理由に、受領を拒否したり返品をした
りすることは、下請法上、問題となりますか。
　回答としては、下請事業者に責任がある場合を除
いて、発注済みの物品等について受領拒否したり、
返品したりすることは、下請法上問題となります。
まず、受領拒否ができるのは、下請事業者の給付の
内容が、親事業者が下請事業者に交付した書面（下
請法３条に規定されているところから「３条書面」
と呼ばれています）に明記された委託内容と異なる
場合、または下請事業者の給付に瑕

か し

疵（欠陥・キズ）
等がある場合です。また、下請事業者の給付が３条
書面に明記された納期に行われない場合も受領拒否
ができます。これらの場合は、下請事業者に責任が
あるといえるからです。次に、返品できるのは、納
期に給付されたが受領拒否ができる事由があったに
もかかわらず、それを知らずに受領してしまった場
合です。ただし、受領後、速やかに給付した物を引
き取らせなければなりません。
　なお、問いで、仮に下請事業者の従業員が新型コ
ロナウイルスに罹

り か ん

患した場合、下請事業者が物品等
の製造・管理・納品に当たって必要な措置を講ずる
ことは当然ですが、必要な範囲を超える過剰な措置
を求め、適正な対価を支払わなかったり、それに要

する費用を支払わなかったりすることは、下請法上、
「買いたたき」や不当な給付内容の変更として問題
となります。買いたたきとは、通常支払われる対価
に比して著しく低い下請代金の額を定めることであ
り、不当な給付内容の変更とは、下請事業者の責め
に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内
容を変更させることです。問いの場合、まず親事業
者と下請事業者が十分に協議して、その取り扱いを
決めることが重要です。
　買いたたきは下請法で禁止されているところです
が、具体的には次のような事例があります。(1)原
材料費や燃料費が高騰したのに取引価格を据え置く。
(2)合理的な説明をしないまま単価引き下げを要請
する。(3)発注時に代金を決めず、納品後に価格交
渉をする。これらの買いたたきが行われますと、下
請事業者は、原材料費や人件費が上昇しているにも
かかわらず、親事業者に価格転嫁できず、利益が確
保できなくなり、場合によっては取引をしても赤字
になることさえあり得ます。しかし、下請事業者は
親事業者との関係が悪化することを恐れ、親事業者
の意向に添わざるを得ないことが多いと思われます。
そこで、国（中小企業庁）は今年度、不当な価格を
強いられていないかどうかを調べる「下請けＧメン

（取引調査員）」をこれまで（120名）の倍にすると
のことです。なお、公正取引委員会によると、下請
法違反の指導件数は、年間約８千件ありますが、企
業名を公表する勧告件数は数件とのことです。



広告

17アクセス埼玉 2022.3

おかげさまで、本誌アクセス埼玉は、今号で通巻 300 号となり、創刊 25 年となりました。
これも日頃、ご愛読いただいております会員様のおかげです。
次は、400 号を目指して、公社職員一同精進しますので、今後ともよろしくお願いします！

　読者プレゼント
　300号を記念して、三州総本舗様の
「お菓子セット」、20頁の滝澤酒造様の
「菊泉ひとすじ」を各３名様にプレゼン
トします。「企業名、所在地、役職・氏
名、電話番号、希望商品名」を記載の上、
so-dan@saitama-j.or.jp宛てメールに
て３月25日㈮までに、ご応募ください。

Thank you very much！
1997 2022

Thank you very much！
1997 2022

Thank you very much！
1997 2022

アクセス埼玉の編集担当メンバーです

祝 おかげさまで、アクセス埼玉は 300 号！おかげさまで、アクセス埼玉は 300 号！

これからもアクセス埼玉をこれからもアクセス埼玉を
盛り上げていきます！盛り上げていきます！

300号、会員様のおかげで300号、会員様のおかげで
す。今後も取材等でお世話す。今後も取材等でお世話
になるかと存じますが、よろになるかと存じますが、よろ
しくお願いします！しくお願いします！



●アイデア発想力研修
　アイデアは「ひらめき」「思いつき」です。「アイ
デア発想力」はビジネスパーソンに欠かせない能力
です。日々の仕事に追われていると、いつも同じ発
想をしてしまいがちです。この研修で頭を柔らかく
し、アイデア発想力を磨いて、仕事の問題解決や企
画立案に役立てましょう。
日　時 3/14(月)13:30 〜 16:30
受講料 会員4,600円　一般5,700円
●新入・若手社員をキッチリ育てるコツ習得研修
　新人の効果的な受け入れ方、効果的な仕事の教え
方、注意の与え方、しつけの３原則、問題行動を繰
り返す部下への対話指導、動機づけの方法等、人材
育成の上手な企業が共通して行っている秘訣を学び
ます。
日　時 3/17(木)9:30 〜 16:30
受講料 会員7,800円　一般9,900円
両研修の会場  大宮ソニックシティビル10階　　

埼玉県産業振興公社　研修室
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

　産学連携支援センター埼玉では、大学・研究機関
の研究シーズと研究開発型企業が連携し、製品・技
術を開発する取り組みとして開催します。
　今回は、ＩＴ・ＡＩ・ＤＸ・自動運転・バイオテ
クノロジー・再生可能エネルギー・新素材などで共
同研究を推進している「埼玉工業大学」の技術シー
ズをプレゼンテーションします。同大学と連携し、
貴社の製品・技術開発を推進したい企業の参加をお
待ちしております。YouTubeを活用し、視聴申込を
された方へ限定公開します。
配信 3/15(火) 〜 24(木)の10日間 
　　 配信期間中はいつでも聴講可能です。
定員 100名（事前申込制）　費用 無料
問合せ先　公社　産学・知財支援グループ
　　　　　　　　（産学連携支援センター埼玉）
　　　　　TEL　０４８－８５７－３９０１

３月のおすすめ研修
https://www.saitama-j.or.jp/kensyu

【YouTube配信】
工科系大学シーズマッチング会
in埼玉工業大学
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/seeds-univ-saiko

公社
情報

公社
情報
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～「研修動画コンテンツ」400本(1,200タイトル)が
　無料　見放題！～
　(株)ピーエイチピー研究所が提供する動画オンラ
イン配信サービス『ビデオアーカイブズプラス』を
公社会員限定で、パソコンやスマートフォンを使っ
て、無料で視聴できるサービスを開始しました。
主なラインナップ
　新入社員教育、若手／中堅社員教育、管理・監督
者教育、製造／現場改善／安全／５Ｓ、営業／サー
ビス／ＣＳ／ホスピタリティ、コンプライアンス／
ハラスメント、経営課題、健康／メンタルヘルス、
食品衛生、講話／ゼミナール、バーチャル講義、公
務員向け／その他
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

　ＤＸ化が求められる状況において、すべての業種
で改めて情報セキュリティの認識を深める必要があ
ります。ＤＸを推進していく上で、足元をすくわれ
ないために必要となってくるＩＴリテラシーや情報
セキュリティについて、基礎から実際の事例まで幅
広く学びます。
　また、それらのデジタル課題を根本的に解決して
いくために、世界的に求められているデジタル教育
についても言及します。
日時 3/10(木)15:00〜17:00 ZoomによるWeb配信
内容 ・ＤＸ化が進む現代の状況
　　 ・ ＤＸ時代で求められるＩＴリテラシーと

は？
　　 ・ ＤＸ時代で求められる情報セキュリティ

とは？　など
講師 (株)SAMURAI　インストラクター

吉﨑 広太 氏　二川 輝久 氏
定員 50名　費用 会員無料　一般2,100円
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

公社
情報

公社会員限定！ 新サービス 動画オンラ
イン配信サービス

『ビデオアーカイブズプラス』を開始
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/kaiin-annai-videoarchives

【Web配信】会員優待Webセミナー
ＤＸ化を目指す経営者・幹部向け情報セキュ
リティセミナー
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/21kte

公社
情報

企業の皆様へホットな話題を提供！
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創業者紹介　埼玉で起業した　・　　・　　

福満 智子（ふくみつ ともこ）さん (33)
　2011年、株式会社ぱどに入社し、2014年にはMCA（モ
ニークチョークアート協会）でプロ資格を取得。前職で
の広告制作・営業の経験を生かし、2017年に看板制作を
中心としたチョークアートで開業。その後、講師資格取
得し、2019年には川越にてチョークアート教室を開校。

ふくもこアート　https://29moko.com
川越市（※自宅教室のため非公開）
創業　2017年２月　ＴＥＬ 050-5328-8062
事業内容　チョークアート等の商業アート制作
　　　　　チョークアート講座

　チョークアートをはじめたきっかけは、会社の上司
に頼まれた結婚式のウェルカムボード。このときは絵
を仕事にするとは思ってもみませんでしたが、当時の
会社 ( 広告制作・営業 ) で学んだことを生かしながら、
自分にしかできないことをしたいと思い、プロチョー
クアーティストとして 2017 年２月に開業しました。

創業のきっかけは？

　オイルパステルと指で描く、オーストラリア発祥の
消えない「チョークアート」を中心に、看板やメニュ
ーボードのデザイン・制作をしています。コンセプト
は「伝えるアート」。前職の経験を生かし、商品やお
店の魅力、思いをアートという形で消費者に届けるこ
とを提案しています。チョークアートの他にも、黒板
アートや窓を装飾するガラスアート、路上アートなど
のライブパフォーマンスも展開中です。個人のお客様
にはチョークアートで描く、ペット画や結婚式ウェル
カムボードが喜ばれています。現在は育った川越を中
心に、各地で活動中です。地域イベントにも参加し、
チョークアートが体験できるブース出店の他、チョー
クアート教室も随時開催しています。

事業内容は？

　今年、屋号を「ふくもこアート」に改名しました。
チョークアートの枠にとらわれず、お客様に喜んでい
ただけるアートの形を提案していきたいです。アート
をより身近にし、地域活性化に取り組んでいきます。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

www.nitto-tech.co.jp

広告

福 満  智 子 さん  ふくもこアート

オイルパステルで描く消さないチョークアート。
立て看板／メニューボード／店内装飾をデザイン
から制作まで行っています。

ガラスを華やかに彩ったウインドーアート。
お店の窓や施設の入り口など、ガラスを活用し
て、その場を華やかにします。

スクールチョークを使用した黒板アート。
店内・社内の黒板や番組セット等に絵を描きます。
描く過程を動画にしたPR広告も。

2022.3
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日本酒づくりのコンセプト
手づくりの伝統製法を守り続ける
　米の蒸し、麹

こうじ

づくり、もろみの仕込みなどは、昔なが
らの道具を使い、丁寧な酒づくりを継承している。
　特に、酒づくりで最も重要な麹づくりには強いこだわ
りがある。高い技術を有する箱

は こ

麹
こうじほう

法での仕込み作業を 3
〜 4 時間置きに繰り返すことで微妙な温度調整を行う。
　深谷の地域特性を生かし、煙突、酒蔵の外壁、麹室な
どは煉

れ ん が

瓦製。保温性と保湿性に優れた製麴室は、繊細さ
が求められる麹づくりに最適とのこと。
　伝統的な製法と歴史的な建造物の中で、荒川水系の伏
流水の恵みや埼玉の酒米を存分に生かした地酒をつくり
続けている。

エレガントな泡酒「菊泉ひとすじ」の特長
　８年の歳月をかけて商品化したのが「菊泉ひとすじ」。
６代目の滝澤英之社長が、新たな技術と価値観で挑戦し
たスパークリング清酒である。修業時代に感じた、もろ
みが日々複雑に発酵していく１０日目前後の奇跡の味。
もろみの甘みと酸味が絶妙に調和するこの味を再現した
いという思いがきっかけとなった。
　日本酒を取り巻く現状から、日本酒の魅力づくりや可
能性に向き合う必要性を感じていたという。
　この革新的なお酒は、シャンパン製法を応用した透明
なスパークリング純米酒で、甘さと酸味が特長。また、
本格的なロゼタイプのスパークリングとしては世界で唯
一の「菊泉ひとすじロゼ」も商品化。日本酒の良さや面
白さを多くの人へ、さらなる海外展開を目指す。

滝澤酒造 株式会社
https://kikuizumi.jp

深谷市田所町9-20   Tel 048-571-0267
代表者　代表取締役　滝澤 英之 氏
創業 1863年　資本金 1,000万円　従業員数 8名
事業内容　清酒製造および販売
購入方法　道の駅おかべ、道の駅はなぞの、伊勢丹浦和店、
　　　　　八木橋、新井商店(川口市)、丸広川越店 など

オンラインショップでも商品を購入することができます。
https://shop.kikuizumi.jp

● 読者プレゼント！　
　滝澤酒造様の「菊泉ひとすじ 720ｍl」１本を３名様にプレゼントい
たします。応募は、本コーナーの感想などを添えて、「企業名、所在
地、役職・氏名、電話番号、菊泉ひとすじ希望」を記載の上、so-dan@
saitama-j.or.jp宛てメールにて３月25日(金)までに、ご応募ください。
　当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。
●公社会員も絶賛募集中！　　埼玉県産業振興公社　会員　で検索

● 一般社団法人埼玉県物産観光協会の紹介
　ソニックシティビル２階の埼玉県物産観光館

「そぴあ」を運営し、埼玉を代表するおみやげ
を常時 650 種類以上販売。県産酒は、日本酒、
クラフトビール、ウィスキー、クラフトジン、
リキュール、焼酎などを取り扱っています

（一部販売日限定商品あり）。
　また、埼玉の造り手とコラボした旅行の企画・
実施にも積極的に取り組んでいます。

埼玉のいいものそろっています！
ちょこたび埼玉オンラインストア 

で検索

受
け
継
が
れ
た
伝
統
の
礎
が
あ
っ
て
こ
そ
、

そ
の
時
代
に
あ
っ
た
味
が
追
求
で
き
る
。「
伝

承
は
革
新
の
連
続
」
と
話
す
滝
澤
社
長
。

菊泉大吟醸
720㎖

菊泉ひとすじ
720㎖

菊泉ひとすじロゼ
720㎖

滝澤酒造

埼玉の造り手
Vol. 6
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〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡5-13-18
-714-0345

2014年4月 WindowsXP、2020年1月 Windows７
　　　　　正式サポートが終了しました。

広告

〒367-0073　埼玉県本庄市都島570-43　
　　　　　　　　　　　　　 FAX.0495-21-88530495-24-2451TEL 楽天市場 ヤフーショッピング

紙製マスクケース

各サイトから
ご購入いただ
けます。
１セット100枚入り

大口注文・オリジナルデザイン(会社ロゴや裏面

などに広告等を入れられます。）承ります。
お気軽にお問い合わせください！

折りたたまずに
収納できる！
折りたたまずに
収納できる！

日本製

マスクを外す場面での一時保管用にお客様に大変喜ばれます。
食事の時や携帯用予備のマスク入れにもお使いいただけます。

飲食店 旅館・温泉 病院・医療機関 学校・教育機関冠婚葬祭 美容院・理容院

大大

な

お見積り
無料!

裏面

表面
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