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１．改めてＳＤＧｓとは、ＥＳＧとは何か
（１）ＳＤＧｓ、ＥＳＧとは
　昨年来、新聞やテレビなどで頻繁に聞く言葉に

「ＳＤＧｓ」があります。本誌アクセス埼玉でも
2020 年３月号で「中小企業とＳＤＧｓ」という
タイトルで特集が組まれています。2020 年頃で
すと「ＳＤＧｓ」という言葉もまだ一般的ではな
く、ＳＤＧｓのバッヂをつけていても、「それは
何のバッヂですか？」とよく尋ねられた頃ですの
で、興味をもってお読みいただいたかと思います。
その後、マスコミも「ＳＤＧｓ特集」などの番組
キャンペーンを実施することにより、一般の方に
も知られるようになってきました。
　実際、埼玉県が令和３年９月に行ったアンケー
ト（図表１）でも、「あなたは、ＳＤＧｓについ
て知っていますか」という質問では「言葉を知っ
ている」が 88.8％（前年 57.6％）、「内容を知っ
ている」が 52.6％（前年 29.1％）と認知度は年々
高くなっています。

特 集

ＥＳＧ経営とＳＤＧｓＥＳＧ経営とＳＤＧｓ

株式会社 Up’s Consulting株式会社 Up’s Consulting
代表取締役　村岡滋代表取締役　村岡滋

｝ ｝

｝ ｝

図表１ 第191回簡易アンケート「埼玉県におけるSDGsの推進について」

出典：埼玉県ホームページ
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0102/sdgs_questionnaire_r3.html
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　そして、昨年から新聞に毎日一度は出てくる言
葉に「ＥＳＧ」という言葉があります。今回はこ
の「ＥＳＧ」について考えてみます。
①ＥＳＧとは何か（図表２）
　「環境（Environment）」「社会（Social）」「ガバ
ナンス（Governance）」という三つの単語の頭文字
を組み合わせた言葉です。この三つの側面から企
業の経営を実施していくことを「ＥＳＧ経営」と
いいます。「環境」とは、脱炭素に絡む気候変動へ
の対応、水質汚染などの水資源、プラスチック問
題をはじめとする化石資源への取り組みなどがあ
ります。「社会」とは、企業で働く人の労働環境、
企業の地域社会への貢献や人種差別などの人権問
題への対応などをいいます。「ガバナンス」では、
企業統治や管理に関する課題や社外取締役や女性
役員の就任に関する課題などが挙げられています。

の４分野10原則についての実現を求めているもの
です（図表３）。

　各企業もＵＮＧＣに賛同し支持することで、サ
プライチェーンも含めた社会の良き一員として持
続可能な成長のため、経済成長を目指していくこ
とになります。この考え方がＥＳＧの基礎になっ
ているといわれています。現在では日本にもグロ

　「ＥＳＧ経営」という言葉が注目を浴びたのは、
1999 年の世界経済フォーラム（ダボス会議）の席
上で当時のコフィー・アナン国連事務総長が提唱
した「国連グローバル・コンパクト（ＵＮＧＣ）」
と呼ばれる企業イニシアティブ（構想や戦略など）
を発表したことがスタートです。それまで、持続
可能性における各国政府間での条約はありました
が、政治だけではなく、私たちの生活の基盤とな
る世界経済を担っている企業や団体に対し、世界
の経営トップに「人間の顔をしたグローバリゼー
ション」への取り組みを促しました。①人権の保
護、②不当労働の廃止、③環境対応、④腐敗防止
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図表３ 国連グローバル・コンパクトの4分野10原則

図表４ グローバルリスクの展望

出典：グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
https://www.ungcjn.org/gcnj/principles.html

筆者作成

出典： World Economic Forum Global Risks Perception Survey 2020
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ーバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンが
組織されており、470を超える企業や団体が加入し
ています（2022 年４月時点）。実際、世界経済フォ
ーラム（World Economic Forum）の「グローバル
リスクの展望」において「発生の可能性が高い上
位グローバルリスク」（図表４）として 2012 年、13
年は経済課題である青色部分が多かったですが、
2021年（最上段）には緑色の環境問題が発生可能
性の高いリスクとして上位を占めています。「影響
が大きい上位グローバルリスク」としては近年、
大量破壊兵器などの地政学（オレンジ色）が課題
になっており、現在のロシアによるウクライナ侵
攻は、残念ながら心配が現実化した状態です。
②ＳＤＧｓとの違いとは
　一般的になったＳＤＧｓを簡単に説明しますと、

「Sustainable Development Goals（持続可能な開
発目標）」の略語で、2015 年に国連で採択された
2030年を目標として掲げた 17 のゴール（目標）と、
ゴールを達成するための具体的な 169 のターゲッ
トで構成されています。しかし、どちらも環境や
人権といった言葉があり、「ＥＳＧとの違いがよく
分からないのですが…」とよく質問されます。
　ＥＳＧとＳＤＧｓの大きな違いは「実行するの
は誰であるか」ということです。ＥＳＧは「企業
が経営活動の中において実施するもの」で、投資
家などが実施する投資活動においても、投資先で
ある企業が経営姿勢として、事業の枠組みの中で
ＥＳＧ経営を実行することを基本とする考え方を
いいます。企業や投資家は直接的にも間接的にも
ＥＳＧ経営（「環境」「社会」「ガバナンス」）を通
じ、「持続可能な成長」を目指しています。
　一方、ＳＤＧｓは「政府や自治体、企業、団体、
私たちのような個人が目標である17のゴールに向
かって実践し行動するもの」になります。ＥＳＧ
経営は「環境」「社会」「ガバナンス」を意識した
経営姿勢を通じて結果として、ＳＤＧｓを実行し

「持続可能な開発目標」につながるという関係に
あります。世界最大の投資機関といわれる日本の

年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）の
ホームページでは、ＥＳＧ投資とＳＤＧｓの関係
について分かりやすく説明されています（図表５）。

　このような状況を踏まえ、近年、多くの企業が
ホームページでＳＤＧｓのゴールに対してどのよ
うな活動をしているのか、どこまで達成したのか
を公表する企業が多くなっています。
③責任投資原則（ＰＲＩ）とＥＳＧ投資
　2006 年、国連環境計画・金融イニシアティブ（Ｕ
ＮＥＰ ＦＩ）が提唱し、国連グローバル・コンパ
クトと連携した投資家イニシアティブとして発表
された「ＰＲＩ：責任投資原則（Principles for 
Responsible Investment）」宣言が「ＥＳＧ投資」
のスタートといわれます。
　ＰＲＩは「責任投資を環境、社会、ガバナンス
の要因（ＥＳＧ要因）を投資決定やアクティブ・
オーナーシップに組み込むための戦略および慣行」
と定義し、そのミッションは「経済的に効率の良
い、持続可能な国際金融システムが長期的な価値
の創出に必要であると考えています。こうしたシ
ステムは、長期的な責任投資に報い、環境や社会
全体に利益をもたらします」と説明しています

（pribrochure2019final2_880601より）。このよう
に企業や団体などが事業経営の中心にＥＳＧを据
えて事業を進めていくことが重要といわれます。
この背景は、私たちの記憶にも新しいリーマンシ
ョックがあります。この原因になったのは投資家

図表５ ＥＳＧ投資とＳＤＧｓの関係

出典：GPIF
https://www.gpif.go.jp/esg-stw/esginvestments

原則１  私たちは投資分析と意思決定のプロセス
に ESG の課題を組み込みます。

原則２  私たちは活動的な所有者になり、所有方針
と所有習慣にESGの課題を組み入れます。

原則３  私たちは、投資対象の主体に対して ESG 
の課題について適切な開示を求めます。

（原則４～６は省略）
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による短期間での利益を求めるような行動があり、
投資家は反省を行うとともに、長期的視点での投
資を重要視するようになりました。特に 2015 年９
月にＧＰＩＦが署名し、ＥＳＧ投資の姿勢を表明
したことにより、ＰＲＩは署名機関の数も増加し、
2021年には署名機関数も 4000 機関に迫り、運用金
額も 120 兆ドルを超えている状況です（図表６）。

２．ＥＳＧ経営やＳＤＧｓ経営のメリット
（１）ＥＳＧ経営のメリット（効果）
　ＥＳＧ経営に取り組むメリットを考えてみます。
①「取引先や顧客への責任」
　経営者の方から「ＥＳＧやＳＤＧｓは大事と聞
くが、それで売り上げは上がるのか？」と聞かれ
ることがあります。同時にご支援させていただい
ているいくつかの企業から「取引先からコンフリ
クト・ミネラルについて報告書を要求されたが、
どうすればいいのか？」といった相談が増えてい
ます（注：コンフリクト・ミネラルとは、４種（錫、
タンタル、タングステン、金）の重要な鉱物資源
が武装勢力の資金に流れていないかの調査）。グロ
ーバルなサプライチェーンの中では突然、ＥＳＧ
の渦中に巻き込まれることも多く、責任ある行動
が中小企業でも求められています。消費者や顧客
も「環境」「社会」「ガバナンス」という側面から
企業を評価していますから、ＥＳＧへの対応は結
果がすぐに出なくても徐々に経営に影響を与えま
す。今後、長期的視点を持つＥＳＧ経営は中小企
業の社会的責任と長期戦略への重要なキーワード
となっていくでしょう。

３．ＥＳＧ経営・ＳＤＧｓへの取り組み方

②「融資や資金調達の優遇」
　投資家に限らず金融機関にとっても、ＰＲＩは

「金融機関の投融資の姿勢」として融資の基準と
なっています。そしてＥＳＧ経営は、企業に対す
る評価指標の一つになっています。ここ数年の誰
も予想もしなかったコロナ禍という環境の中では、
財務諸表には表れない長期的視点で経営戦略を実
行している企業が市場から高い評価を受けました。
このような背景から昨年以降ＥＳＧ経営は投融資
の中心になりつつあります。大手メガバンクの融
資姿勢はもちろんですが、埼玉りそな銀行や埼玉
県内４信用金庫によるＳＤＧｓ融資を開始し、中
小企業に対する融資の姿勢としてＥＳＧの側面が
注目を浴びています。
③「ブランド力の向上と従業員へのモチベーション」
　近年は義務教育でもＳＤＧｓに関する授業が義
務化されており、若い方々は環境問題やサステナ
ビリティにも関心が高いといわれています。今の
若手や学生、子どもは、管理職と呼ばれる年長者
よりも環境や社会についてまじめに考えています。
就職活動の説明会で、社長自らＥＳＧやＳＤＧ s
を語り、就職希望者が昨年より増えたという企業
もあります。また、自社が将来、どこへ向かって
いくのかを社長自身が明確にすることは従業員の
モチベーションアップにもつながっていきます。

図表６ ＰＲＩ署名機関数と運用金額の推移

図表７ ＥＳＧ経営の取り組みイメージ

出典：PRIホームページ
https://www.unpri.org/about-us/about-the-pri
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　自社のＥＳＧ経営やＳＤＧｓの取り組みに関す
る活動報告は、消費者や社会、金融機関、投資家
との重要なコミュニケーション手段として活用す
ることができます。経営計画と同じですが、計画
は策定が終わりではなく始まりです。しっかりと
活動結果を確認、反省し、修正しＰＤＣＡを何度
も繰り返すことで活動は充実したものになります。

　先にＥＳＧは取り組む企業の経営に対する基本
的な考え方であり、ＳＤＧｓは自分たちが取り組
む活動であると説明しました。企業活動において
はどちらも重要です。経営者だけでなく従業員も
交え長期的視点でＥＳＧ経営を意識し、ＳＤＧｓ
活動につなげることでＥＳＧ経営へ取り組むこと
ができます。そのステップを説明します（図表７）。
（１）ステップ１
「経営理念の明確化と将来の姿」
　経営者だけでなく従業員も含め、30年後はどん
な世界になってほしいのか。子どもたちが喜んで
暮らしていける世界はどんな世界なのか、話し合
ってみましょう。そして、事業を通じ社会にどん
な価値を提供することができるのか、経営理念を
見直しながら考えてみます。
（２）ステップ２
「中・長期戦略の策定」（Ｅ・Ｓ・Ｇから振り返る）
　具体的に企業の中・長期戦略を検討していきま
す。特に事業分野が「環境」と「社会」に対しど
んな価値を提供できるのか、次世代の自社は社会
にどうやって貢献し、持続可能な発展をしていく
のかを検討します。同時に、ＥＳＧ経営の観点か
ら自社の戦略のおける重点課題を明確にします。
数値目標も重要ですが、社会に長期的視点で自社
の方向性と顧客への提供できる価値を説明できる
ようにします。
（３）ステップ３
「ＳＤＧｓの17ゴールと自社のテーマをつなげて考える」
　自社の中・長期戦略をＥＳＧの視点からの取り
組み目標を明確にした後、具体的な実行案をＳＤ
Ｇｓの１７ゴールにつなげていきます。ＳＤＧｓ
のゴールを具体的に考えていくことで、将来の持
続可能な社会に対し、自社の計画とのギャップを
自覚し、自社が取り組むべき活動は何か、テーマ
を具体的に検討します。このときにできるだけ数
値で目標を設定していきます。
（４）ステップ４
「活動結果は社会に報告しＰＤＣＡを何度も回す」

４．取り組み事例紹介
　ＥＳＧ経営と明確に宣言せずとも、しっかりと
取り組んでいる埼玉県内企業２社をご紹介します。
（１）長沼商事株式会社（所沢市）
　長沼商事は鉄・非鉄スクラップ加工処理業を通
じ、事業者、自治体、一般消費者というステーク
ホルダーに対し廃棄金属に関するリサイクル処理
を実施、ＥＳＧの観点からも事業を推進し、ＳＤ
Ｇｓ活動を進める企業です。
　同社は以前より

「eco への取り組
み」として、環境
への配慮した工場
設計や騒音や振動
に配慮し、雨水の
排水を油分と分離して排水を行うことや、2001 年
にはＩＳＯ１４００１の認証を取得しています。
しかし、さらに高みを目指す同社は 2012 年には、
ＩＳＯ１４００１の定着を確認し、今後はさらに環
境への取り組みが重要として、ＩＳＯ１４００１
を返上し、自社独自の環境への取り組みを実施し
てきました。このように前面に「ＥＳＧ経営」と
してうたうことはありませんが、事業活動はＥＳ
Ｇ経営そのものであり、学ぶ点も多くあります。
　環境面では、事業者様の廃棄金属に関する排出
責任を同社の事業である廃棄物処理法に沿った処
理を実施しています。特に自治体向けには「スプ
レー缶・ライター無害化処理」を行っています（次
頁図表８）。ヘアースプレーなどのスプレー缶の噴
出材は、フロンガス規制によりフロン（不燃性）

図表７ ＥＳＧ経営の取り組みイメージ

会社全景
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から可燃性ガスであるＬＰＧ（液化石油ガス）へ
と切り替わりました。同社は自社のノウハウと設
備により使い捨てライターも安心・安全な処理を
実施し、無害化処理を実施しています。無害化に
伴う残ったガスについても臭気用フィルターを導
入し、また、臭気対策を実施して燃焼ガスに関し
ても法定の排出基準になるように自主管理を実施
しています。無害化したスプレー缶は金属・非鉄
金属材料として機械の選別と手作業の選別を通じ、
商品化しています。使い捨てライターについても、
プラスチック部分を協力会社の熱回収施設を持つ
サーマルリサイクルも活用して、無駄なくリサイ
クルを行っています。
　また、住宅の解体作業などから発生する窓サッ
シの廃棄物は、アルミサッシメーカーに協力を得
ながら、サッシに再生する「サッシ to サッシ」
の実現に向けて、多くのお客様にアルミサッシの
原材料を供給しています。
　社会面では、社員の能力向上を目指しＳＤＧｓ
教育や社員教育を実施、近隣の小学生などの工場
見学も受け入れ、環境教育を実施しています。ま
た、食糧問題解決に向け植物
工場事業を新規事業としてバ
ジルの生産・販売を開始して
います。同社の高齢者は 65 歳
まで再雇用、希望者はさらに
延長可能としており、雇用確
保推進のための事業でもあり
ます。
　金融面でも埼玉りそな銀行の「埼玉りそなＳＤ

Ｇｓ私募債」を通じ、教育関連の寄付を実施して
います。
　ガバナンス面では、事業の経営理念に「資源の
高品位なリサイクルを通じ、環境負担の少ない社
会の実現に向け貢献していきます」と掲げ、コン
プライアンスや品質確保、環境への配慮などを明
確にし、廃棄物のマニフェスト制度を取引業者に
周知し、適正に運用しています。また、コンプラ
イアンスについて役員へ会議を通じ周知徹底し、
リスクマネジメントにも積極的に取り組み、事業
継続計画（ＢＣＰ）も定めています。
　このような同社のＥＳＧ経営に対する活動は、
同社のホームページなどで大きく特集することは
今後の課題でもありますが、埼玉県庁の「埼玉県
ＳＤＧｓパートナー」として取り組み宣言を、「環
境ＳＤＧｓ宣言企業」として、環境面でのＳＤＧ
ｓの取り組みを明確にしています。
（２）カネパッケージ株式会社（入間市）
　同社の主な事業は梱包事業と物流事業です。梱
包事業では、商品を大切に包み、守るパッケージ
を企画から納品まで自社グループのネットワーク
で提供。物流事業では、入荷・保管から梱包出荷・
輸送までのトータル物流でお客様のロジスティク
スをサポートしています。同社はさまざまな包装
に係る課題を卓越した包装設計技術を持つパッケ
ージ（梱包材）で解決する技術力にあふれた会社
です。
　同社のＳＤＧｓ経営は全国的にも有名で、本年
４月に関東経済産業局の「４月定例プレス会見」
でもプレゼンをされています。
　環境面では、主力事業である梱包事業におい
て「製品を守り、運ぶ梱包材」を通じ、省資源
化、ダウンサイジング化で積載効率を向上。材料
使用量や輸送コストの削減を進めることで、コ
ストダウンと環境対策をつなぐ提案で事業を成
長させています。また、ＣＯ２削減に向けて 2009
年から売り上げの一部をフィリピンで「マングロ
ーブ植林活動」へ寄付し、既に2020年までに1,200

図表８ 無害化処理施設

図表９ 生育中のバジル
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５．まとめ
　大企業のように投資家に向けた報告としてＥＳ
Ｇ経営を前面に出した報告は、中小企業には必ず
しも必要ではないかもしれません。事例企業のよ
うに、改めて宣言することはなくても企業がＥＳ
Ｇ経営の考え方を経営戦略に落とし込むことで、
ＳＤＧｓを進めることが消費者や地域社会、金融
機関などからの評価につながり、ブランド化や長
期的な経営力の向上、現在の社員や将来の従業員
満足につながっているといえます。新たなことだ
けではなく既存事業でもＥＳＧにつながる事業を
再認識し取り組んでいきましょう。ＥＳＧに関わ
ることは自社だけでは達成できないこともあるか
もしれません。取引先や自治体などの協力も得な
がら取り組んでいくことも必要です。まず一歩目
は、事業を見直し将来のためにＥＳＧを意識した
長期事業戦略を検討してみてはいかがでしょうか。
一歩目を踏み出すことで新しい風景が見えてくる
でしょう。

万本を超えるマングローブの植林を実施（図表
10）し、ＣＯ２吸収量では841トンになっています。

増大しています。2019年には彩の国オープンファ
クトリーに参加し、近隣の小学生親子を対象に他
社と共同で、モノづくりに関する教育活動にも率
先して参加し地域貢献を進めています。このよう
に人と企業の社会貢献を推進することで社会面で
の貢献も続いています。
　ガバナンス面では、同社のＣＳＲ基本方針の中
に企業活動の基礎として「コーポレートガバナン
ス」を掲げコンプライアンスや品質確保、環境へ
の配慮などを明確に掲げています。また、事業継
続計画（ＢＣＰ）および事業継続管理システム（Ｂ
ＣＭＳ）基本方針を定め、今後、重大な災害等の
発生時でも事業継続や早期復旧を図るためにリス
クマネジメントにも取り組んでいます。また、社
会貢献を目的として、これまで埼玉県やさまざま
な自治体に段ボールのパーテーションの寄付を行
い、同時に災害優先供給協定を結ぶなど自治体の
リスクマネジメントへの協力も推進しています。

　社会面では、2011 年にマングローブの植林活動
を実施するに当たり、フィリピン大学の生物学専
攻の卒業生を植林担当専従者として採用したこと
や、植林後のメンテナンスに地元住民を雇用して、
地元経済にも貢献している活動が高く評価され第
11 回「企業フィランソロピー大賞」を受賞してい
ます。国内でも、2017 年には埼玉県シニア活躍推
進企業に認定され雇用拡大に努力し、海外の中国、
フィリピン、ベトナム、タイ、インドネシア、メ
キシコにて展開する海外事業所においても雇用が

　また、紙に卵の殻を配合した「カミシェル」を
採用した製品開発に参画することや、㈱リコーが
開発した新素材「プレアー」の販売窓口になるこ
と、㈱伊藤園と共同でマスクケースや紙製クリア
ファイル（図表 11）などお茶殻リサイクル製品を
考案、製品化し茶殻リサイクルを推進しています。
事業を通じ環境面への貢献を長く継続しています。

図表10 植林したマングローブ（フィリピンにて）

図表11 紙製クリアファイル
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　昨年12月に３代目社長に就任した同社の田口新
社長に話を伺いました。

■貴社の概要について教えてください
田口　1947年、祖父が鋳物の街、川口で木型工場
を始めました。現在は、鋳造用木型、鋳造用金型
の設計・製作、同時５軸のマシニングセンタによ
るＮＣ加工、砂型鋳型向け試作、半導体製造装置
の部品加工を行っています。木型や金型をつくら
ない砂積層３Ｄプリンタによる砂型の鋳型をつく
り、短納期の鋳造品づくりも行っています。
　福島県に二本松工場があり、川口工場の２倍の
設備と５倍の5,000坪の敷地があります。
　当社が製作した木型・金型からつくられた鋳造
部品は、車両、産業機械、航空機、宇宙開発関連
の分野まで、幅広い業界で使われています。
　社名の「型範」の由来は、型はもちろん木型・
金型の型で、範は模範・師範の範でお手本的な型
をつくること、また模範はゲージという意味もあ
ります。長さや重量などの物理量を測定する器具
のゲージをつくっていましたので、それくらい精
度の高い仕事をやっていこうという意味です。

　なお、昨年の2021年12月14日開催の取締役会に
おいて、私は専務取締役から３代目社長に、前社
長は代表取締役会長に就任しました。

■各事業について教えてください。
田口　木型は、創業以来培ってきたノミやカンナ
などを用いた伝統的、アナログ的な技術と最先端
の３Ｄ-ＣＡＤ・ＣＡＭ・ＣＡＥとマシニングセン
タでのデジタル的な技術を組み合わせ、お客様の
方案要望を反映した木型づくりを行っています。 
用途は、シリンダーヘッド・ブロック、トランス
ミッションケース、ＥＶ用モーターケース、中大
型サブフレームなどです。
　金型は、量産砂型鋳造用金型を中心に、ガスタ
ービン向けロストワックス金型や低圧鋳造、重力
鋳造向け金型の実績があります。Creoというソフ
トを用いた３Ｄ設計、最新のＣＡＤ・ＣＡＭ・Ｃ
ＡＥ、最先端の５軸マシニングセンタを駆使し、
さらに５軸加工と旋削加工を同時に行うことで、
品質の良い金型を短期間で製作することが可能で
す。φ1,000と大きな形状にも対応します。
　木型は加工時間が短いので安くつくれますが、

   株式会社田口型範　代表取締役社長　田
た ぐ ち

口 脩
しゅう

一
い ち ろ う

郎 氏

所 在 地　 本社・川口工場:川口市中青木2-20-15
二本松工場:福島県二本松市平石高田
4-123

代 表 者　代表取締役社長　田口 脩一郎 氏
事業内容　 鋳造用金型・木型、５軸加工、半導体

装置部品
資 本 金　2,000万円　　従業員数　131名
Ｔ Ｅ Ｌ　本社・川口工場　048-251-2765
https://www.tpw.co.jp

株式会社田口型範

今年創業75周年を迎え、100年企業にすることを目標に掲げる田口社長

インタビュー
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耐久性が低いため、試作品などの小ロット生産や
金型にすると採算が取れないものに向いています。
一方、金型は使用回数の多い大量生産用の型とし
て使用されます。木型・金型の両方ができる企業
が意外と少ないので、当社の強みとなっています。
木型で試作して、そのまま量産用の金型をつくり
ます。そうすると、情報が他に漏れることがあり
ませんので、お客様に喜ばれています。
　 各 種２Ｄ-ＣＡＤ、３Ｄ-ＣＡＤソフト は、 ほ と
んど取りそろえており、金型の設計が素早く正確
にできることも強みです。本来は鋳造業の鋳物屋
さんがやるべきことですが、鋳造の解析にも力を
入れています。
　図面やデータのない金型を非接触光学式三次元
測定機（ATOS）で測定し、その測定データからサ
ーフェイスやソリッドモデルの製作が可能です。 
測定できる形状であれば、ＣＡＤデータ化するこ
とができます。老朽化金型の復元、図面のない金
型の製作などが可能です。検査も充実し、温度管
理をした環境のもと、非接触光学式三次元測定機
と接触式三次元測定機を必要に応じて使い分け、
測定し、寸法などを保証します。

　機械加工品では、真空ポンプや半導体製造装置
向け部品の試作から量産まで幅広く対応していま
す。５軸マシニングセンタでの短時間で高品位な
部品加工には、好評をいただいております。

■今後の展開・抱負は
田口　これまで培ってきたＣＡＤを使った設計力、
５軸マシニングセンタを駆使した機械加工力を生
かした事業展開をさらに進めます。また、国内の
みならず、海外に目を向けた事業も進めていきた
いと考えています。
　木型・金型は、最初に設計者が考えたことを作
り出すところですので、ものづくりの原点であり、
牽
けんいんしゃ

引者であることを忘れずに取り組んでいきます。
木型・金型と機械加工による量産部品との融合で
売り上げアップを目指します。
　エンジン関連の仕事が少なくなることが当社の
最大の課題です。数年前から始めた真空ポンプの
仕事を中心に、今後も積極的に半導体製造装置関
連で新規のビジネスを増やしていきたい。今年で
創業75周年を迎えた当社田口型範を100年企業に
することを目標に掲げ、日々精進していきます。

木型・金型と機械加工による量産部品との融合で売り上げアップを目指す

鋳造用木型(フレーム)

二本松工場 真空ポンプ用　コテイヨク

鋳造用金型（シリンダーブロック用
ウォータージャケット金型）　

非接触光学式三次元測定機

５軸制御マシニングセンタ
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

日新運輸工業株式会社 https://www.nissin21.co.jp

山口県下関市長府港町14-1
TEL　083-245-1183
資本金　6,300万円
従業員数　650名
■事業内容

○貨物運送事業
○加工営業事業
○通運・通関業
○製造請負事業

夢を表現する力、さらにその先へ

株式会社ワンズ・ワン

所沢市所沢新町2553-10
TEL　04-2942-7608
資本金　1,000万円
従業員数　1名
■事業内容
　ＩＴ活用コンサルティング

経営、事業のお悩み、困り事 一緒に考え、一緒に走ります！
https://wans-one.co.jp

■社内の業務効率化にＩＴ活用は欠か
せません。ＩＴツールの活用でバック
ヤード業務を省力化できれば、本業に
集中し収益力を高めることができま
す。ユーザーに合わせた優しいＩＴ導
入を実現します。埼玉・東京を中心に
中小企業へのＩＴ活用支援のほか、代
表は各種支援機関の派遣専門家や、中
小機構の運営する創業支援センター
BusiNestにて創業・ＩＴのアドバイ
ザーとしても従事しています。

■昭和13年に神戸製鋼所が下関市に工
場を設立すると同時に、原料等の運搬
事業を主体として創立しました。現在
では中国とタイに現地法人を設立し、
国内・国外における陸・海・空の一貫
物流の他、金属精密切断・旋盤加工・
ＢＴＡ加工、粉体塗装、設備据付・更
新・保守ならびに海外における委託加
工等を手掛けています。経験やノウハ
ウを生かして「皆様のお役に立ち、世
の中に貢献できる企業」の実現に向け
て邁

まいしん
進し続けます。

株式会社佐竹製作所 http://www.satake-s.co.jp

【CMW事業部】
草加市柳島町257-1
TEL　048-928-8751
資本金　5,000万円
従業員数　210名
■事業内容

機械設備関連部品の製造・
販売（バルブ・ポンプな
ど設備産業・半導体装置
関連）

これからの未来を創造するグローバルカンパニー
■金属部品加工で培った独自の技術と
提案力を核とした次世代ソリューショ
ンカンパニーです。オーダーメードの
金属部品、ＦＡ部品、機械装置部品、
もちろん既製品もスピーディーに納品
が可能です。中国をはじめ、世界各国
に展開している拠点と連携し、グロー
バルなサポート体制を構築しています。
常に成長・進化していくことで、お客
様の高いニーズに応えていくことを大
切にしています。世の中で一番ではな
く、「お客様の中で一番」を目指して、
成長・進化を続けています。

お客様から受けたさまざまなオーダーを管理するた
め、最新の検査機器やデータベース化など新しい技
術を積極的に導入。より良い品質を常に保っています。

アクセス埼玉 2021 年 11 月号特集を
古澤登志美代表が執筆

2021.11 1アクセス埼玉

特 集
小さな会社のデジタル活用小さな会社のデジタル活用

～生産性向上のための「はじめの一歩」～～生産性向上のための「はじめの一歩」～

　最近「ＤＸ」という言葉をよく耳にしませんか？
　ＤＸとは｢デジタルトランスフォーメーション｣
の略で、デジタル化を推進することで事業自体を
変革し、新たな価値を生み出すことを指していま
す。「事業の変革と新たな価値」となりますと、か
なり難しそうだ、うちには関係がないのではない
かと思われてしまう経営者も多いようですが、そ
んなことはありません。
　小さな事業者だからこそできる、変革も新たな
価値の創造もあります。経営環境の変化が激しい
今、規模がどうであれ変革は必要です。

株式会社ワンズ・ワン株式会社ワンズ・ワン
代表取締役　古澤 登志美代表取締役　古澤 登志美

（中小企業診断士・ＩＴコーディネータ）（中小企業診断士・ＩＴコーディネータ）

　例えば、2020年初めからのコロナ禍により、人
と人とが接することが難しい、直接対面すること
をできるだけ避けよう、という社会的環境の変化
が起きました。ほんの数カ月前までは考えられな
かったような事態に、デジタル技術を活用し素早
く対応ができた企業と、そうでなかった企業では、
そこで働く人のモチベーションや、業績に明確に
差がついているように見受けられます。
　2021年版中小企業白書によると、中小企業のデ
ジタル化に関する調査結果のまとめとして、新型
コロナウイルス感染症流行前はデジタル化につい
て事業方針上の優先順位を「高い」「やや高い」と

出所：2021年度中小企業白書「デジタル化に対する優先度の変化（感染症流行前後）」を一部抜粋

アクセス埼玉 2022.6　公社会員紹介



11

わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社サングリット https://sun-grit.co.jp

川口市上青木1-1-5
TEL　048-255-7180
資本金　1,000万円
従業員数　120名
■事業内容

認可保育園、認可外保育
施設の運営（全10園）

たいよう保育園を運営しています
■1997年に保育事業部をスタートし、
現在川口市内で認可保育園、認可外保
育施設の全10園を運営しています。社
名はSUN（太陽）、GRIT（やり抜く力、
粘る力、困難にあってもくじけない闘
志、気概・気骨）から取っています。“よ
く食べる、よく寝る、よく遊ぶ、よく
学ぶ、生き抜く力である人間力を高め
よう”という保育理念のもと、子ども
たちの笑顔のために奮闘しています。

株式会社アステック https://www.astec7.com

東松山市元宿2-36-20 
TEL　0493-34-4311
資本金　1,000万円
従業員数　26名
■事業内容
　 医療機器輸入、製造販売
　医療用練習具製造販売

確かな技術と豊富な経験により医療を支えます
■平成11年に、介護用品販売会社とし
て創業しました。現在は医療機関と密
接に連携し、現在のニーズにマッチし
た安心安全で高品質な医療機器を開発、
提供しています。柔軟で細やかな対応
を心掛け、医療従事者様との連携によ
り、多くの医療機器、医療練習具の開
発を行っています。特に医療練習具は、
治療技術の向上を目指して活躍される
医師や医療スタッフの皆様へ、お求め
やすい価格でご提供することで、日本
の医療の発展に貢献しています。

株式会社あすなろホーム http://www.i-ll-group.co.jp/ash

さいたま市浦和区常盤5-2-18
TEL　048-832-6118
資本金　1億円
従業員数　230名
■事業内容

グループホーム・デイサ
ービス・訪問看護ステー
ション・居宅支援事業所・
ケータリングサービスな
どの運営

埼玉（さいたま）を中心に地域密着を目指した介護サービス
■高齢者の自立と尊厳を守り、一人一
人の感性を大切に考える”あすなろホ
ーム”では、家族的な雰囲気の中、ぬ
くもりのある介護サービスを実現しま
す。地域社会と触れ合いながら過ごす、
安らぎと潤いに満ちた時間や、心から
安心できる介護ライフを全てのご利用
者とご家族に提供しています。全施設
に看護師と介護のスペシャリストを配
置し、病院・老人保健施設（老健）・
歯科と提携しています。介護のことな
ら何でもご相談ください。

アクセス埼玉 2022.6　公社会員紹介
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溶出試験機とその周辺機器 創薬研究および物性評価に関する機器 試験機や装置の独自のデータを
作成する応用技術研究所

アクセス埼玉 2022.6　企業紹介

所 在 地　越谷市弥生町1-4 越谷弥生ビル２階
代 表 者　代表取締役社長　田辺 熱 氏
事業内容　・溶出試験器とその関連機器の
　　　　　　バリデーション・キャリブレーション
　　　　　・海外からの分岐機器の輸入販売等
資 本 金　4,000万円　　従業員数　23名
Ｔ Ｅ Ｌ　050-3536-1817
https://www.validation.co.jp

 日本バリデーション・テクノロジーズ株式会社
企業紹介 

◆製薬会社のパートナー企業
　2002年に製薬会社向けの技術サポート会社とし
て創業しました。医薬品の開発から品質試験に使
用される溶出試験器とその関連分析機器を海外メ
ーカーから輸入し、国内の製薬会社へ販売してい
ます。販売だけでなく、計測機器の校正を行うキ
ャリブレーション方法を確立し、付加価値の高い
サービスを提供しています。また、海外の標準物
質メーカー等と総代理店契約を締結し、医薬品の
開発から品質管理まで、より幅広い業務でソリュ
ーションを提供しています。単なる販売代理店で
はなく、高品質なサポートを提供する製薬会社の
パートナー企業です。
◆自社の研究施設で独自のデータを提供
　製薬業界の中でも技術的な分野を絞っており、
特に物性評価（溶解度、ヒト体内での吸収性、安
定性などの評価）に強みを持っています。薬には
飲み薬や注射薬、塗り薬、点眼などさまざまなも
のがあります。その中でも飲み薬は吸収されるま
でにさまざまな要因があるため、効果の予想が難
しいです。そのため、研究施設を開設し、自社の
ノウハウと所有する分析装置で独自の価値あるデ
ータを提供しています。海外のメーカーもデータ

を作成していますが、国内の製薬会社が欲しいデ
ータすべてがあるわけではありません。そのよう
なデータをすぐに提供できるのは、独自の研究施
設を持つ同社にしかできないサービスです。
　2020年には塩野義製薬株式会社と開発した溶
出試験器アクセサリ IVIVC Enhancerを発売しまし
た。2021年は大阪府に応用技術研究所を開設し、
開発医薬品の分析受託サービスも始めました。
◆海外マーケットへの進出
　越谷市から優良事業所賞の受賞、一般財団法人
日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）
からホワイト企業に認定されるなど、働きやすい
職場づくりに力を入れています。
　コロナ禍でWeb商談などのオンライン営業を推
進することで、生産性を上げることができました。
常に先を見据えた経営は、将来の海外進出に向け
た思いがあります。
　「現在は国内の製薬会社からの受注がメインで
すが、今後は海外の製薬会社からも受注してマー
ケットを広げていきたいと考えています。近年は
技術進歩が早く、商品サイクルも早いため、５年
以内には海外進出の体制をつくっていきたいと考
えています」と、田辺専務は語ります。



13アクセス埼玉 2022.6　営業管理の極意

「実績が伸びる＆担当が育つ」営業管理の極意

株式会社スタジオ 02　代表取締役　大関暁夫

第３回　「営業成果の法則」を理解させ、営業知識を増やす増やすや業知識を増第３回　「営業成果の法則」を理解させ、営業知識を増やす

営業成果＝営業知識量×営業活動量
　営業管理をしっかり遂行するためには、営業の基
本となる考え方をしっかり理解し、それを担当者と
も共有することが重要です。その基本を一言で言う
なら、営業の「仕組み」と「仕掛け」です。今回は、
営業管理者が理解し担当者と共有すべき営業の「仕
組み」について説明します。
　ここで言う営業の「仕組み」とは、営業活動で成
果が上がる仕組みのことです。営業活動で成果を上
げるためには一定以上の「営業知識量」と「営業活
動量」が必要であり、そのどちらが不足しても成果
が上がらないことから、営業成果は「営業知識量」
と「営業活動量」の掛け算で成り立っていると考え
られます。これを算式化した「営業成果＝営業知識
量×営業活動量」を営業成果の法則と呼びます。
他社商材は自社との比較対照が重要
　営業知識についてですが、何を知識として身に付
けるのかを担当者任せにしてはいけません。管理者
は担当者が何を学び身に付けるべきであるのか、自
社の営業知識をしっかりと定義し明示する必要があ
ります。営業知識は大きく分けて、商材知識、情報
知識、経験知識の三つに分類されます。この各知識
について、何をどのレベルまで身に付けるべきなの
かについて以下を参考に具体的に示してください。
　商材知識は、自社商材と他社商材両方について知
識とすべき商材を明示します。自社商材は自社の主
力の製品やサービスについて、最低でもパンフレッ
トレベルの情報はそれを見ることなく流ちょうに説
明できるレベルを求めます。自社の商材なのにパン
フレットを見ながら説明をしているようでは、お客
様からの信頼は到底得られないからです。必要に応
じて、製品の基本技術構成や特許内容、あるいはサ
ービスの法的根拠などを加え、資格試験の取得を義
務付けることも自社商材の知識範囲となります。
　他社商材については暗記する必要はありませんが、
自社の主力商材との競合商材についてしっかり理解
し、自社商材との比較においてメリット・デメリッ

トを説明できるレベルが必要です。お客様は常に同
業他社商材を研究し、自社との比較検討をしている
との前提に立って、その違いを踏まえたセールスに
なっていないと意味がないからです。
経験知識は主に他人経験を会議で共有
　情報知識は、相手先情報と一般情報に区分けされ
ます。相手先情報は、セールス相手の業種、主力商
材、販売対象と業界状況です。相手のことを知らず
に営業活動をするのは無謀であり、「御社の状況を踏
まえてお話をしています」という暗黙のアピールが
あれば、セールストークに説得力が増します。担当
者には、最低限ホームページで事業内容や沿革など
を相手先情報として得るように指示します。
　相手先の業界状況と一般情報は、主に日々の新聞
から得ます。日経新聞レベルの企業・経済情報を得
て話ができれば、営業担当としての信頼感が増しま
す。営業部門で日経新聞を回覧する、管理者が代読
して担当者に情報還元するという工夫が有効です。
　経験知識は、自己経験と他人経験から構成されま
す。共に成功事例も失敗事例も、その原因を中心に
部門内で共有するようにします。特に他人経験につ
いては、主に成功事例で「なぜ成約や引き合いにつ
ながったのか」「なぜ相手先業界に自社商材がヒット
したのか」等を共有させ、担当者が他人経験を自己
経験のごとく活用できるようにすることがポイント
です。そのためには、月１回程度「営業情報会議」
として他人経験を共有する場を設けることが必要で
す。次回は、営業活動量の管理について説明します。

営業成果の法則  営業成果＝営業知識量×営業活動量
営業知識と取得レベル
①商材知識
　自社商材：主な商材について、資料を見ずに説明できる
　他社商材：自社と比較し、メリット・デメリットが説明できる
②情報知識
　相手先情報：ホームページで基本をチェック。新聞で業況把握
　一 般 情 報：経済･企業情報を日経新聞レベルで把握
③経験知識
　自己経験：成功失敗事例を部門内で共有する
　他人経験：他人経験を会議で共有し、自己経験的に活用する

「営業成果の法則」と営業知識
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　「モノづくりは目に見えるところが多いので、改
善しやすいでしょうね」と他の業界にいらっしゃる
方から言われました。モノができていく過程が目で
見えるのでそう思われたのでしょう。しかし、実は
見えないところも多く、改善がなかなか進まないの
です。
　例えば私が重要な改善のテーマとしている「流れ」
が見えるように思われるかもしれませんが、実は見
えていません。目の前で行われる仕事の中で材料に
付加価値が付く流れは見えますが、その後の工程に
どうつながっているかは見えていないかもしれませ
ん。工場内の流れはすべて見えるようにしてほしい
と思います。
　そのための具体的な改善例を挙げると、工程名の
表示をする場合、次工程の表示も書いてあれば、次
工程が何なのかという流れが見えますね。在庫が置
かれている場所に先入れ先出しの仕組みと適正在庫
量の表示があれば、流れているかどうかが見えるで
しょう。あるいは各工程をコンパクトにして統合す
ることで、一カ所に集めて流れが見えるようにでき
ませんか。
　そして、見えにくいモノのもう一つは「考え」で
す。例えばトヨタ生産システムは世界に誇る日本発
の改善・経営手法といえますが、世界中に広まった
背景にはトヨタ生産システムの一つ一つの部分に具
体的な呼び名の存在があります。いろいろな手段を
示すモノとして「カンバン」や「アンドン」という
名称があり、思想においては「ジャストインタイム」
や「ニンベンの付いた自働化」「七つのムダ」という
その一言で内容を理解できる言葉が付いています。
もしカンバンという名称がなく「前もって現物に貼
っておいて、使われたときに外されて生産指示にな
るカード」などと説明をしていたら分かりにくくて、
ここまで広まらなかったかもしれません。
　そこで私は指導先でいろいろな素晴らしい改善や
技術革新が起きると必ず「この仕事のやり方に名前
を付けましょう！」と提案し、ネーミングを決めて

います。その方が皆さんの理解が早くなり、その後
の展開がスムーズになるからです。
　トラックの艤

ぎ そ う
装をしているＩ社では、製造部門中

心で改善活動をしていましたが、全部門が参加する
全社改善活動に改めました。これまではお客様の細
かい要望に都度対応していましたが、今後はお客様
に標準品を提供する決定をしました。そこで、設計
と営業と製造の各部門が協力して、すべての顧客に
ベストとなる標準品を設計する取り組みを始めまし
た。この標準品を開発して設計工数を減らす活動は

「設計レス活動」と命名されました。
　トラックボディ（シャシ）が来ないと仕事に着手
できない構造であったのを前もって標準品をつくっ
ておいて、仕事量の山谷を平準化する方法に挑戦し
ました。これは「シャシレス活動」という名前にな
りました。
　そして、特定技能が必要な溶接を極力ボルト化す
ることで誰でもができる標準品とするチャレンジを

「スキルレス活動」と命名しました。
　この三つを総称して「３レス活動」です。この活
動は全部門の協力でコツコツと続けられ、予想を大
きく上回る成果を出しています。この分かりやすい
活動名が全部門共通の合言葉になったことが活動成
果に大きく貢献しました。
　皆様の工場でもユニークな考えや行動がたくさん
あると思います。もし見つけたら素敵な名前を付け
てみてください。活動パワーが上がると思います。

もうかるメーカー改善の急所

株式会社柿内幸夫技術士事務所　所長　柿内幸夫

第３第 急所急所３回　３回３第３ 29292929 2222 を広 ココツツツツツツツ広広めるコ広めるココ広めを広広広活動動を広を広広広活活動第３回　急所 29 活動を広めるコツ

今月の言葉　活動にオリジナルの名前を付けよ。
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　ジェトロ埼玉では、１日当たり平均３件超の海外
との貿易・投資に係る相談が寄せられています。今
回は2021年度の実績をもとに、県内企業による海外
ビジネスの関心状況について解説します。

○中国の相談が最多
　2021年度の貿易投資相談件数は延べ809件でした

（表１）。相談対象地域では、アジア・大洋州が全体
の55.4％で最も多く、次いで欧州・ロシア・ＣＩＳ

（独立国家共同体）（17.7％）、北米・中南米（14.0％）、
中東・アフリカ（4.8％）という順でした。
　単一の対象国・地域単位でみると、上位５カ国は
中国、米国、ベトナム、タイ、インドでした（表２）。
○輸出・投資ともにアジアに高い関心
　相談目的別では、「日本からの輸出」が全体の約６
割を占め多く、次いで「日本への輸入」（17.6％）、

「日本からの投資」（7.8％）という順でした。対象
地域・目的別の傾向をみると、輸出相談ではアジア
が237件で半分近くを占め、海外投資相談でもアジア
が43件で全体の３分の２を占めました（表１）。
　単一の対象国・地域単位では、輸出相談は中国（74
件）、米国（56件）、タイ（23件）という順で、海外
投資相談は中国（11件）、ベトナム（９件）、米国（８
件）という順でした。
○逆風下の海外ビジネス展開事例
　新型コロナウイルスの感染拡大に加え、原油価格
の高騰、国際情勢の不安定化など、海外ビジネスを
取り巻く環境は厳しさを増していますが、こうした
逆風の中でも海外ビジネスに果敢に挑み、成功に結
びつけている企業があります。

（表１）対象地域・目的別の貿易投資相談の傾向　　（単位：件数）
日本への

輸入
日本から
の輸出

日本への
投資

日本から
の投資 その他 合計

アジア・
大洋州 80 237 4 43 84 448

（55.4％）
欧州・

ロシア・
CIS

32 87 0 11 13 143
（17.7％）

北米・
中南米 10 82 0 8 13 113

（14.0％）
中東・

アフリカ 8 23 0 1 7 39
（4.8％）

その他 12 48 0 0 6 66
（8.2％）

合計 142
（17.6％）

477
（59.0％）

4
（0.5％）

63
（7.8％）

123
（15.2％）

809
（100％）

（表２）貿易投資相談の対象地域・国別ランキング　（単位：件数）
１ 中国 132
２ 米国 81
３ ベトナム 45
４ タイ 39
５ インド 26

　金型部品メーカーＡ社は、ジェトロ・ジャカルタ
事務所の企業リストアップサービスを活用し、現地
自動車部品メーカーより大型受注を獲得。医療機器
メーカーＢ社はジェトロのハンズオン支援の下、ア
ジア・アフリカ向けの輸出を大きく伸ばしています。
また、乾燥のりを主力とする食品メーカーＣ社はジ
ェトロ埼玉主催のオンライン商談会を契機に、アラ
ブ首長国連邦（ＵＡＥ）の現地レストラン等にチャ
ネルを持つ日系バイヤーとの間で成約に至り、以降
も継続的な輸出を行っています。

海外ビジネスについてのご相談はお気軽に
ジェトロ埼玉まで！　ＴＥＬ　048－650－2522

2021年度の貿易投資相談実績2021年度の貿易投資相談実績
～輸出・投資ともにアジアに高い関心～～輸出・投資ともにアジアに高い関心～

ジェトロ埼玉便り



( )

RAC Human
http://rachuman.com    Email:info@rachuman.com
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ＡＡＡＡ 　令和４年度税制改正である国税の所得税
法等一部改正法等と地方税法等一部改正法

は、ともに３月22日に開かれた参議院本会議で可決、
成立しました。
　この令和４年度税制改正の趣旨は、成長と分配の
好循環の実現に向けて、多様なステークホルダーに
配慮した経営と積極的な賃上げを促す観点から賃上
げに係る税制措置を抜本的に強化するとともに、ス
タートアップと既存企業の協働によるオープンイノ
ベーションをさらに促進するための措置を講じます。
１．積極的な賃上げ等促すための措置

（１）大企業等
① 積極的な賃上げを促す観点から、継続雇用者の給

与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、
雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大
30%を税額控除できる制度とします（２年間の時
限措置）。その際、一定規模以上の大企業に対し
ては、マルチステークホルダーに配慮した経営へ
の取り組みを宣言していることを要件とします。

② 賃上げや人材投資（教育訓練費）に積極的な企業
に対しては、税額控除率を上乗せします。

（２）中小企業
　中小企業全体として雇用を守りつつ、積極的な賃
上げや人材投資を促す観点から、控除率の上乗せ要
件を見直すとともに、控除率を最大40%に大胆に引き
上げた上で適用期限を１年延長（令和６年３月31日）
します。

（３）マルチステークホルダー経営宣言

　マルチステークホルダー経営宣言とは、従業員や
取引先をはじめとするステークホルダーに対し、各
企業がどのような配慮を行うか、自ら宣言すること
をいいます。具体的には、
① 従業員への還元（「給与等の支給額引き上げの方

針」）
② 取引先への配慮（「取引先との適切な関係の構築

の方針」）
をはじめ、各企業が自社のさまざまなステークホル
ダーに対し、どのような配慮を行うかを自社のホー
ムページで公表し、その内容などを経済産業大臣に
届け出ることとなります。
　成長と分配の好循環を実現する要となるのが分配
戦略であり、その重要な柱の一つは、「企業による
賃上げ」です。
　政府としては、民間企業の賃上げを支援するため、
①賃上げ税制の抜本的強化、②人への投資を積極化
させるための施策パッケージの創設、③下請けＧメ
ン倍増による下請け取引の適正化、④中小企業が原
材料費や労務費の上昇分を適切に転嫁できるための
環境整備などに取り組んでいくこととしています。
２．オープンイノベーション促進税制の拡充
　ベンチャー企業と既存企業の協働によるオープン
イノベーションを促進する観点から、対象となる一
定のベンチャー企業の設立経過年数要件や特別勘定
の取り崩しが不要となる株式保有期間等の見直しを
行った上で、適用期限を２年間延長（令和６年３月
31日）します。

令和 4 年度税制改正の概要　～その１～令和 4 年度税制改正の概要　～その１～
　令和４年度税制改正について法人税等の改正事項を教えてください。　令和４年度税制改正について法人税等の改正事項を教えてください。

Q

税金　知識税金　知識
これだけは知りたい！これだけは知りたい！

のの Q&AQ&A 税理士・行政書士　税理士・行政書士　
元元 文京学院大学講師　野口邦雄文京学院大学講師　野口邦雄
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受注希望企業の紹介受注情報

公社では、仕事の受発注を希望される企業へ、取引のあっせんを行っております。
ここに掲載されている企業に対する「発注案件」をお持ちの方は、下記取引支援グループまでお問合せください。
また、新規取引先や協力工場をお探しの場合は、ぜひご連絡ください。

コード
所在地

資本金
(万円)
従業員数

事業内容、主要加工品
受注希望内容 など

主要設備
主要サービス、ＰＲ など

SE6839
小鹿野町

1,000
50

一般機械器具製造業
電子部品受託製造・カスタム治具・治工具・省
力化機械・カスタム回路の設計・製造

NC旋盤、NCフライス盤、マシニングセンタ、ドリリングセンタ、
ワイヤー加工機、精密フライス盤、環境試験機、３ＤＣＡＤ、UV炉、ク
リーンルーム、恒温槽、高湿恒温槽、電線被覆剥離機 他

SI6840
狭山市

1,000
42

精密機械器具製造業
板金加工業
エスカレータ外装工事・パネル施工　等

5軸NCルータ、コンデンサースポット溶接機、シャーリング3M対応、
パネルソー、セットプレス30ｔ用・15t用、ブレーキプレス100t 3M対応・
250t 4M対応、タレットパンチプレス4巾対応30t、ベンダー 150t

SS6841
川越市

600
1

電気機械器具製造業
電子部品・半導体・機器の販売 電子機器開発製
造販売　等

電子部品、半導体部品に特化した商品を企画し開発、製造、販売を一
貫して行います。また自社独自のネットワークを活用し電子部品調達サ
ービスも提供しています。

SZ6842
久喜市

5,000
100

金属製品製造業
調質焼入焼戻し（油･水溶液･水）、無酸化焼入焼
戻し（油）、焼なまし、焼ならし、ガス浸炭焼入
焼戻し、高周波焼入焼戻し等

高周波 硬化層深さ1 ～ 8ミリ、浸炭炉 最大約500㎏ /チャージ、連続
焼準炉 最大能力2000㎏ /Hr、連続調質炉 最大能力1000㎏ /Hr、連続
無酸化焼入れ 最大能力300㎏ /Hr

SZ6844
滑川町

900
40

紙製品・パルプ製造業
ダンボール箱製造および販売、各種包装
資材販売（緩衝材、養生シート、テープ、スト
レッチフィルム 等）

引っ越し用ダンボール箱、各種ダンボール箱・包装用資材
３色フレキソフォルダグルア 2700㎜巾、ステッチャー、パンチ、ロータ
リーカッター、ワンタッチグルア 1800㎜巾、平盤打抜き機 1200㎜巾、
1400㎜巾

SP6845
滑川町

4,000
99

プラスチック製品製造業
自動車用プラスチック製品の開発・製造（製品・
金型設計、金型製作、射出成形、組立検査、梱
包出荷）

射出成型機 55t ～ 850ｔ、金型加工機（CNC倣いフライス　CNCマシ
ニングセンタ　他）

SZ6847
さいたま市

500
30

軽作業全般、各種製造業企業からのアウトソー
スで、製品、ノベルティなどの出荷前最終工程
を請負

A型就労支援事業所を運営し、約200名の利用者と直接契約して軽作業
などの請負業務を行う。アクリルパーツ、缶バッジなどの印刷からアク
セサリー製造を行うが、その最終工程のアッセンブリーを当事業所にて
進行。アッセンブリーなどの手作業のみも可能。

SK6848
さいたま市

1,500
30

輸送用機械器具製造業
抜き加工（トムソン加工・金型加工）による各
種エンジン用パッキング・ガスケット

トグルパワープレス 60ｔ・80ｔ、ライン製造機（油圧プレス） 25ｔ・120ｔ、
リベッター、ローラーカッター、乾燥器　3立方メートル、簡易ホイスト（エ
アー式）、丸鋸機　他

SI6849
川越市

1,000
2

金属製品製造業
グリストラップ清掃機器（高圧洗浄）・銀イオ
ン製品・アルカリ性洗剤の製造・販売、精密板
金加工、機械・金属加工

アルゴン溶接機、スポット溶接機、半自動溶接機、電動プレス機10ｔ、
けり込みプレス機、ブランク用自動タッピング機　1200x900、ベアリン
グ仕様バリ取り器　2000x610、油圧式ベンダー　25t・35ｔ・50ｔ　他

SM6850
三郷市

-
2

繊維・繊維製品製造業
着ぐるみ制作、ゆるキャラ制作、仮面製作、
ヒーロー衣装製作、ＦＲＰマスク製作、衣装制
作、舞台小道具制作、オブジェ製作

着ぐるみだけでなく、スポンジ（ウレタン）、ＦＲＰ樹脂、ポリエチレン、
ラテックス（ゴム）を使って立体人形、オブジェ、仮面、ご当地ヒーロ
ーなどの造型物も製作可能。舞台衣装も製作、縫製もしています。他
で製作した着ぐるみの修理もできます。

　申込み・問合せ先　公　社　取引支援グループ　https://www.saitama-j.or.jp/assen
　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０４８－６４７－４０８６　Ｅメール　assen@saitama-j.or.jp



　公社では、優れた技術等を有する埼玉県内中小企
業者等の海外事業展開を支援するため、外国出願等
に伴う費用を一部補助します。
対 象 者  埼玉県内に本社または事業所を有する

中小企業者等
補 助 率 補助対象経費総額の1/2以内
対象出願 下記を合計して最大300万円まで
および補   特許：150万円、実用新案：60万円
助額上限   意匠：60万円、商標：60万円
　　　　　冒認対策商標：30万円
対象経費  外国特許庁への出願手数料、現地代理人

費用、国内代理人費用、翻訳費用
公募締切 6/17(金)【17時必着】
交付決定 ７月下旬（予定）
問合せ先　公社　産学・知財支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６２１－７０５０

　埼玉県では、民間事業者が温室効果ガス排出量の
削減対策や公害防止対策の環境問題に取り組むため
に必要な設備等資金について、金融機関からの資金
調達を低金利かつ長期固定により支援します。
○温室効果ガス排出量削減対策
　 高効率型の空調機、生産設備等の更新、新設・

増設、太陽光パネルなどを設置して発電された
電気を自社内でご利用の場合など。

　貸付利率 0.3％以内（0.01％以内 保証付き）
○公害防止対策
　 騒音、振動、汚水の処理など公害発生を防止す

る設備の整備、アスベスト工事に伴う粉じんの
飛散防止、事業系廃棄物の処理施設の整備など。

　貸付利率 1.26％以内（0.96％以内 保証付き）
問合せ先　埼玉県環境部　温暖化対策課
　　　　　TEL　０４８－８３０－３０２１

令和４年度埼玉県中小企業等外国出願支援事業
＜国補助事業＞補助金
https://www.saitama-j.or.jp/shikin/gaikoku_hojokin_koubo

埼玉県環境みらい資金融資
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0502/miraishikin

公社
情報

県の
情報
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　埼玉県の強い経済構築に向けた取り組みの一つで
ある事業承継支援に基づき、官民一体となり、地元
のお客様の事業承継の困り事解決を目指すべく、事
業承継セミナーを開催します。
日　時 6/22(水)14:00～15:40 ZoomによるWeb配信
講演１ ○Ｍ＆Ａを活用した事業承継のススメ
　　　 ○Ｍ＆Ａの相談事例
 　　　　埼玉県事業承継・引継ぎ支援センター
　　　 　　石川 峰生 氏
講演２ ○親族内承継の成功と失敗事例
　　　 ○親族外承継の成功と失敗事例
　　　 　辻・本郷 Ｍ＆Ａソリューション（株）
　　　 　　土橋 道章 氏
定　員 100名　　費　用 無料
共　催 埼玉りそな銀行、りそな銀行、埼玉県事業
　　　 承継・引継ぎ支援センター　ほか
後　援 埼玉県、埼玉県産業振興公社　ほか
問合せ先　埼玉りそな銀行
　　　　　法人部事業承継ソリューション室
　　　　　TEL　０４８－６１１－６７６７

　新しい技術やアイデアにより社会課題の解決を図
ろうとする創業希望者に対し、集中型の支援を行い、
ビジネスプランの実現を応援します。支援対象者に
は創業に係る経費について、最大100万円（補助率1/2）
を補助します。募集締切は６月20日(月)12時です。
応募資格 下記いずれかの方
　・ 社会課題を解決する事業で埼玉県内での創業

を目指す方
　・ 社会課題を解決する事業（第二創業含む）で

新たに埼玉県内での会社設立を目指す方
募集内容 下記いずれかのビジネスプランを募集
　①新型コロナウイルス感染症の拡大防止
　② 社会全体のＤＸの推進とウィズコロナ下での

経済回復・成長
　③安心・安全の追求
　④誰もが輝く社会
　⑤持続可能な成長
問合せ先　公社　創業支援グループ
　　　　　（創業・ベンチャー支援センター埼玉）
　　　　　TEL　０４８－７１１－２２２２

公社
情報

【Web配信】事業承継セミナー
～事例から学ぶＭ＆Ａ～
https://www.saitamaresona.co.jp

社会課題の解決につながる創業支援プログラム
エントリー募集中
https://www.saitama-j.or.jp/seminarevent/shakaikadai_entry_r4

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　・　　・　　

堀之内 幸成（ほりのうち ゆきなり）さん (53)
　行田市出身。独立したいという夢のもと、2016年11月
に(株)イーグル開発を創業。2020年１月にユメックスグ
ループに加入、商号をユメックスソリューションズ(株)
に。お客様が本当に必要とするものは何かを常に考えて、
現場を訪問し、ニーズを探り当てるために日々奮闘中。

ユメックスソリューションズ株式会社
https://ymx-agri.com
　熊谷市代531　ユメックス(株) ３階
　創　　業　2016年11月　ＴＥＬ　048-525-1561
　資 本 金　1,500万円　　従業員数　4名
　事業内容　 農業・食品分野に特化した生産設備・副資

材の開発・販売

　電子機器の開発、製造に関する分野に長年携わって
きました。以前より、特に携帯電話・照明機器などを
中心とした企画開発、海外工場での立ち上げの経験を
電子機器以外の分野に応用できないかと考え、勤務先
を退社後、起業を目指し創業・ベンチャー支援センタ
ー埼玉に相談しました。

創業のきっかけは？

　農業・食品分野に携わる生産者様に対して、電子機
器応用製品を提案しています。葉物野菜・キノコ・果
菜類を人工的に生育させる設備の企画・開発、販売を
中心に、具体的には栽培に適したＬＥＤ照明、多段式
生育装置などを開発しています。お客様が栽培する生
産物の品種、栽培環境はさまざまですので、現場に入
り、現場の課題やニーズについてヒアリングを進めな
がら、現場の求める製品を提案しています。企画、開
発した製品の製造・品質保証に関しては、業務提携先
でありグループ企業のユメックス（株）との連携により
対応しています。

事業内容は？

　創業して間もなく６年がたちます。今後も地球環境
の変動に対応した農業分野の課題を技術で解決してい
きたいと考えております。また、植物工場向けの制御
システムを普及させることと、閉鎖型イチゴ栽培シス
テムの完成度をさらに高め、国内・海外に広げていく
計画です。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

www.nitto-tech.co.jp
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堀之内 幸成 さん  ユメックスソリューションズ株式会社

栽培品種や工場環境に合わせて、照明、送風、
電気配線、環境整備をトータルで提案

自動制御の育苗多段装置 環境・潅
かんすい

水・ＬＥＤ光・風等を自動制御するスマートシステム
の開発により、日本初の閉鎖型イチゴ栽培工場を実現
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日本酒づくりのコンセプト
特異な仕込み水を生かした酒づくり
　良質な水が採取できることで有名な小川町で、1851
年から酒蔵を営む。地下 130 ｍから汲み上げている仕
込み水は、秩父山系からの伏流水。硬度 148 ｍｇ /ℓと
特異な硬水であるが、鉄分よりもカルシウムをはじめと
するミネラル分が豊富で、飲むと柔らかく、奥行きのあ
る味わい。この仕込み水を基軸とし、酒づくりに使うに
は難しい食用米も取り入れながら、目指す酒質等に合わ
せタイプの違う三つの蔵を使い分ける。コンピュータで
管理された「新蔵」、明治に建造され少量小仕込みに適
した「明治蔵」、全工程手づくりの伝統を守る「大吟醸
の間」。それぞれの特長を生かし、バリエーション豊か
な酒づくりに取り組んでいる。

日本酒の高みを目指して挑戦し続ける
　代表銘柄の「帝

みかど

松
まつ

」の品種は 150 を超える。日本酒
としてさらなる高みを目指して、最新の低温発酵タンク
とコンピュータを使って温度管理を徹底することで発酵
をコントロール。低温帯でゆっくり発酵させ、目指す酒
質をつくり出している。世界で初めて日本酒にワイン用
酵母「プリムール」を使った「帝松 褻と霽れ（ケトハレ）」
を商品化。よりカジュアルで今まで日本酒を飲んだこと
のない人でも飲みやすく仕上げている。発売から 50 年
以上、進化を続ける「帝松 社長の酒」や全工程手づくり
で全国新酒鑑評会８年連続金賞の記録を持つ「超特選大
吟醸 帝松」。世界初から伝統技術の極みの日本酒まで、
時代に合った新しい酒づくりで進化を続けている。

松岡醸造株式会社
https://www.mikadomatsu.com

比企郡小川町下古寺7-2	 Tel	0493-72-1234　
代表者　代表取締役社長　松岡	良治	氏
創業	1851年　資本金	1,000万円　従業員数	18名
購入方法　伊勢丹浦和店、丸広百貨店、県内各酒屋など
※蔵内に直売店、酒蔵レストラン「松風庵」を併設。
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://mikadomatsu.shop-pro.jp

● 読者プレゼント！　
　超特選大吟醸	帝松　720ml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、超特選大吟醸	帝松希望」を記載の上、so-dan@saitama-j.or.jp宛て
メールにて6月24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
　一般社団法人埼玉県物産観光協会は、日々新しく生まれ
る魅力的な県産品や生産者の思いを『SAITAMA	BRAND』
として発信し、多くの皆様に知っていただきたくため、「埼
玉県新商品 AWARD」を立ち上げました。埼玉県の生産者
が技術と伝統、土地の恵みを生かして開発した素晴らしい
商品をご覧ください。
https://chocotabi-saitama.jp/award

　「若い人に日本酒の文化に触れてもらうためにも『温故知新』を大事してい
る。古き良きお酒づくりの技術と日本酒を飲む伝統文化を大切にしながら、
時代に合った新しい酒づくりに挑戦し続ける」と話す松岡専務。
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〒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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