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複合的な要因で過剰債務に陥る企業が増加　　　　　　　　　　　　
　コロナ禍を経て、過剰債務に陥る中小企業が急
増しています。2023 年に懸念されるのは、主に
以下の点です。
■ゼロゼロ融資の返済と利払い開始
　コロナ禍の資金繰り支援策として総額42兆円が
貸し出された実質無利子・無担保融資（通称：ゼ
ロゼロ融資）の据え置き期間は１～３年が多く、
2023年７月頃が返済開始のピークといわれていま
す。
　現在、ゼロゼロ融資を「返済できる会社」と「返
済できない会社」の二極化が進んでおり、後者の
倒産が増加傾向にあります。
　2023年に本格化する元金返済を予定通りに行え
ない会社は、借り換えやリスケ（返済猶予）を銀
行に交渉し、事業再生に取り組むことになります。
　また、ゼロゼロ融資が実質無利子になるのは当
初３年間です。2023年５月頃から、順次、利息の
支払いが発生してくる点に注意が必要です。

■収益環境の悪化
　新型コロナウイルス感染症による人流抑制の影
響を受けなかった業種でも、物価高、原材料の高
騰や供給不足、円安、賃金上昇等で業績が悪化し、
債務の過剰感が強まっています。
　サービス業、建設業、運送業などでは、求人難
の傾向が顕著で、「人手不足倒産」が現実のものに
なりつつあります。
　さらに昨年12月、日本銀行が大規模金融緩和策
の修正に動くというサプライズがありました。
　１％前後の超低金利が続いていた中小企業の借
入金利についても「利上げ」が行われる日が近づ
いています。
　そこで、本稿では、こういった複合的な要因で
過剰債務に陥りつつある中小企業が特にどういう
点に注意すべきか、筆者の経験をもとに解説しま
す。
　なお、本稿に登場する事例は、時期、数値など
について修正・加工を施しています。

特 集

倒産事例から学ぶ倒産事例から学ぶ
過剰債務に陥りつつある中小企業の対応策過剰債務に陥りつつある中小企業の対応策
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強気の売り上げ予想は倒産リスクを高める
　過剰債務は、常に倒産と隣り合わせの状況

らの逆算で立てたものであり、かなりの部分が「絵
に描いた餅」でした。
　案の定、Ｘ社は、計画１年目の売り上げが「計
画230百万円に対して190百万円」という大幅な未
達となり、赤字を計上します。
　黒字の予定が赤字になれば、当然、資金繰りも
狂います。Ｘ社は、銀行返済をリスケしても資金
繰りが回らない状況に追い込まれ、計画２年目で
自己破産しました。

■そもそもの問題認識が間違っていた
　図表２は、Ｘ社の売上高を５年前にさかのぼり、
グラフにしたものです。
　５年前と比べてＸ社の売り上げは減少傾向にあ
ります。このトレンドを考慮すると安易に増収を
計画することはできません。
　なぜなら、売り上げが連続して下がっている会
社は、経営戦略が陳腐化しているケースがほとん
どだからです。
　ここでいう経営戦略とは、「誰のどんなニーズに
どう応えるか」という基本方針のことです。コン
セプト、ビジネスモデル、事業ドメインなどと呼
ばれるものとほぼ同義です。

●�メインバンクのＡ銀行に紹介されたコンサルタ
ントの指導を受け、約１年かけて経営改善計画
書を作成した

●�経営改善計画書を提出し、すべての金融機関の
返済をリスケ（返済元金を０円に変更）してい
る

●�現在、計画１年目であるが、売り上げ計画を達
成できず、資金繰りが回らない

●�資金繰りのことをコンサルタントに相談したが、
“ あとは自力で頑張るしかない ” と言われた

　図表１は、Ｘ社の経営改善計画書の数値です。
　まず売上高に注目してください。計画１年目に
210百万円から230百万円に増収し、さらに計画３
年目まで増収が続く計画になっています。
　このように売り上げが右肩上がりになる計画に
は、往々にして、銀行の基準が影響しています。
　この経営改善計画書では、計画５年目の債務償
還年数が 9.4 年になっています。
　債務償還年数は、借入金を何年で返せるかを表
す指標です。一般に銀行の基準では、債務償還年
数が 10 年未満の会社は正常先とされます。
　つまり、Ｘ社の売り上げ計画は、「計画５年目の
債務償還年数を10年未満にする」というゴールか

です。判断を誤らないためには、ワーストケー
スを知る必要があります。
　以下では、リスケ中に倒産した中小工務店
Ｘ社のケースを紹介します。
　
■リスケしても資金繰りが回らない！
　「セカンドオピニオンとして意見を聞きた
い」と連絡を受け、Ｘ社の社長とお会いしたの
は平成 30 年の春頃でした。
　社長によると、Ｘ社は次のような状況にあ
りました。

計画
0年目

計画
1年目

計画
2年目

計画
3年目

計画
4年目

計画
5年目

売上高 210 230 235 245 245 245
営業利益 8 9 10 14 14 14
経常利益 4 6 7 12 12 12
当期利益 4 5 7 12 12 12

現預金残高 10 16 18 20 23 25

借入残高 160 160 154 143 133 122

債務償還年数 32.0 26.7 19.2 11.0 10.2 9.4

借
入
内
訳

A銀行 94 94 90 84 78 72
B銀行 32 32 31 29 27 24
C信金 24 24 23 21 20 18
D公庫 10 10 10 9 8 8
合計 160 160 154 143 133 122

＊計画0年目は経営改善計画書を作成した決算期（進行期）のこと

銀行を
意識した
売り上げ
計画

売り上げ190百万円で
大幅な未達

自己破産を
申し立て

（百万円）

図表１ Ｘ社の経営改善計画書
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■売り上げ計画の考え方
　企業が窮地に陥った原因のことを「窮境原因」
と呼びます。Ｘ社の事例が示す通り、窮境原因を
正確に把握しないと間違った売り上げ計画を立て
ることになります。
　では、Ｘ社のような会社の売り上げ計画は、ど
ういう数字にすべきでしょうか？
　売り上げがダウントレンドで、戦略の修正が必
要な状況は、「売り上げ回復に時間がかかる」「さ
らに売り上げが下がる恐れがある」と考える必要
があります。　
　そこで例えば、図表４のように計画前半の売り
上げをできるだけ低い数値（200百万円）にします。

　顧客の目線でＸ社を眺めると、地域密着という
点を除いてこれといった売りがなく、魅力が不足
していました。
　Ｘ社が売り上げを回復するには、自社の強みを
再定義し、「住宅を商品化する」「得意な工事領域
に特化する」「地域性を生かした新サービスを付加
する」「ＦＣに加盟する」など、思い切った戦略変
更が必要でした。
　ところが、Ｘ社の経営改善計画書には、経営戦
略レベルの内容はどこにも書かれておらず、代わ
りに、次のような内容が売り上げ対策として記載
されていました。

●営業担当者を教育します
●営業日報を書くことを徹底します
●顧客への提案内容を工夫します
●接客やアフターサービスの質を高めます
●ＤＭ発送やポスティングを行います
●ホームページやＳＮＳの更新頻度をあげます

　上記は、一見、売り上げ対策のように見えます
が、「従来の経営戦略においてやるべきことのうち、
できていないこと（＝戦術）」を列挙しているにす
ぎません。
　売り上げ対策は、戦略と戦術の二層構造で展開
されます。戦略は方針であり、戦術は方針を実現
するための手段です。両者の位置付けは、戦略が
上で、戦術が下になります（図表３）。

　ここで大事なのは、戦
略がうまくいっていない
状態で戦術のみを改善し
ても、売り上げは回復し
ないという点です。
　Ｘ社の売り上げ計画が
早々に破綻したのは、そ
もそもの問題認識が間違
っていたからなのです。

　経営改善計画書の売り上げ計画は一定の数字を
ヨコに並べる「横置き」が基本です。しかし、経
費の削減余地が限られる中小企業では、「横置きの
売り上げでは財務内容を正常化できない」という
ことがほとんどです。
　そこで計画前半の売り上げを低くする代わりに、
計画後半の売り上げを高くします。

計画
0年目

計画
1年目

計画
2年目

計画
3年目

計画
4年目

計画
5年目

売上高 210 230 235 245 245 245

計画
0年目

計画
1年目

計画
2年目

計画
3年目

計画
4年目

計画
5年目

売上高 210 200 200 210 210 210

図表２ Ｘ社の売り上げ推移 図表３ 戦略と戦術

図表４ Ｘ社の売り上げ計画

計画

実績

減少傾向

（百万円）
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　赤字で現金を減らしたのであれば仕方ありませ
んが、Ｘ社の場合は、借入残高が180百万円→170
百万円→160百万円と、リスケ前に20百万円の返
済を行っています。
　つまり、Ｘ社は、銀行返済によって現金を減ら
していたのです。
　図表６をご覧ください。もし、Ｘ社が前期から
リスケしていれば、計画０年目の現預金残高は、
リスケで返済を節約した20百万円が加算され、30
百万円になっていたはずです。

返済予定に基づく状況判断が生死を分ける
　Ｘ社の経営改善計画書には、もう一つ大きな問
題が隠れています。
　図表５は、計画０年目の前に実績２年分（前期、
前々期）の数値を加えた表です。
　赤の破線で囲った現預金残高に、注目してくだ
さい。32百万円→15百万円→10百万円と推移して
いますが、これは要するに「前期と計画０年目の
２年間で現金を22百万円減らした」ということで
す。
　リスケを行うと原則として、新規融資を受けら
れなくなります。リスケ中の倒産を回避するには、
十分な現金を持った状態でリスケに入ることが重
要なのですが、それができていなかったわけです。

　もちろん、根拠のない数字を並べるわけにはい
かないので、計画後半の増収につながる抜本的対
策（商品やサービスの見直し等）を検討します。
　なお、「計画０年目」は経営改善計画書を作成し
た決算期（進行期）の計画のことです。
　進行期の売り上げ予想を大きく外すと、銀行の
信用を失いますので、月次ベースの予想値を積み
上げるなどして、慎重に予想する必要があります。

■経営改善計画書のゴールと計画期間
　経営改善計画書は「計画終了時に債務者区分が
正常先になる計画」になっていないといけません。
具体的には、計画終了時に、債務超過を解消し、
債務償還年数が10年未満になる計画が必要です。
　計画期間は５年が基本ですが、５年に縛られす
ぎると、無理のある計画を立てることになりかね
ません。　　
　中小企業の経営改善計画書には「５年超～10年
以内の計画であっても、おおむね計画通りに進捗
すれば、妥当な計画（合実計画）とみなす」とい
うルールがあります。
　メイン銀行に相談し、自社の現状に即した期間
で計画を立てるようにしましょう。

　後日、社長から聞いた話では、売り上げに貢献
していた営業担当者１名の給料を払えなくなった
ことが自己破産を決断したきっかけであったとの
こと。
　よって、早めのリスケで30百万円を手元に残し、
営業担当者の給料に充てていたら、Ｘ社はもう１
～２年会社再建の道を探れたかもしれません。

図表５ 返済で現金を減らしていた

実績
前々期

実績
前期

計画
0年目

計画
1年目

計画
2年目

売上高 245 192 210 230 235
営業利益 6 ▲ 3 8 9 10
経常利益 0 ▲ 7 4 6 7
当期利益 ▲ 4 ▲ 8 4 5 7

現預金残高 32 15 10 16 18

借入残高 180 170 160 160 154

期の途中から
リスケ開始

（百万円）

借り入れを20百万円
返済した

現金を22百万円
減らした

実績
前々期

実績
前期

計画
0年目

現預金残高 32 15 10
借入残高 180 170 160

実績
前々期

実績
前期

計画
0年目

現預金残高 32 25 30
借入残高 180 180 180

図表６ 早い段階でリスケしていれば
（百万円）

現金が
20百万円
増加

リスケリスケ
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　ではなぜコンサルタントは前期からリスケする
方向で調整しなかったのでしょうか？
　銀行別の借入残高をみると、前期にメインのＡ
銀行の借り入れが96百万円から98百万円に増加し
ており、同行が新規融資に応じていたことがうか
がえます（図表７）。

経営改善に取り組む際の留意点
　経営改善の取り組みではどういうマネジメント
が必要か、特に重要と思われる点を解説します。
（１）社員に「資金繰りに困った」は伝わらない
　「資金繰りが厳しい」「もっと頑張らないと会社
がつぶれる」などと、資金繰りの話で社員の危機
感をあおろうとするのは逆効果です。
　社員は「資金繰りは会社の責任」と考えている
からです。
　「銀行に言われたから××する」という説明も
社員の心に響きませんので、控えるべきです。
　経営改善に取り組む会社に必要なのは「会社の
ため＝社員のため」という考え方です。
　例えば、「給料やボーナスをたくさん払える会社
を目指す。そのために××を実施するので協力し
てほしい」というように、社員の幸せにつながる
ビジョンを打ち出すことが重要です。
（２）売り上げの問題を社員に丸投げしない
　中小企業でも、売り上げ計画の作成を営業部長
等に任せ、社長が計画の中身を十分理解していな
いケースを時々見かけます。
　大企業を退職して中小企業の２代目社長に就任
したある社長は「売り上げアップのアイデアを出
すのは皆さんで、私はそれを評価する立場です」
と発言し、社員から総スカンを食らいました。
　中小企業で「あなたに任せる」は通用しません。
　社長自身が積極的に現場に出向いて、社員と問
題意識を共有し、売り上げアップに真剣な姿を見
せる。
　これに勝る良薬はありません。
（３）１対１のミーティングで退職を防ぐ
　逆境下では、優秀な人材の退職を防ぐことが重
要課題になります。
　私は企業診断の際に必ず従業員インタビューを
行いますが、ヒトが辞める会社は、総じて社員が
抱える不平不満や悩み事に対して鈍感です。
　退職する社員は本音を語らず去っていくため、
社長は問題の正体に気付きません（例えば、親の

　コンサルタントはＡ銀行が融資に応じる姿勢を
見せたので「リスケは不要」と考えたのかもしれ
ません。
　しかし、実際には図表７の通り、非メイン行で
あるＢ銀行以下への返済が進み、前期はトータル
10百万円を返済（180→170）しています。
　そしてさらに（これが一番あり得ない点ですが）、
計画０年目においても返済を続け、リスケ申請の
直前までに10百万円返済（170→160）しています。
　経営改善計画書が無い状態でも、銀行に事情を
説明して暫定的なリスケを認めてもらうことは可
能です。
　Ｘ社のベストシナリオは、前期にＡ銀行から融
資を受けて、Ｂ銀行以下（非メイン行）の返済を
リスケすることでした。
　非メイン行のリスケによって、Ａ銀行の融資が
受けられなくなるなら、全行リスケ（図表６）を
交渉し、資金流出を食い止めるべきでした。
　このように、リスケでは返済予定に基づく状況
判断が非常に重要になります。

図表７ 銀行別の借入残高

（百万円）

金融機関に10百万円
返済したことを意味する

10返済 10返済

実績
前々期

実績
前期

計画
0年目

現預金残高 32 15 10
借入残高 180 170 160

借
入
内
訳

A銀行 96 増加 98 減少 94
B銀行 38 減少 34 減少 32
C信金 30 減少 26 減少 24
D公庫 16 減少 12 減少 10
合計 180 170 160
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介護を理由に退職する社員が、理不尽な上司の態
度に悩んでいたなど）。
　退職を防止するために、最も地に足の着いた手
段は、社長と社員で１対１のミーティングを行う
ことです。
　普段から、社員の顔色を観察し、何かあると思
ったらすぐに１対１に持ち込むようにすれば、そ
れだけで強力な退職防止策になります。
（４）組織図を見直す
　経営改善では、しばしば「組織図の見直し」が
必要になります。組織図を変えることによって、
社内のさまざまな問題が解決し、業績が回復する
ケースは少なくありません。
　組織図の見直しで、ぜひとも検討したいのが、
優秀な若手人材の抜てきです。
　問題を根本から考えるタイプの人材を経営チー
ムに巻き込み、自由に意見を言わせることで、改
革のムードが高まります。
（５）攻めの投資を継続する
　経費の削減を検討する際、売り上げにつながる
経費は削ってはいけません。新規の人材採用や設
備投資もできるだけ行うようにします。
　投資活動に消極的な会社は、売り上げがジリ貧
になり、リスケから抜け出せなくなるからです。
　返済の増額を求めてくる銀行には、業績回復に
必要な投資額を明確にし、その分は返済に回さず、
「投資に使わせてほしい」と交渉します。
　なお、銀行は役員報酬の減額を求めてくること
が多いですが、これは金額の大小ではなく「経営
者の姿勢」を問われていると考えるべきです。役
員報酬の減額は、あらかじめ経営改善計画書に記
載しておくことをお勧めします。
（６）粗利額と粗利率を予算化する
　経営改善を成し遂げた会社の多くは、値上げや
変動費の削減に取り組み、利益率アップに成功し
ています。そういう会社は、売上高、粗利額、粗
利率を予算化し、毎月の会議等で振り返りを行っ
ています。

過剰債務のチェック方法と重要財務指標
　次に、過剰債務のチェック方法を解説します。
■銀行の評価が分かるMcSS経営診断システム
　金融機関の評価を把握するのに、最も適してい
るのは中小企業経営診断システム（略称McSS）を
利用することです。
　このサービスでは、Web上のフォームに決算書
の数字を入力することによって、倒産リスクと金
融機関の評価を把握できます（McSSの経営診断報
告書を入手するのに、初回はライセンス料を含め
て約７千円かかります）。
　McSSで判明するＣＲＤランク（図表８）は、金
融機関の信用格付けとおおむね整合的とされてい
ます。

　Ａ～Ｅのランクのうち、過剰債務とみなされる
のはＤ、Ｅランクです。
　Ｄランクの会社は多額の借り入れを抱え、銀行
の追加融資が下りにくくなっています。Ｅランク
は実質債務超過に陥っており、既に銀行返済をリ
スケしている会社が少なくありません。
　Ｃランクの会社も業績が悪化すると、すぐにＤ
ランクに転落するので、Ｂランク以上を目標に財
務内容を改善していく必要があります。
■ ＣＲＤランクへの影響が大きい重要財務指標
　McSSのような統計学を用いたスコアリングはロ
ジックが分かりにくいという弱点がありますが、
ＣＲＤランクとの相関が強い財務指標は、比較的、
はっきりしています。
　次の六つの指標を改善すると、ＣＲＤランクが
上がり、金融機関の評価が高まります。

図表８ ＣＲＤランクの意味

CRD ランク 偏差値 財務内容
A 58 〜 優良
B 51 〜 57 良好
C 43 〜 50 普通
D 37 〜 42 注意
E 〜 36 要改善

過剰債務
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（１）売上高支払利息・割引料率
売上高支払利息・割引料率（％）
＝（支払利息・割引料÷売上高）×100
　この指標が１％を超える会社は要注意です。
1.5％を超える場合は、深刻な過剰債務に陥ってい
る可能性があります。
（２）借入金依存度
借入金依存度（％）＝（借入金÷総資産）×100
　通常は40～60％程度で、70％を超える場合は過
剰債務に陥っている可能性大です。
（３）借入金月商倍率
借入金月商倍率（倍）＝借入金÷平均月商
　製造業は６倍、その他の業種は４倍を超えると
要注意です。
（４）自己資本比率
自己資本比率（％）＝（純資産÷総資本）×100
　最低でも10％以上を確保し、30％以上に高めて
いく必要があります。

（５）総資産現預金比率
総資産現預金比率（％）
＝（現預金÷総資産）×100
　10％が最低ラインです。平均は15％程度で、20％
を超えるとおおむね良好といえます。
（６）総資産経常利益率（ＲＯＡ）
総資産経常利益率（％）
＝（経常利益÷総資産）×100
　収益力を表すと同時に返済力を表す指標です。
業種によって差がありますが、最低２％は必要で、
５％程度が目標値になります。

◇
　Ｘ社の事例が示す通り、会社は資金が足らなく
なることによって倒産します。過剰債務に陥りつ
つある状況では、借入金を返すことよりも、現金
を多く持つことを考えるべきです。
　現金の動きを常時チェックし、早めに手を打つ
ようにしてください。

　銀行員との交渉が上手くいかないのは、どんなときが多いかご存じですか？　それは、決算書の中
に銀行員は「問題だ」と思っているのに、社長は「問題だ」と思っていないことが隠れているときです。
　そこで本研修では、会社の経営安定を図る上で、経営者や経営に携わる担当者が知っておきたい「銀
行員の決算書の読み方」について、本特集ご執筆の安田先生が事例を交えて分かりやすく解説します。
決算内容を金融機関に説明する際のコツ、返済計画の立て方など実践的な内容です。

日時 2/21( 火 ) 9:30 〜 16:30　
会場 ソニックシティビル 10 階　埼玉県産業振興公社　研修室
　　 ※新型コロナウイルスの感染拡大の状況によっては、オンライン研修となる場合があります。
内容 ○資金調達をめぐる最新事情 ○会計の基本・決算書の全体像
　　 ○銀行員は「貸借対照表」「損益計算書」をどう読んでいるか
　　 ○スコアリングによる財務格付けの動向 ○金融機関が重視する財務比率と改善方法
　　 ○キャッシュフローはどう読まれるか ○コロナ融資の返済プランの立て方
　　 ○融資とリスケジュールの比較・注意点 ○銀行員が納得する「節税」「特別損失」の考え方
　　 ○法人税申告書のチェックポイント ○試算表を銀行に説明する際のコツ
　　 ○短期借入金と長期借入金の借り方・返し方
定員 24 名　　受講料 会員 8,800 円　一般 12,900 円
問合せ先　公社　研修・情報グループ　ＴＥＬ　０４８－６４７－４０８７
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　精密順送プレス部品メーカーとして飛躍する同
社の山元副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。　　
山元　プレス工場で金型設計技術を習得した父が
昭和39年に「山元工業」で創業し、現在も社長で
す。金型の設計、製作、金属プレス加工を行って
います。設立は昭和48年（1973年）ですので、今
年で50年です。当時は大きい物のプレス加工が主
でしたが、何でも物が小さくなっていくことを視
野に小型で精密な物に特化していきました。それ
が今の山元の精密プレス加工につながっています。
自動車の車載部品をはじめ、産業用機器、インフ
ラ機器、モバイル機器、事務機器、家電など、電
子デバイスに使われる部品に強みがあります。板
厚は20ミクロンから２ミリくらいまで、アルミホ
イルが16ミクロンですからそのくらいの極薄まで、
大きさはごみのように小さい物から大きくてもに
ぎり拳までの比較的小さな物が得意です。
　関東近郊のお客様、少量多品種の物は越谷の本
社工場で、量産品は静岡県の川根工場で加工して
います。海外工場では、中国広東省に中国工場が

あり、金型設計から量産まで日本と同水準の品質
管理が可能です。タイ工場では、部品加工から組
み立てＡＳＳＹも対応しています。

■貴社のプレスの強みなどを教えてください。
山元　当社では、油を付けないでプレス加工でき
る技術を持っています。通常、プレス機に金型を
取り付けて、スタンピング（型押し）して、製品
が出来上がりますが、金型や材料に油を付けない
と熱が出て金型が破損してしまいます。製品に油
が付くので、その後の洗浄工程で油を脱脂します
が、その際に製品が絡み合って傷が付くことがあ
ります。油を使わないことによって、プレス後に
すぐに製品として使うことができるので、製品が
傷付くことなく、お客様に納品できます。表面の
精度や傷に繊細な製品については、油を使わない
「オイルレスプレス」が当社の強みです。この手
法はなかなかできるものではありません。他のプ
レス加工業者さんでは難しいので、お客様から重
宝がられています。
　また、「せん断面プレス」も強みで、通常、プ
レスでスタンピングすると製品にダレ（Ｒ形状）

 山元株式会社　取締役副社長　山
や ま も と

元 希
ま れ き

企 氏

所 在 地　 越谷市川柳町4-266　
代 表 者　代表取締役　山元 文夫 氏
事業内容　 金属プレス加工
資 本 金　1,200万円　　従業員数　100名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-986-8111
https://www.yamagen-kk.co.jp

山元株式会社

社員にさらに権限移譲していきたいと語る山元副社長

インタビュー
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やバリが出ますが、当社ではダレやバリを出さな
いで、切断面が真っ平らできれいにできます。プ
レスではなく、切削加工をしたようなきれいさで
す。板厚の厚い製品もせん断面が100％に近い加工
が可能です。中小企業では当社がこのせん断面プ
レスの先駆けです。
　同業他社さんでは、銅の材質しかできない企業、
鉄が中心の企業、ステンレスが中心の企業などが
多いのですが、当社はどんな材質でも加工できま
すので、お客様にとても喜ばれています。
　大きい物の加工にもチャレンジしようと、静岡
の川根工場を１年前に拡張し、大型プレス機を導
入して、車載用部品や半導体部品の製造を開始し
ました。

■今後の展開・抱負は。
山元　社内での実質的な社長業務は私が10年ほど
前からやっていますが、高齢の社長（87歳）との
世代交代が対外的にできておりません。
　いずれ僕が代表取締役社長になったときのキャ
ッチコピーは、「小さな部品と共に世界を動かす」
で、これを社員に落とし込みたいと考えておりま

す。
　当社の経営理念は、「楽しさがわかる仕事をしよ
う」「人の心が思える仕事をしよう」「自分が満足
できる仕事をしよう」「夢が語れる仕事をしよう」
「未来が見える仕事をしよう」「世の人に喜ばれる
仕事をしよう」ですが、これをまとめると、みん
な自ら考え、やって、ワイガヤで楽しく仕事をし
て、自分たちが楽しければお客様に対しても同じ
ようにやってもらえるかなと思います。社員が働
きやすくなればいいかなと思います。
　この10年間で、社員全員がみんなで考えてやる
仕組みを築き上げてきましたので、それをしっか
りと画一化していきたい。お客様とのやり取りも
以前はすべて営業が窓口でしたが、現在は品質管
理は品質管理同士でやり、出荷管理は出荷管理同
士でやる体質・体制が出来上がっています。直接
お客様とやり取りすることで、仕事に対する責任
感を持つようになりました。役員が考えるよりも
社員がどんどん意見を挙げて動ける体制です。そ
ういう経営手法もあるかなと。社員が自分たちで
やりたいことを何でもできる企業にしていきたい
なというのが、僕の考え・抱負でもあります。

小さな部品と共に世界を動かす

川根工場（静岡県榛原郡川根本町） 板バネ t0.05 〜 t0.5 のステンレス ドームバネ ( ペコ板 ) t0.04 〜 t0.1
のステンレス

量産検討から量産まででなく、設計構想から原理試作、量産試作まで全フェーズに対応 ターミナル t0.64〜t1.5 の銅、真
しんちゅう

鍮 80t プレス機

アクセス埼玉 2023.2　インタビュー
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社先端力学シミュレーション研究所 https://www.astom.co.jp

東京都文京区小石川5-5-5
プライム茗荷谷ビル5階
TEL　03-5981-8116
資本金　9,984万円
従業員数　65名
■事業内容
　��○�総合エンジニアリング

事業
　○�自社開発パッケージソ

フトウエアの販売、シ
ステム開発、受託解析、
技術調査事業　等

ソフトウエアの提供にとどまらないＣＡＥ専門技術により課題解決へと導きます

宇賀神電機株式会社

東京都港区芝3-43-16
ＫＤＸ三田ビル
TEL　03-3455-1611
資本金　9,700万円
従業員数　121名
■事業内容
　��高低圧配電盤・制御盤・
監視盤・分電盤の設計・
製造および販売

配電盤のカスタムメーカー
http://www.ugajin.co.jp

■配電盤メーカーのパイオニアであり
ながら、カスタムメーカーとして、受
変電設備、動力設備、電灯分電盤、サ
メショッカーなどの設計、製造、販売
を行っています。経営方針は「三つの
『S』」、CS＝顧客満足、DS＝会社満足、
ES＝従業員満足、これらの「S」をバ
ランスよく向上させることを目指して
います。2027年に創業100周年を迎え
ますが、さらにその先の100年を見据
えて前進していきます。

■理研ベンチャー制度の認定を得て
1999年に設立。以来、国立研究開発法
人理化学研究所をはじめとする計算科
学の研究成果の実用化や自社製ＣＡＥ
ソフトウエア商品の開発・販売、同ソ
フトウエアを用いた受託解析、先端計
算科学用ソフトウエアの受託開発の業
務を展開しています。特に自社開発の
プレス成形シミュレーションソフトウ
エア「ASU/P-form」は、平成16年度
産学官連携功労者表彰で文部科学大臣
賞を受賞しました。

有限会社カタノ精工 https://www.katanoseikou.com

朝霞市膝折町4-12-62
TEL　048-466-2670
資本金　700万円
従業員数　12名
■事業内容

○�クロム、スズ、黒ニッ
ケル、無電解ニッケル
等の各種めっき

○�黒染め、防錆、化成被膜、
化学研磨、不動態等の
各種表面処理

○高速部分めっき

めっきと表面処理のことならお任せください
■昭和57年に設立し、昨年11月で40周
年。各種金属めっきや防錆処理、皮膜
処理などを試作・少量品から量産品ま
で、短納期で対応しています。出張型
めっきである「高速部分めっき」は、
ポータブルな装置を使用するため、ど
んな場所でも持ち込むことが可能で、
必要な部分だけにめっきをすることが
できます。お客様のニーズに合わせ、
さまざまなめっきと表面処理に対応す
ることができますので、お気軽にご相
談ください。

アクセス埼玉 2023.2　公社会員紹介
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社キューテック https://www.nanabosi.co.jp/q_tec.html

東京都中野区上高田1-49-15
TEL　03-3386-0888
資本金　3,000万円
従業員数　21名
■事業内容
　��機械加工全般
　（電気部品・精密機械部
　品・無線機関係部品・
　ヒートシンク等の製造）

安全と改善を全員で
■2008年、㈱七星科学研究所の子会社
として発足。川越に工場があり、NC
旋盤・マシニングセンタ・ブローチ
盤・自動機を駆使し、黄銅・アルミ・
ステンレス等の丸棒・鍛造・異形材を
使った、幅広い素材に対応した加工を
行っています。2022年にはダイカスト
二次加工に特化した川越第二工場を増
設しました。製品に合わせた治具製作
で、複雑な形状の加工にも対応してい
ます。二つの工場で協力し、全員でモ
ノづくりに挑戦していきます。

ホダカ株式会社 http://hodaka-bicycles.jp

越谷市流通団地1-1-9
TEL　048-985-2000
資本金　1億円
従業員数　94名
■事業内容
　�○�自転車の開発・輸入・

販売
　○�自転車関連用品の開発・

輸入・販売

「サイクリング文化」を推進し、多くの人々へ豊かな感動を広める
■1972年に設立した自転車の企画・開
発から輸入・販売までを手掛ける自転
車メーカーです。現在マルキン、コー
ダーブルームなど多数の自社ブランド
を展開しています。2022年には世界初
の100％リサイクルアルミとアルミホ
ットスタンプ技術を使用した自転車フ
レームの開発を実現しました。新地金
由来のアルミ材と比べ、製造時の二酸
化炭素排出量を最大97％削減します。
2023年に量産化し、一般向け販売を目
指しています。

アクセス埼玉 2023.2　公社会員紹介

株式会社東ハト https://www.tohato.jp

【関東工場】
入間郡三芳町上富1332
TEL　049-258-3131
資本金　21億6,800万円
従業員数　873名
■事業内容
　菓子製造販売

キャラメルコーンをはじめ、最高の品質でユニークな価値ある製品を提供しています
■1952年に東京製菓㈱として創業以来、
多くのお客さまに愛され70周年を迎え
ました。「独自の発想」と「優れた技
術力」で、2021年に発売50周年を迎え
た「キャラメルコーン」をはじめ、「オ
ールレーズン」「ポテコ」などのロン
グセラー商品を生み出し、これまで大
切に育ててきました。これからも「お
客さまに良い驚きと笑顔をもたらす存
在になるよう、最高の品質でユニーク
な価値ある製品づくり」にチャレンジ
していきます。

ＮＣ旋盤

ブローチ盤

マシニングセンタ

三次元測定機
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カットや貼り合わせされた材料を２台のプレ
ス機で打ち抜き加工し製品化

自動打ち抜きプレス機でビク型を使用し、フィ
ルムの抜き加工を行う

材料の貼り合わせや加工後の製品の仕上げ作
業を行う

所 在 地　川口市芝4478-4
代 表 者　代表取締役社長　市来�裕文�氏
事業内容　�工業用途の樹脂フィルム、シールド、クッション、

ゴム成形品、布・紙製品などの加工・販売
資 本 金　1,000万円　　従業員数　13名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-261-0140
http://www.showa-gomu.co.jp

昭和ゴム株式会社
企業紹介 

◆信頼されて半世紀
　さいたま市（旧浦和市）で1970年に創業し、カ
ーステレオ用のパッキン、カセット用スラストワ
ッシャ、スピーカー用クロスなど車載スピーカー
用部品の加工・販売をはじめました。その後、川
口市に移転し、ＣＤチェンジャー、カーナビ用品
など、時代の変化に応じた技術開発を行ってきま
した。創業50周年を経て、製造業のさらなるグロ
ーバル化とハイテク化が進む中、お客様のあらゆ
るニーズにスピーディーに応え、商品開発をサポ
ートしています。
◆困ったら昭和ゴム
　創業当初から量産に対応してきましたが、現在
は開発サポートとして試作と小ロット生産にも対
応しています。ライン装着の純正部品を取り扱い、
Tier1カーメーカーの厳しい指導・管理に対応で
きる技術とノウハウを培ってきました。独自の生
産管理システムにより、車載用サウンドシステム
の抜き加工品においては６年間160万台の不具合
ゼロをキープしています。
　品質管理だけでなく、お客様から相談があれば
すぐに話を伺い、打ち合わせから納品までスピー
ディーに応えられるフットワークの軽さも強みで

す。得意先のカーメーカーと創業以来継続した取
引実績があるのも、求められる事項に高品質で、
ワンストップに応えられるからです。当たり前の
ことを堅実に行っていく誠実さとフットワークの
軽さから、 “困ったら昭和ゴム”と言ってもらえ
るほどの信頼を築いています。
◆お客様のキーテクノロジーに貢献
　ＣＳＲにも積極的に取り組んでいます。
　「2004年にＩＳＯ９００１を取得後、2005年に
ＩＳＯ１４００１を取得しました。2020年にフラ
ンスEcoVadis社のサステナビリティ調査でブロン
ズランクの評価を獲得し、その後も改善活動を続
け、2022年には同調査で上位５％に当たるゴール
ドランクの評価を獲得しました。このように環境
への配慮や持続可能性分野についても意欲的に取
り組んでいます。今後はSociety 5.0を考えた事業
を展開できるよう体制を整えています。現状に満
足せず、新しい素材・材料の調達を考え、次世代
向けの製品を提案していくことが、これから必要
になると考えています。お客様と密に接し課題を
共有することで、次世代モビリティにおけるキー
テクノロジーのアウトソーシング先として貢献し
ていきたいと思います」と、伊藤専務は語ります。
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戦略的顧客管理マトリクス（例）
売り上げ 大

Ａ
売り上げ 中

Ｂ
売り上げ 小

Ｃ
取引拡大
可能性大
ａ

Ａａ Ｂａ Ｃａ

取引拡大
可能性中
b

Ａ b Ｂ b Ｃ b

取引拡大
可能性小
ｃ

Ａｃ Ｂｃ Ｃｃ

アクセス埼玉 2023.2　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 11回　ＡＢＣ分類を使って戦略的顧客管理を実行する行するす管理を実行第 11回　ＡＢＣ分類を使って戦略的顧客管理を実行する

ＡＢＣ顧客管理で営業の効率化を図る
　既存取引先に対する営業活動において、担当者に
効率的な活動を心掛けさせることは、とても重要な
ことです。そのためには、より多く自社に対する貢
献度が見込める先に、より多くの営業活動時間を充
てることが大切です。そこで必要になるのは、顧客
管理という考え方です。顧客管理の基本手法として、
ＡＢＣ顧客管理を紹介します。
　ＡＢＣ顧客管理は、元

も と も と

々は在庫管理で使われてい
るＡＢＣ分類を営業管理に転用したものです。在庫
管理では、出荷の頻度順にＡ、Ｂ、Ｃに区分けして、
出荷頻度の高いものは欠品とならないよう常に入念
な管理をしつつ、Ｂ、Ｃと頻度が低くなるにつれ簡
便な管理で管理コストを下げる、という考え方です。
　顧客管理では、Ａ、Ｂ、Ｃの顧客分類を自社の年
間売り上げを基準として、パレートの法則という考
え方に当てはめて実施します。パレートの法則では、
「年間売り上げの80％は、上位20％の顧客で占めら
れている」「年間売り上げの95％は、上位50％顧客で
占められている」という論理が導かれます。全売り
上げの80％を構成する顧客をリストアップし、これ
をＡ管理先とします。次に、全売り上げの95％まで
を構成する顧客からＡ管理先を除いた先をＢ管理先
とします。その他の取引先をＣ管理先に分類します。
　この管理によって、例えば既存先訪問のアポイン
トを取る場合にも、まずＡ管理先のアポイントを入
れ、Ｂ管理先のアポイントを取り、さらに近辺のＣ
管理先に立ち寄るというような行動計画を指導する
ことが基本となります。
売り上げと将来性の２軸分析で優先順位を決める
　Ａ、Ｂ、Ｃに顧客分類そのものは、過去１年間の
取引結果をもって顧客管理をするだけであり、効率
的な管理は可能になりますが、戦略的な管理とは言
い難いです。そこでさらなる攻めのステップとして、
現状の取引と今後の見通しを二つの基準軸に用いた
戦略的２軸ＡＢＣ管理を次に紹介します。
　典型的な戦略的顧客管理では、２軸のうちの一本

は上記のＡＢＣ顧客分類を使用し、もう一本の軸は
取引拡大可能性の観点で次のように考えます。
　取引先の業績が上昇基調にあるか市場が拡大する
傾向がある、あるいは競合他社の取引が多額にあり
自社シェアを伸ばす余地がある、などの観点から考
えて、取引拡大可能性が大きい先をａ分類とし、同
可能性が一定程度ある先をｂ分類、同可能性が小さ
い先をｃ分類とします。先のＡＢＣ顧客分類とこの
ａｂｃ顧客分類を２軸に、上図のような３×３のマ
トリクスで分類し、どこの先をより積極的に攻める
のかを検討する戦略的な顧客管理を考えるのです。
戦略に応じて２軸の取り方を工夫
　九つのマトリクスで最重要は、当然現在の取引額
が大きくかつ取引拡大可能性が大きいＡａです。こ
こが最も重要な推進先となります。それに準ずるの
が、売り上げが大きく取引拡大可能性があるＡｂと
売り上げ中レベルでも取引可能性が大きいＢａです。
ここもＡａに次ぐ重点推進先となります。以下、Ａ
ｃ、Ｂｂ、Ｃａが積極推進先となり、ＢｃおよびＣ
ｂは一般推進先、Ｃｃは自然体対応先となります。
　２軸の取り方は必ずしも上記によらず、目的に応
じた工夫が可能です。例えば、過去に取引があった
先の掘り起こしを重点戦略とするなら、ＡＢＣ顧客
分類の基準売り上げを前年ではなく１～５年前の合
計とし、２軸目は最終発注日としてａ１～２年前、
ｂ２～３年前、ｃ３～５年前とします。Ａａ～Ｃｃ
の９マトリクス分類から上記同様に優先順位をつけ
て、担当者に戦略的な営業活動指示を出すことがで
きるでしょう。
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　世の中がどんどん変化していく中で、製造業にも
大きな変化の波が訪れています。少子高齢化による
人手不足、デジタル化の波、サプライチェーンの信
頼性の低下など、たくさんのことが短い間に起きて
います。そして、その変化に対応するために投資を
するかどうかを判断する必要が出てきます。
　このような情勢ですので、新しい設備を導入すれ
ば生産性を上げられると、設備投資に積極的な会社
は多いようです。もちろん設備投資は重要で、今に
も壊れそうな機械で仕事を続けていては、品質にも
安全にも不安があります。あるいは、最新の加工技
術を発揮するためには、新しい設備でなければでき
ないということもあるでしょう。しかし、設備投資
を決める前に、ぜひとも考えていただきたいもう一
つの判断基準があります。
　当たり前のことを言いますが、設備というものは
その性能を完全に使いこなし、かつチューンアップ
できる能力があって、初めてその本当の実力を発揮
できるといえます。単に設備を動かしている程度で
あれば、部分的な生産スピードが上がるだけで投資
効率は低いのではないでしょうか。これからは世の
中の動きに合わせて、自社の設備を自在に使いこな
す変化に対応した技術が必要だからです。
　もし設備を十分に使いこなせていないのであれば、
現在の設備からいかにして最大限の効率を引き出す
かということに目を向けて、それができる社員を育
成するべきではないかと考えます。すなわち、設備
の能力を最大限に引き出すことができる社員の育成
に、投資を優先するということです。
　精密機械加工を行うＡ社でのカイゼン会では、若
い技術者たちが将来に必要な技術を身に付けるため
「生産革新勉強会」を開いていました。この勉強会
では先輩から基本的ことを座学で教わった後に、実
際にそれをつくってみるのですが、この時のテーマ
は「ロボット」。教材は以前、塗装工程で使われ、仕
事がなくなって放置されていたスクラップ同然のロ
ボットが選ばれました。若手技術者たちはホコリま

みれでスクラップ状態であったロボットを丁寧に分
解して、きれいに洗浄するところから始まりました。
ひどい状態で放置されていましたので、ポンプは固
着していて全く動かず、ロボットの位置情報も消え
ていて正常に作動できない状態で、最初彼らはこの
ロボットの復元は全く無理だと思ったそうです。し
かし、丁寧に部品を組み立てていくとロボットは再
び動くようになったのです。その時点で、彼らのカ
イゼン魂に火がついて、このポンコツロボットを「組
み立て用ロボット」として再稼働させるという新た
な目標を立てるに至りました。そして、ついには新
しいプログラミングと治具を製作して、ロボットに
よる組み立ての自動化を達成しました。お金をかけ
て新しいロボットによる組み立て工程を立ち上げる
のは誰にでもできますが、最初から外部に頼るので
なく、できる限りのところまで自社で行うのが正し
いと思うのです。
　これからはこれまでよりも先が見えない時代にな
るでしょう。その時に最初から外部に頼っていたの
ではちょっとした変化でも自社で対応できず、また
変化に合わせて新しいことに取り組むことも全くで
きなくなってしまいます。
　そもそも社員は、会社における最高の資産です。
設備を動かし、設備の能力アップを図れるのも社員
です。社員が新しい商品をつくり、売り上げもつく
り出します。社員への投資は、教育という時間が必
要ですが、ノーリスクハイリターンの最高の投資で
あるのです。

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

第第第 11111 所所回 急所回　急所所回回回回 999898 資の 基準基準準準準準準準のの判断基準の判断基準基準の判ののの投投資の資ののの投投第 11回　急所 98 投資の判断基準

今月の言葉　社員への投資は、設備投資に勝る。
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15アクセス埼玉 2023.2　タイ便り

　昨年行われたサッカーのFIFAワールドカップは、
日本代表チームの活躍により日本国内でも大いに盛
り上がりました。タイでもサッカーは大変人気があ
り、タイ政府はワールドカップを国民の関心事とし
て捉え、オリンピックなどと同様、タイ政府で放映
権を購入し、全試合を無料で視聴できるようにしま
した。
　米国の調査会社によると、サッカーに「（非常に）
関心がある」人が占める割合はタイでは78%で、世界
で２番目の高さという調査もあるほどです。併せて、
バンコク近郊に住む高所得の男性はサッカーやバレ
ーボール等に関心を持っているという調査結果もあ
ります。
　タイは女性の社会進出が進んでいる国として知ら
れていますが、スポーツでも世界レベルで戦ってい
る選手は女性が多いです。特に人気があるのはバレ
ーボールのタイ女子代表チームで、日本代表とも好
試合ができるほどの実力があります。バレーボール
のスター選手は企業広告に採用されるなど、国民の
憧れの的となっています。女子バトミントンや女子
ゴルフでは、世界ナンバーワン選手が出るほどの活
躍ぶりで、オリンピックのメダリストも女性が目立
っています。
　また、近年では健康意識の向上により、スポーツ
ジムに通う人やランニング、サイクリングをする人
も増えており、スポーツ市場全体の成長が見込まれ
ています。
　日系企業では、インドアテニスやサッカースクー
ルがタイに進出しています。スクール生は日本人駐
在員や家族だけでなく、タイ人も増えてきているよ

うです。
　サッカー・Ｊリーグの認知度が高いタイ。タイ人
ファン獲得のためにプロモーションに力を入れてい
る浦和レッズは、タイサッカーリーグの強豪チーム
「ムアントン�ユナイテッド」とパートナーシップを
結び、タイを中心にしたアジア圏でのファン拡大に
向けた活動を行っています。
　今後も拡大が予想されるタイのスポーツ産業に参
入する日系企業が増えることが期待されます。

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

タイのスポーツ事情タイのスポーツ事情

タイ便り

≪サポートデスクのご案内≫
＼タイビジネスについて、お気軽にご相談ください／
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

サッカーのタイ代表の試合で盛り上
がるスタジアム

バンコク都心部のフィット
ネスクラブ
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RAC Human
http://rachuman.com    Email:info@rachuman.com
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アクセス埼玉 2023.2　税金の知識Q&A

ＡＡＡＡ 　適格請求書発行事業者には、以下の義務
が課されます。

１　適格請求書の交付
①取引の相手方（課税事業者）の求めに応じて、適
格請求書（または適格簡易請求書）を交付する
②適格返還請求書の交付
　返品や値引きなど、売り上げに係る対価の返還等
を行う場合に、適格返還請求書を交付する
③修正した適格請求書の交付
　交付した適格請求書（または適格簡易請求書、適
格返還請求書）に誤りがあった場合に、修正した適
格請求書（または適格簡易請求書、適格返還請求書）
を交付する
④写しの保存
　交付した適格請求書（または適格簡易請求書、適
格返還請求書）の写しを保存する
※適格請求書発行事業者が、偽りの記載をした適格
請求書を交付することは、法律によって禁止されて
おり、違反した場合の罰則も設けられています。
２　交付した適格請求書の写し等の保存
①交付した適格請求書の写しについては、交付した
日の属する課税期間の末日の翌日から２月を経過し
た日から７年間保存する必要があります。
②交付した適格請求書の写しとは、交付した書類そ
のもののコピーに限らず、その記載事項が確認でき
る程度の記載がされているもの（レジのジャーナル、
一覧表、明細表等）であっても差し支えありません。
③自己の業務システム等で作成した適格請求書に係
る電磁的記録を出力し、書面で交付した場合に、当
該電磁的記録を適格請求書の写しとして保存するこ

とも可能です。
④適格請求書に係る電磁的記録（電子インボイス）
を提供した場合に提供した電磁的記録のまま保存す
ることも可能です。
※適格簡易請求書、適格返還請求書についても同様。
３　交付方法の特例：媒介者交付特例（委託販売等
における特例）
　業務を委託する事業者（委託者）が媒介または取
り次ぎに係る業務を行う者（媒介者等）を介して行
う課税資産の譲渡等について、委託者および媒介者
等の双方が適格請求書発行事業者である場合には、
一定の要件の下、媒介者等が自己の氏名または名称
および登録番号を記載した適格請求書を委託者に代
わって交付することができます。
４　交付義務の免除
　適格請求書を交付することが困難な以下の取引は、
交付義務が免除されます。
①公共交通機関である船舶、バスまたは鉄道による
旅客の運送（３万円未満のものに限ります。）
②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料等の譲
渡（出荷者から委託を受けた受託者が卸売りの業務
として行うものに限ります。）
③生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林
組合等に委託して行う農林水産物の譲渡（無条件委
託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに
行うものに限ります。）
④自動販売機・自動サービス機により行われる課税
資産の譲渡等（３万円未満のものに限ります。）
⑤郵便切手を対価とする郵便サービス（郵便ポスト
に差し出されたものに限ります。）

インボイス制度　売り手の留意点（適格請求書発行事業者の義務）インボイス制度　売り手の留意点（適格請求書発行事業者の義務）
　令和５年10月１日から始まるインボイス制度について、売り手の留意点として適格請求書発行事業者　令和５年10月１日から始まるインボイス制度について、売り手の留意点として適格請求書発行事業者
（インボイス）の義務などを教えてください。（インボイス）の義務などを教えてください。

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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新入社員向け研修

新入社員教育研修

新入・若手社員向けオプション研修

令和５年度新入社員教育研修
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/reiwa5shin

　新入社員・内定者を対象に、社会人としての心構え、基本的なビジネスマナーや職場でのコミュニケーション、チームワークの
大切さなどについて、グループワークを交えながら実践的に学びます。配属先に応じたカリキュラムとなっており、“生産部門向
け”、“一般部門向け”のどちらかをお選びください。※公社会員様は必ず申込時ログインしてください。

新入・若手社員のスキルアップ研修として、以下のオプション研修を用意しています。開催時間9：30 ～ 16：30（昼休憩60分）

開催時間　9:40～16:30（昼休憩50分）※昼食は各自でお願いします。
受 講 料　上記①～⑥、⑧～⑪：会員17,600円　一般25,800円　　上記⑦：会員15,600円　一般19,800円
　　　　　上記⑫：会員8,800円　一般12,900円
　　　　　◎WEB研修がお得（同じ会社で一括で申込される場合のみの限定）
　　　　　　上記⑦に３名以上参加の場合は、一人当たり1,000円割引いたします。

生産部門向け・一般部門向け共通
　●社会人としての心構え、基礎知識
　●基本的なビジネスマナー（言葉遣い等）
　●ビジネスコミュニケーション
　●効率的な仕事の進め方
　●新入社員のためのセルフマネジメント
　●これからの自己目標
生産部門向け
　●お客様から喜ばれるものづくり
　●５Ｓの基本　●生産の目的　　　
　●ものづくりの基本を理解する　●安全作業　他
一般部門向け
　●電話応対・メールの基本　　
　●訪問時・接客時のマナー
　●名刺の渡し方　●敬語について
　●オンライン時代の報連相　他

生
産
部
門
向
け

会場 日程 定員
①大宮大卒（ソニックシティビル４階市民ホール 401） 4/5 ㈬、6 ㈭ 40
②大宮〔１〕（ソニックシティビル10階公社研修室） 4/4 ㈫、5 ㈬ 45
③大宮〔２〕（ソニックシティビル10階公社研修室） 4/6 ㈭、7 ㈮ 45
④川越（ウエスタ川越２階活動室１、２） 4/4 ㈫、5 ㈬ 50
⑤東松山（東松山市民文化センター 1 階大会議室） 4/5 ㈬、6 ㈭ 40
⑥草加（草加市文化会館３階第一会議室） 4/6 ㈭、7 ㈮ 40
⑦ WEB（オンライン：Zoom を使用） 4/4 ㈫、5 ㈬ 50

一
般
部
門
向
け

⑧大宮（ソニックシティビル 10 階公社研修室） 3/30 ㈭、31 ㈮ 45
⑨大宮（ソニックシティビル４階市民ホール 402） 4/5 ㈬、6 ㈭ 45
⑩川越（ウエスタ川越２階活動室１、２） 4/6 ㈭、7 ㈮ 50
⑪飯能（飯能商工会議所１階大会議室） 4/4 ㈫、5 ㈬ 5
⑫大宮（ＪＡ共済埼玉ビル３階大会議室） 4/4 ㈫ 60

コース（会場） 日程 受講料 定員
ホウレンソウ強化研修（公社研修室） 4/10㈪ 会員    8,800円 一般  12,900円 32
電話応対研修（公社研修室） 4/11㈫ 会員    8,800円  一般  12,900円 32
ビジネス文書研修（公社研修室） 4/12㈬ 会員  10,200円 一般  14,300円 32
新たな人間関係構築研修（公社研修室） 4/17㈪ 会員    8,800円  一般  12,900円 32
工具入門（川口高等技術専門校） 4/11㈫、12㈬ 会員    8,000円 一般  12,000円 15
　　　　（春日部高等技術専門校） 4/17㈪、18㈫ 会員    8,000円 一般  12,000円 20
　　　　（熊谷高等技術専門校） 4/18㈫、19㈬ 会員    8,000円 一般  12,000円 15
　　　　（川越高等技術専門校） 4/19㈬、20㈭ 会員    8,000円 一般  12,000円 10
ＩＣＴ入門研修（公社研修室） 4/19㈬ 会員    9,900円 一般  13,000円 12
Word研修（公社研修室） 4/20㈭ 会員  11,800円 一般  14,900円 12
Excel研修（公社研修室） 4/21㈮ 会員  11,800円 一般  14,900円 12

カリキュラム
～安心して受講いただけるように、感染予防対策を徹底して開催します～

問合せ先 　公社　研修・情報グループ　　ＴＥＬ ０４８－６４７－４０８７

満員御礼

満員御礼



　「論語と算盤」塾は、埼玉県出身の渋沢栄一翁の
「道徳と経済は一致すべきものである」との理念を
実践する企業経営者等から、その経営姿勢を学ぶも
のです。
日時 2/7(火)18:00 〜 19:30
会場 新都心ビジネス交流プラザ　４階会議室
　　 （さいたま市中央区）
講師 石坂産業（株）　 専務取締役　石坂 知子 氏
　　  　1995年の入社後、創業者の石坂好男、現代

表の石坂典子と共に99年の所沢ダイオキシン
騒動に始まる苦難を乗り越え、現代表の事業
承継のサポートも行った。現在は財務・経理、
総務・人事の統括担当。ＩＳＯ管理責任者と
してＩＳＯ７規格の認証を推進。個性を生か
し、社員が自分の子どもを入社させたいと思
える、笑顔と幸せあふれる会社を目指し、日々
変革に取り組んでいる。

定員 70名　　費用 無料
問合せ先　創業・ベンチャー支援センター埼玉
　　　　　TEL　０４８－７１１－２２２２

●定着率を高める承認力向上研修
　若手の離職や育成に悩み、将来の組織運営に不安
がある人事担当・経営者が心理的に効果のある承認
の知識やスキルを学ぶことで、信頼関係が築け、主
体的に働く職場環境につなげます。また、モチベー
ション維持向上にも効果があります。
日　時 2/10(金)9:30 〜 16:30 
受講料 会員8,800円　一般12,900円
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
●【Web配信】ロジカルシンキング研修
　物事を論理的に考えるロジカルシンキングの手法
を習得します。さらに、職場で即実践できるような
演習を交えることで、現場でロジカルシンキングが
どのように役立つかを自覚しながら、物事の本質を
見極め、素早い意思決定につなげます。
日　時 2/17(金)9:30〜16:30 ZoomによるWeb配信
受講料 会員7,800円　一般9,900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
情報

公社
情報

リアル展示会   
　　　２月８日（水）10：00 〜 18：00
　　　２月９日（木）10：00 〜 17：00
会場　さいたまスーパーアリーナ
　　　（コミュニティアリーナ）
オンライン展示会
　　　２月１日（水）〜 15日（水）
■ 出展各社が自社の技術・製品・サービスを
　リアル・オンラインでアピールします。
■ 最新技術の動向や、経営に役立つ
　多彩なオンラインセミナーを配信します。
リアル展示会事前入場登録・オンライン展示会は
公式WEBサイトから！
問合せ先　彩の国ビジネスアリーナ2023主催事務局
　　　　　公社　取引支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８６　

公社
情報

受注拡大・販路開拓のためのビジネスマッチングイベント
彩の国ビジネスアリーナ２０２３

https://saitama-bizmatch.jp

第 21 回「論語と算盤」塾

https://www.saitama-j.or.jp/venture/rongo21

受注会員 ・ 発注会員  登録受付中‼︎
サイタマサプライヤーサーチエンジン

「S-Search」 始動！
https://www.s-search.jp

２月のおすすめ研修
https://sipc-m.jp/seminar

　全国から寄せられる発注案件と、それを受注する
県内中小企業をつなぐことによって企業間取引の活
性化を図るビジネスマッチングサイトです。

　詳しくは「S-Search」サイトをご覧ください！
問合せ先　公社　取引支援グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８６

２／１オープン
登録・利用無料！

受注会員
・自社をＰＲ
・発注案件を探す

発注会員
サプライヤーを探す
・発注案件を投稿
・受注会員を検索

18 アクセス埼玉 2023.2　インフォメーション

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　・　　・　　

　大好きだった祖父母が亡くなった時、祖父母の人生
について自分がほとんど知らないことに気付き、もし
アルバム１冊に人生や思い出が凝縮されたようなもの
があれば、いつでもその人のことを思い出すことがで
き、また会えたような気持ちになれるのではないかと
考えて「きおくあつめブック」を作り始めました。

創業のきっかけは？

　人生を振り返り、記憶を伝えていくための自分史ア
ルバム「きおくあつめブック」の作成を行っています。
「孫が喜ぶ自分史」をテーマに、すべてオーダーメー
ドで、取材からデザイン、納品まで一貫して行ってい
ます。終活、人生の節目の記録、長寿のお祝い、大切
なご家族の遺品整理としてなど、さまざまな用途にお
使いいただけます。最近はペット版や、結婚を機に両
家を知る「家族むすびブック」の制作もしています。
その他、チラシや記念誌等も承っています。

事業内容は？

　これまでにも自分史作成サービスはありましたが、多
くは文章主体で、デザイン性が乏しく、高価格帯のも
のがほとんどで、気軽に利用できるものはありませんで
した。もっと気軽に、かつ満足のいくものを作成できる
サービスがあればいいと思い、日々制作をしています。

「きおくあつめブック」を通して記憶を語り、それを聞く、
このプロセスを多くの人・ご家族に楽しんでいただきた
いと思っています。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

人とコンピュータを
つなぐもの、でありたい。

OUTSOURCING SERVICES

www.nitto-tech.co.jp

詳細は弊社営業
または下記URLをご参照ください

埼⽟県所沢市⻄所沢1-14-14

広告

 アトリエつむぎ

お客様に合わせてデザインし、個性あふ
れる世界に一つだけの自分史をつくる

埼玉県のビジネスコンテストで最優秀賞
を受賞（前列右から３番目）

家系図や年表、写真を使い、家族
皆が楽しく眺められる１冊を制作

自分史作成、節目のお祝いに

アクセス埼玉 2023.2　創業者紹介

田島 由衣香 さん

田島 由衣香（たじま ゆいか）さん (31)

　多摩美術大学卒業後、会社員としてデザイン業務、冊
子の作成などを経験。出産を機に自分の生き方について
考え、一生飽きない仕事として「きおくあつめブック」
を企画。起業家ママとして埼玉県内を中心に活動中。

アトリエつむぎ　https://www.atelier-tsumugi.com
　川越市的場（※自宅のため非公開）
　創　　業　2021年７月 TEL　070-8499-1955
　事業内容　 自分史アルバム「きおくあつめブック」

作成、家族史・ペットアルバム・販促物
のデザイン制作
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200 年の歳月が醸し出す本物の酒づくり
　豊かな自然と歴史が息づくまち、行田市にある横田酒
造の創業は文化２年（1805 年）。近江商人であった横

よ こ た

田
庄
し ょ う う え も ん

右衛門が、日本橋の酒問屋で修業を積み独立して、良
い水を求めてこの地で酒蔵を興したのが始まり。代表銘
柄の「日本橋」は、家訓でもある「初心忘るべからず」
の意味が込められている。仕込み水は、荒川水系の伏流
水を自家井戸「福寿泉」から汲み上げ使用。弱軟水の水
質は、ゆるやかな発酵を促しまろやかで味わい深い酒と
なり、目指す酒質の「飲みやすいだけでは終わらない、
味わいのしっかりとした酒」を醸し出す源泉となる。全
国規模で開催される唯一の清酒鑑評会「全国新酒鑑評会」
における金賞受賞回数は、埼玉県内で一番の酒蔵である。

杜氏の魂が込められた銘酒
　30 年以上、杜

と う じ

氏を務めた高橋 清明氏は３年前に引退し
たが、現在でも定期的に後継の指導にあたる。保守的な
酒づくりながらも、高橋氏が理想の日本酒とする関東信
越国税局酒類鑑評会（平成 10 年）の首席「日本橋 大吟
醸しずく」の酒造記録が教科書となり、日々研鑽が続く。
この環境で醸し出される特定名称酒の最高峰「日本橋 純
米大吟醸」は、高い香りの中にも純米酒ならではの米の
味をしっかり残し、バランスの取れた酒。日本最古の清
酒酵母サッカロマイセス・サケを使った「日本橋 濃醇純
米 江戸の宴」は、文献を基に江戸時代の酒の復刻に挑み
完成したものである。

横田酒造株式会社
https://yokota-shuzou.co.jp

行田市桜町2-29-3   Tel 048-556-6111　 
代表者　代表取締役　横田 保良 氏
創業 1805年　資本金 1,000万円　従業員数 10名
事業内容　酒類・リキュールの製造および販売
購入方法　 高島屋大宮店および新宿店、八木橋百貨店、丸広百

貨店川越店、市内酒販店など
蔵に売店を併設　営業時間9:00 ～ 18:30（日曜、祭日定休）
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://yokota-shuzou.co.jp/store

● 読者プレゼント！　
　横田酒造の日本橋「純米大吟醸」と「濃醇純米 江戸の宴」
をセットにして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、日本橋希望」を記載の上、so-dan@
saitama-j.or.jp 宛てメール、または右のＱＲコードから 2
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

６
代
目
の
横
田
保
良
さ
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製
せいぎく

麹の様子（上）。蒸したお米を広
げて冷まし、麹菌を均一に植え付け、
麹菌の働きで酵母が利用できるブト
ウ糖やアミノ酸がつくられる。

品評会出品酒は、もろみを布袋に入れ、
その自重だけで搾る「しずく搾り」で
つくられている。

● 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、「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
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