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@一長野県倒産集計2018年度上半期報
件数・負債総額とも2年ぶりに前年同期を下回る/件数は

集計対象を法的整理に限定した2005年度以降で最少

@一長野県倒産集計2018年9月報
倒産件数は3カ月連続で7件、抑制傾向続く/ケフィア
グループの2社が、破産

eト TEIKOKUDATA FILE 
過去最多ペース、教育関連業者の倒産

@一企業検索サイト:倉科鍛工所(松本市)
計画の策定と実行を通じ経営改善を推進

@一産業スポット 井口モ-7ース/土木管理総合試験所ほか

@一企業動向速報
かぶちゃん農園

〔農産物・農産加工品製造販売〕
(飯田市)

田中建設〔土木工事) (佐久市)

特定非営利活動法人赤いにんじん

〔グル}ブホ}ム運営〕

益伸水産〔鮮魚・冷凍食品販売〕

エム・テック〔総合建設業〕

全通〔ギフト用品卸〕

@一調査員日昔、 Vol.939

(飯山市)

(福岡県)

(東京都)

(東京都)

@ー全国の倒産・勤同記事と債権者名簿

e--TDB景気動向調査 2018年間(全国・長野県)

景気DIは0.1ポイント減、足踏み状態続く/災害相次ぎ『北海道j

f近畿jが悪化/長野県は2カ月連続悪化、『製造jも伸び悩む

e-NAFTA再突渉に見るトランプ大統領の強硬姿勢
経済評論家真壁昭夫

全国の倒産・動向記事、債権者名簿がタイムリーに確認

できる『丁目KOKUNEWS ONLlNEjは、帝国ニュ 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し、。

②帝国ラーヨH'Jつ
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記者の覚書帳 <2018年10月〉
!とち5情報デスク

変動続く電力市場
圃7月の西日本豪雨、気象庁が災害と認識する

ほどの猛暑に続き、先月は北海道で最大震度7

の地震が発生。この夏、日本はまさに災害列島

と化した。北海道は長野県と空路で、結ばれてい

るため関係が深く、道内に拠点を持つ県内企業

も少なくない。今回の地震では、電力需給のバ

ランスが崩れることで大規模停電となる「ブ

ラックアウト」がクローズアップされたが、長

期にわたる停電が経済社会に及ぼす影響の大き

さ、社会インフラとしての電力の存在感の大き

さを改めて印象づけることにもなった。

・電力市場は変動している。東日本大震災以

降、新電力事業への参入が相次ぎ、 2016年4月

からは電力小売の全面白由化が実現する一方、

小売電気事業者の登録が義務化。競争が過熱す

る中、先月には福島県で新電力会社の倒産も発

生している。他方、一時市場が急拡大していた

太陽光発電はピークアウト感が上昇。 2014年以

降、関連業者の倒産は増加傾向をたと守っている

が、先月「経済産業省は家庭や事業者が太陽光

で発電した電力の買い取り価格を、数年で現行

の半分程度に引き下げる方針を同めた」とも報

道された。太陽光による余剰電力買取制度がス

タートしたのは2009年11月。 10年間の売買契約

終了により、売電によるメリットが見出しづら

くなる 12019年間題」の到来も迫っている。

会社分割による新設
・既報の通り、昨年 1年間に県内で設立された

新設法人は999件。 3年ぶりに前年を上回り

(9.4%増)、 1000件にあと 1件と迫ったが、ス

モールビジネス向けの合同会社が前年比41.2%

増だったのに対し、株式会社は同1.0%増と、合

同会社が全体を押し上げたのは一目瞭然であ

る。さらに、株式会社の新設には、一定程度会

社分割による新設(新設分割)が含まれている

ため、純粋な株式会社設立は前年を下回った可

能性もある。

回抜本的な事業再生の 4 環として、会社分割を

行って新会社のもとで再建に取り組む事例が増

えている。そのため、会社分割は抜本再生を行

うシグナルとなり得るが、目的が異なる場合も

あるため、ケースごとに確認が必要となる。会

社分割を取り入れた事業再生が成功するか否か

のポイントのひとつは、金融機関や再生支援機

関など関係機関が関与し、一般債権者に影響が

及ばないよう配慮したものか、それとも債務者

が自己都合で勝手に進めたものか。一方的に会

社分割を行い、「事業は新会社でやっていきま

す。債務は旧会社のもので、新会社とは関係あ

りません」などと通知してきても、債権者は納

得できるはずがない。県内では以前、こうした

“仕打ち"を受けた取引先が、債権者の立場で法

的整理を申し立てたこともある。

需要開拓とブーム
・各社とも付加価値を高めたり、新たな販路を

開拓したり、周辺分野に進出したりと、需要獲

得に必死に取り組んでいる。今業績が堅調な企

業は、景気云々ではなく、こうした取り組みが実

を結んだ、結果といって過言ではない。これに対

し、需要が急激に拡大する要因にブームがある。

テレビや寺住吉志といった主張f本、またインターネッ

トで取り上げられたことがきっかけとなり、需

要が急拡大することはそれほど珍しくない。

圃各媒体からは日々、何かしら健康情報が発信

されている。体に良いと取り上げられた食品に

消費者が殺到、スーパーの棚から商品が消える

ことも時折経験する。映画やテレビドラマの舞

台となることで訪れる観光客が急増し、宿泊・

消費需要が底上げされるのも類似ケースと言っ

ていいだろう。ヒーローの登場も市場拡大に直

結しやすい。スポーツの世界では大活躍する選

手が出てくると、その競技を始めようとする人

が増えるため、市場が拡大するという。さしず

め、今ならテニス、バドミントン、卓球といっ

たラケット競技が注目株か。ただ、これまでに

ブームを経験したことのある関係者の多くは

「ブームはあくまでもブームJと冷静に分析す

る。急増した需要にようやく対応できるように

なったところでブームが去り、結果的にプラス

よりマイナスの方が大きくなることもあるから

だ。地道な需要開拓と同じく、ブームを必要と

するなら他力本願ではなく、自ら主導して創造

する必要があるということかもしれない。
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ず γ 脅明暗拶開智明ゅ町内一

-件数・負債総額とも 2年ぶりに前年同期を下回る

.件数は集計対象を法的整理に眼定した2005年度以降で最少

倒産件数

42件
1件あたり負債額

負債総額

126億8800万円
3億210万円

15件
(263%)i…百Fイj;'

前年同期

件数

前年同期比

57件

負 債
25億1000万円

(16.5%) 、γ…心/ 
151億9800万円

倒産件数・負債の推移(上半期) (負債百万円) 地区別内訳 (負債:百万円)

件数 増減(%) 負債 増減(%) 2017年度上半期 2018年度上半期

2011年度 72 .... 8，9 31，004 84.4 件数 構成比 件数 構成比 | 

2012年度 64 ....11.1 16，302 .... 47.4 
負債 構成比 負債 構成U:;

2013年度 53 .... 17，2 9，089 .... 44，2 北{言
12 21.1% 14 33.3% 

3，025 19.9% 2，369 18.7% 
2014年度 46 .... 13，2 7，001 .... 23，0 

2015年度 54 17.4 11，818 68，8 
東信

5 8.8% 5 11.9% 

1，210 8目0% 431 3.4% 

2016年度 49 .... 9，3 8，643 .... 26，9 

2017年度 57 16，3 15，198 75.8 

中信
19 33，3% 10 23.8% 

6，320 41，6% 4，158 32.8% 

2018年度 42 .... 26，3 12，688 .... 16.5 南f言
21 36.8% 13 31.0% 

4，643 30.6% 5，730 45，2% 

業種別内訳 (負債百万円)

2017年度上半期 2018年度上半賂

合計
57 100.0% 42 100‘0% 

15，198 100，0% 12，688 100.0% 

件数 構成比 件数 機J成比

負債 構成比 負債 祷成比

建設
7 12，3% 6 14，3% 

2，657 17，5% 176 1.4% 

負債別内訳 (負債:百万円)

2017年度上半期 2018年度上半期

製造
14 24，6% 9 21.4% 

4，681 30，8% 1，947 15.3% 

件数 構成此 件数 構成比

負債 構成比 負債 構成比

卸売
5 8.8% 5 11.9% 

809 5.3% 920 7.3% 

1000-5000万 20 35，1% 19 45.2% 

円未満 520 3.4% 493 3.9% 

小売
13 22.8% 8 19.0% 

526 3目5% 350 2.8% 

5000万円一 13 22.8% 3 7.1% 

1億円未満 898 5目9% 183 1.4% 

運輸・ 1，8% 1 2.4% 1.5億円 17 29.8% 13 31.0% 

通信 26 0，2% 560 4.4% 未満 3，911 25.7% 23.2% 

サービス
14 24，6% 10 23.8% 

5，490 36.1% 5，571 43温9%

5.10億円 4 7，0% 5 11.9% 

未満 2，977 19，6% 2，864 22.6% 

不動産
2 3，5% 1 2.4% 

679 4.5% 282 2，2% 

10-50億円 3 5，3% 2 4.8% 

未満 6，892 45，3% 6，208 48.9% 

1，8% 2 4.8% 
その他

330 2，2% 2，882 22.7% 

。 0.0% 。 0.0% 
50億円以上 。‘0%

。 0.0% 。
合計

57 100，0% 42 100.0% 

15，198 100，0% 12，688 100.0% 

57 100，0% 42 100.0% 
合計

15.198 100，0% 12，688 100.0% 
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[概況】

2018年度上半期 (20l8年 4~9 月)、長野県内では企業倒産(法的整理、負債1000万円以上)が

42件発生し、前年同期 (20l7年 4~9 月、 57件)から 15件、率にして26.3%減少した。前年同期を

下回るのは 2年ぶり。年度上半期の倒産は、 2010~ 2014年度に 5年連続で減少した後は一進一退

に転じているが、 2018年度の42件は倒産集計の対象を法的整理に限定した2005年度以降で最少であ

る(これまでの最少は2014年度の46件)口負債総額も 2年ぶりに減少して126億8800万円。 2018年度

上半期は、件数・負債とも低い水準にとどまり、金融機関の支援などを背景とした倒産の抑制傾向

が依然として強いことを示している。

業種別にみると、「サーピスJ(10件)が最多、「製造J(9件)、「小売J(8件)と僅差で続く。「サー

ビス」は近年高水準が定着。「旅館・ホテルJの倒産多発が「サービスJ全体を押し上げており、

当期も「サービスJ10件のうち半数の 5件を「旅館・ホテル」が占めた。ただ、その多くは抜本再

生の一環として事業を新会社に移し、旧会社を法的整理したものである。また、一昨年半ば以降の

景気回復局面を牽引してきた「製造」は、需要の増加やその取り込みに関し企業間で格差が生じて

おり、事業継続を断念する企業も少なくない。

地区別にみると、「北信J14件、「南信J13件、「中信J10件、「東信J5件の順。一方、態様別では、

「破産」が35件で全体の83.3%を占め、「特別清算」が6件、「民事再生法」が 1件だった。

負債が最も大きかったのは、 6月21日に特別清算開始命令を受けた特殊精砿(株) (南木曽町、

ホテル経営、負債約33億5600万円)。同社は当初採石業を手がけていたが、その後主力事業をホテ

ル経営に転換。近年は業績の伸び悩みが続き、今年 l月に会社分割を行って事業を別会社に譲渡し

たうえで、清算手続きを進めていた。また、通販会員に対する支払いなどの遅れが表面化し注目を

集めていた(株)ケフイア事業振興会(東京都)が9月3日、東京地裁より破産手続き開始決定を

受け、負債lOOO万円以上に限ると同日 3社、 14日に12社、合計15杜のグループ会社が同様の措置と

なったが、この中には県内に本社を置くかぶちゃんメガソーラー(株) (飯田市、太陽光発電事業、

負債約28億5200万円)と(株)飯田水晶山温泉ランド(飯田市、テーマパーク経営、負債約 6億

400万円)も含まれている(10月1日に破産手続き開始決定を受けたかぶちゃん農園(株)<飯田市、

農産物・農産加工品製造販売〉は、 2018年度上半期報及び9月報の対象外)。

2018年度上半期 (2018年 4 月 ~9 月)の主な法的整理 (負債:百万円)

集計年月 キ土 名 所在地 業 ヰ重 負債 態様

2018年 6月 特殊精砿(株) 南木曽町 ホテル経営 3.356 特別清算

2018年9月 かぶちゃんメガソ ラー(株) 飯田市 太陽光発電事業 2.852 破 産

2018年 9月 (株)飯田水晶山温泉ランド 飯田市 テーマパーク経営 604 破 産

2018年7月 横手山リフト(株) 山ノ内町 索道事業 560 民事再生法

2018年 4月 林製菓(株) 飯田市 菓子製造 552 破 産

2018年 7月 (株)i竜の湯 千曲市 旅館経営 550 破 産

2018年 5月 (株)宮津機工 箕輪町 産業用機械器具卸 475 破 産

2018年6月 (株)工ム7イテック 箕輪町 路面凍結抑制剤等製造 410 破 産

2018年 6月 (有)ユース、テック 飯田市 金属切削加工 353 破 産

2018年7月 (株)大平 南木曽町 ドライフイン経営 282 特別清算

2018年 8月 木曽路ビール(株) 南木曽町 地ビール製造 251 特別清算

2018年4月 (株)ホテルかめや 上田市 旅館経営 191 破 産
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負債総額倒産件数
フ件

1件あたり負債額

41億6200万円
5億9457万円

前月比
件数

負債

前年同月比
件数

負債

(0.0%) (同数)

37億5600万円
増加

(925.1 %) 

2件
、、設1])

(22.2%)川/

321.意4900万円
増加

(355.9%) 

φ 倒産件数は3カ月連続で7件、抑制傾向続く

@ ケフィアグループの2社が破産

;件数は「サービスJ3件、「製造J2件など

:件数は「北信J1南信J(各3件)、「東信J(1件)

前 月

目リ 月

前年同月

前年同月

業種別

地域別

規模別

主因別

:負債 11億円以上Jが3件、うち 1件は 110億円以上J
: r販売不振J4件、「放漫経営J2件など

件数・負債額の推移(月別)

件数

25 

負債(億円)

60 

50 
20 

40 

15 

30 

10 

20 

5 
10 

o 0 
56789101112123456789101112123456789 
'----2016年一一/，一一一一一2017ij'一一一一_/，一一2018ij'___/

年間合計

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

2015年 2016年

件数 負債 件数 負債

93 23，298 96 19，396 

4 650 51 2，090 

4 1，186 81 2，279 

6 257 11 2，571 

9 1，204 4 523 

9 951 5 609 

10 1，847 10 1，408 

10 1，365 12 1，983 

5 913 9 1，934 

11 5，538 91 2，186 

71 5，208 9 1，163 

B 1，067 81 1，554 

10 3，112 6 1，096 

7件

4億600万円

9件

9億1300万円

2017年 2018年

件数 負債 件数 負債

98 22，216 66 16，246 

61 1，434 81 1，854 

61 3，102 81 1，151 

6 535 8 553 

12 5，260 6 887 

12 2，225 4 675 

10 4，459 11 4，860 

9 1，728 71 1，698 

5 613 7 406 

9 913 71 4，162 

5 373 

5 249 

13 1，325 

(負債百万円)



( 第三種郵便物認可 TE/KOKU NfWS長野県版 2018/10105 

[概況]

9月の倒産件数(負債1000万円以上、法的整理)は 7件で、前月 (8月、 7件)から横ばい、前

年同月 (2017年9月、 9件)からは 2件減少した。 7件となるのは 3カ月連続。今年に入り、 6月

(11件)を除いて lケタ台にとどまっており、依然として低い水準で

負債総額は41億6200万円。 5億円を下回り今年最少となった前月から一転、 6月 (48億6000万円)

に次ぐ大きさとなった。

業種別にみると、「サービスJ3件、「製造J2件、「小売J1その他」各 1件。地区別では、「北信」

「南信J各3件、「東信J1件。また、態様別では「破産J6件、「特別清算J1件。「特別清算」は 4

カ月連続して該当があった。

負債が最も大きかったのは、(株)ケフィア事業振興会(東京都)のグループ会社として長野県内

で、太陽光発電事業を行っていたかぶちゃんメガソーラー(株) (飯田市、負債約28億5200万円)。同

じくグループ企業で、テーマパーク[伊側道中かぶちゃん村j出していた欄飯田本品山 |

温泉ランド(飯田市、負債約 6億400万円)が続いている。

業種別)I製造J2件・負債7400万円、「小売J1件・同1200万円、「サーピスJ3件・同12億2400万円、「その他J1件・
同28億5200万円。

地区別)I北信J3件・負債6億3200万円、「東信J1件・同4100万円、「南信J3件・同34億8900万円。

主因別)I販売不振J4件・負債6倍、8600万円、「放漫経営J2件・同34億5600万円、「その他J1件・同2000万円。

規模別)負債 11000万円以上5000万円未満J4件・負債 1億600万円、 15億円以上10億円未満J2件・同12億400万
円、 110億円以上50億円未満J1件・同28億5200万円。

態様別)I破産J6件・負債35億6200万円、「特別清算J1件・同 6億円。

[今後の見通し]

年度上半期 (4~9 月)の倒産が2005年度以降で最少となった2018年度。年度 (4 ~ 3月)ベー

スでみると、 2014年度を底としてその後一進一退で推移、 2017年度は104件と過去5年間で最多と

なっていたが、依然として金融機関や再生支援機関の支援などにより倒産の発生が強く抑制されて

いることが示された格好である。

近時集計されるものには、事業再生スキームの中に位置づけられた倒産、あるいは相当前に事業

停止状態となりながら法的整理を先送りしてきた企業の倒産が目立つ。この問、一般の取引先に衝

撃・動揺が走るような倒産は限られてきたため、件数の少なさ以上に抑制感は強い。ただ、今夏は

決済難に陥ったものの法的整理を見送る企業、ギリギリの資金繰りで支えているものの事態打開の

目処が立っていない企業が散見。こうした厳しい実態と集計される倒産件数の少なさとの議離は大

きく、現在の抑制力が強い分、将来の倒産予備軍が増加しているとの見方もできる。

長野県とも深い関わりを持ってきた(株)ケフイア事業振興会(東京都)グループ。 9月に破産

手続き開始決定を受けたグループ企業の中には、飯田市を本屈とする 2社が含まれていた。この 2

社のほかにも、グループとみられてきた企業は県内に多数存在。こうした企業に関しては地元紙で

連日報道されるなど関心を集めているが、地元関係者は事態の推移を慎重に見守っている (10月 1

日にはかぶちゃん農園(株) <飯出市〉が破崖手続き開始決定)。

一一昨年半ばから右肩上がりを続けてきた企業の景況に足踏み感が強くなってきた。入手不足、仕

入コストの増加、消費の伸び悩み、自然災害・天候不順などに対する懸念が大きかったところに、米

中を中心とした貿易戦争による世界経済への影響が新たな不安材料として急拡大。県内企業はこれ

までも、製造業を中心に海外情勢に敏感に反応してきたが、もともと米中両国とは経済的な結びつ

きが強いうえ、日米聞の貿易交渉も近くスタートする見通しとなり、今後の進展次第では自動車関

連産業をはじめとして企業マインドを大幅に冷え込ませる可能性を内包している。
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倒産件数の内訳 負債総額の内訳 単位百万円

業種君IJ 4月 5月 6月 7月 自月 9丹 18合年計度 業譲]Jij 4月 5月 61'.1 7月 8月 9月 間合年計度

建設 1 1 2 。 2 。 長設 31 52 45 。 48 。176 

製造 1 4 。 1 2 9 製造 550 31 1，041 。251 7411 1，947 

卸売 。 2 1 1 1 。 5 卸売 。592 190 120 18 。9201 

小売 1 。 3 1 2 1 B 14 。228 29 67 12 350 

運輸・通情 。。。 。。 運輸・通信 。 。 。560 。 。560 

サービス 2 。 3 3 10 サビス 262 01 3，356 707 221 1，224 5，571 

不動産 。。。 1 。。 1 不動産 。 。 。282 。 。282 

そのイ也 1 。。。。 2 その他 30 。 。 。 01 2，852 2，882 

合計 6 4 11 7 7 7 42 合計 887 675 4，860 1，698 406 4，162 12，688 

業穫量号 4丹 5月 6丹 7月 8月 9湾 18合2計手度 業種開j 4月 5月 日月 7丹 81ヨ 91寺 き8合年計度

北{言 2 1 5 2 1 3 14 北f言 101 31 473 1，110 22 632 2，369 

東信 2 。 。 5 東信 191 169 。30 。41 431 

中信 2 。 2 2 4 。 10 中{言 45 01 3，378 402 333 011 4，158 

南信 4 2 2 3 13 南信 550 475 1，009 156 51 3，489 5，730 

合計 日 4 11 7 7 7 42 合計 887 675 4，860 1，698 406 4，162 /1
，2，61孟

五主E望書せ 4月 5月 6月 7月 81'.1 91'.1 18合年計度 全隠Ztl 4月 5fl 6F.1 7月 8F.1 9跨 18合年計度

販亮不振 6 4 9 6 5 4 34 販売不振 887 675 4，350 1，416 137 686 8，151 

輸出不振 。。。。。。。 輸出不振 。 。 。 。 。 。 。
売掛金回収難 。。。。。。。 売掛金回収難 。 。 。 。 。 。 。
不良債権の累積 。。。。。。。 不良債権の累積 。 。 。 。 。 。 。
業界不振 。。。。。。。 業界不振 。 。 。 。 。 。 。
大企業の進出 。。。。。。。 大企業の進出 。 。 。 。 。 。 。
技術、商品開発の遅れ 。。。。。。。 技術、商品開発の遅れ 。 。 。 。 。 。 。
新市場開拓の遅れ 。。。。。。。l

新市場開拓の遅れ 。 。 。 。 。 。 。
開発途上国の追い上げ 。。口 。。。。 開発途上国の追い上げ 。 。 。 。 。 。 。
企業系列、下請の再編成 。。。。。。。|企業系列、下詰の再編成 。 。 。 。 。 。 。
放漫経営 。。。。。 2 2 放漫経営 。 。 。 。 01 3，456 3，456 

新商品開発の失敗 。。。。。。。 新商品開発の失敗 。 。 。 。 。 。 。
設備投資の失敗 。。。。。。。 設備投資の失敗 。 。 。 。 。 。 。
経営多角化の失敗 。。 口 。。。。 経営多角化の失敗 。 。 。 。 。 。 。
その他の経蛍計画の失敗 。。。。。。。 その他の経営計画の失敗 。 。 。 。 。 。 。
経営者の病気、死亡 。。 。。。 経営者の病気、死亡 。 。410 。 。 。410 

火災、その他の災害 。。。。。。。 火災、そ配他の災害 。 。 。 。 。 。 。
人材の不足 。。。。。。。 人材の不足 。 。 。 。 。 。 。
労使の対立 。。。。。。。 労使の対立 。 。 。 。 。 。 。
立地条件の変化 。。。。。。。 立地条件の変化 。 。 。 。 。 。 。
過小資本 。。。。。。。 過小資本 。 。 。 。 。 。 。
そ(J;他 。。 1 2 5 その他 。 。100 282 269 20 671 

合計 6 4 11 7 7 7 [τ 合計 887 675 4，860 1，698 406 4，162 12，688 
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"時 配送のことならなんでもご相談ください

お引越し

赤憾の ~I越しは貸切使。お荷物をお預かりした後は、 ~I越先ま

で荷物を他の車に積み替えずにお運びしますので¥他社に比べ

て衛易な栂包で済んだり、荷造りが簡素化てきたりします。

しくは、お近くの赤帽までお気軽にお問合せください。

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 ¥'¥J

「夜Jこご近所に迷惑がかからないように運んで欲しいj

f道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、赤憶にご相談下さい。

赤帽では特殊な苓情にも柔軟に対応いたします。

蜘舗 あかJまうて壮絶合

運送業で独立開業、起業経営、会社設立という選択。

赤憶は新たな挑戦として“独立精業"をお考えの方の強い味方です。

赤憶事業は他の偶人事業やブランチャイス、どジネスによじべて、安価な

mCQVO-400-111) 
ご興味ある方はまず、はお気軽にお

お電話お待ちしております。

ください。 震襲

長野配車センター
026-244-Q133 

上田配車センター
0268-25-1226 

佐久配車ゼンター
0267ゐ3日 6523

松本配車とンター
0263-27-1868 

ツ タ -
0266-52-7200 

・鯨回配車センタ-

02ゐ5-78-1770

を開始てきますφ

メールアドレス
nogono@αiくα

公式ホームページ
http://nogαno.α 



(持 I201別問 TflKOKU NfWS長野県版 | 第三種郵便物認可 j 

長野県から「多様な働き方等実践企業であるj

と認められ、「職場いきいきアドバンスカンパニー」

の認証をいただきました。

長野県中南信に全 7拠点

E藷R現高冨'珊園通E田区銀:raJ哩E画面画

(株) ソーシャル・ネットワーク

本社松本事務所

干390-0825 松本市並柳1-16-24
T臥 0263-31-3772

【広告】社長 l r元気な会社づくり』してますか?

I~'(I判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 I

干399圃 0706長野県塩尻市大字広丘原新田 571番地9
TEL0263・51圃5722 FAX 0263圃5可圃5733
争 mail:mta@mizutanトtax.comURL: http://mizutani-tax.biz/ 

当事務所の税務会計サービスはお客様の=ーズI~合わせて承ります!

「真空成弘元段、段ボール、問ツク等当社にて、包装設計製造を一貫してお任せくださいI

[真空成形品〕

一一一一-TOT AL PACKAGING PRODUCE -一一一一

械式会祉力三ヨョワパりつ
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 1178-8Cあづみ野産業団地内)

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

メカト口部昂・ FA用ロボットシステム総合商社

株式会社 UK 冨軸受
量産動機器

《本社》 東京都文京区湯島1ー7-13 竃空圧機器
.ii血圧機器

お近くの支社、営業所、出張所 -シール/パッキン

長野支社 長野市高田五分一沖666-1 TEL 026-228-2201 ーロボット/電動アクチユヱーター

松本支社 松本市村井町北2-1-1 TEL 0263-58-1211 .モーター/減速機

上回支社 よ罰市大字古里字西ノ手77-5 TEL 0268-25-2201 量制御/計測機器

諏訪支社 諏訪市大字豊田1240-1 TEL 0266四 53-5405 量チェーン/ベルト/歯車

伊都支社 上伊那郡南箕輪村学中の原9758-6 TEL 0265-73-3955 量運搬/搬送/荷受機器

飯田宮業所 飯田市高羽1-4-1 TEL 0265-24-8588 E揮道府'/lfe監部dPZ 
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子供だけでなく、大人が対象となるケースが増えるなど拡大基調にある教育市場。消費者の選択肢が、広

がる一方で、業者間のサービス・価格競争は激しさを増しており、教育関連業者の倒産は2018年、過去最

多ベースで推移しているO

8月末で65件、通年では100件を上回る可能性も
2018年、全国で発生した教育関連業者の倒産(負債1000万円以上、法的整理)は 8月末現在で65件。こ

のままのペースで推移すると、通年では100件前後に達し、過去最多となった2009年 (93件)を上回る可能

性が生じている。一方、小規模倒産が大半を占めているため、負債総額は小さく、 19億2300万円にとどまっ

ている (8月末現在)。

65件を業態別にすると、「家庭教師・各種スクール」が25件で最多、「学習塾」が24件と僅差で続いてい

る。「学習塾」は通年で2017年 (32件)を超え、過去最多を更新するペースである。

なお、 2008年 1 月 ~2018年 8 月まで、長野県内で倒産した教育関連業者は 3件だ、った。

教育関連業者の倒産推移 (2008年~2018年)

年 倒産件数
負{覧会計
(百万悶〕

2008年 75 11.233 

2009年 93 13.031 

2010年 70 16.380 

2011年 49 6，943 

2012年 75 11.375 

2013年 73 9.754 

2014年 57 8，088 

2015年 69 3，126 

2016年 79 3.809 

2017年 84 11.325 

2018年 65 1.923 
※2018年は1~8月累計

教育関連業者の倒産・業態別内訳

生手 家庭教師・
学習塾 学校・予備校 文化施設 その他教育

各種スクール
2008年 27 22 14 11 

2009年 35 20 21 2 15 

2010年 22 28 11 8 

2011年 18 16 8 6 

2012年 25 25 11 。 14 

2013年 21 25 g 。 18 

2014年 23 17 10 。 71 

2015年 33 25 4 。 7 

2016年 30 25 11 2 11 

2017年 37 32 s 。 7 

2018年 25 24 9 。 7 
※2018年は1-8月累計

昨年夏、長野県を主力営業地としていた創拓社出版が倒産
2017年~2018年の主な倒産事例は下記の通り。このうち、 2017年 8 月に破産手続き開始決定を受けた

(株)創拓社出版(東京都)は長野県と関係が深かった。小・中・高校生を対象とした「個別指導塾まつ

がく」を主力事業として、全国でお教室を展開していたが、この 4割以上にあたる34教室を置いていた

のが長野県。このほか、放課後等デイサービス児童発達支援などといった新事業にも参入していたが、

業況悪化が進み、関係会社の(株)創拓社(東京都)とともに破産を余儀なくされた。

なお、県内を含め同社が手がけていた事業の大半は、別会社のもとで現在も継続されている。

主な倒産事例 (2017年~2018年)

倒産量手j3.T08企業コード 商事苦 所在地 業態 負債{嘉万円〉 義援様別

2017年3月 210056140 (株)モアアンドモア 横浜市瀬谷区 学習塾 4，712 民事再生法 | 

2017年8月 984724601 (株)創i妬社出綴 東尽都台東(2;.学習塾 1，878 破産

2017年4月 580829248 (学)森友学園 大阪市淀川区 幼稚園 1，665 民事再生法 | 

2017年8j3 925011831 (株)倉11拓社 東尽都合東区 学習塾 516 破産

2018年6月 981298023 (株)エパーグリーン 横浜市戸塚区 テニススクール 338 破産
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食べ慣れた味。
長野・松本のお弁当

有限 - "1 ~ß :::I h 本社〒399-0005 長野県松本市野溝木工 1-8-40
会社ーノシヨフ TEl.0263-25-5025附 FAX.0263-25・5022

-営業内容企業、士場、学校、寮、障害者施設、デイサービス、などの食堂運営管理、各種パティ 料理の委託

住まいは伺+年も伺き含ってい〈
大切な家旗のバートナー.
そんな住まいの健康を守るため、
気軽に何でもご相談〈ださい.

。議事長JZ句.，..~...，.I.，'.;親密畑山&

| 第三種郵便物認可 j 

SOUDlNORKS 

-E開1・亙~_.{・ E ・1-=1:聖Jo'~y"， 株式会社エ ス・リフオーム URL http://www. ace-reform. jpj E-Ma i I 川fo@ace-reform.jp 

智慮舗で縫襲員募集中!
・ 総合ソフォーム ・| 調本社〒棚引05 長野県下伊那郡高森町牛牧56番地1TEL 目白-34-3830 FAX 回目ー34-3831

. 塗装全 般 ・| ・甑回主眉伊那主高松本主眉諏訪瑚支庖上国主届甲府支眉八王子支眉中津川主庖
| 掴アフタ メンテナンス松本アフタ メンテナンス飯田

. 
¥ 長野で頑張る中小企業を応援します!
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倉科鍛工所(松本市)

計画の策定と実行を通じ経営改善を推進

リーマン・ショックや東日本大震災により業界環境が、悪化し、厳しい状況に直面していた(棋)倉

科鎌工所は、経営計麗の策定・実行に基づいた経堂改善に取り組み、財務内容の健全化や人材育成に

つなげてきた。

厳しい局面が続く中で訪れた転機
1929年2月に創業した倉科鍛工所。来年、創業

90周年を迎える老舗企業である。当初は「鍛冶屋」

として、農機具や発動機などの製造に携わってい

たが、 1960年代半ばに鉄骨建築へ移行。建設需要

の高まりとともに業容を拡大し、パフゃル経済期に

ピークを迎えた。

しかし、その後は逆風が吹き続ける。長野冬季

五輪後の建設需要の低迷、リーマン・ショック、東

日本大震災…。 2005年に先代(父)から事業を承

継した後、難しい舵取りを強いられてきた倉科賢

三社長は、リーマン・ショック後の状況を「もう後

がないところまで追い込まれていた」と振り返る。

そんなときに転機が訪れた。学生時代の先輩か

ら誘われ、参加した中小企業経営者の団体・中小

企業家同友会で、新たな出会いや幅広い視点で経

営を学び直す機会に恵まれ、自社の経営改善に着

手。その第一歩となったのは、経営理念を構築す

ることだった。

なくてはならないものとなった経営計画
構築した経営理念は「私たちは技を磨き、真心

を込めて、織の文化を未来へつなげていきます」。

全従業員で品質を保証するとの決意表明ととれる

この理念は、行動の指針であるとともに、何か対

倉科銭工所本社工場

応で困ったときには必ず立ち返る拠り所にもなっ

ているという。

「当初金融機関の主導で始めた経営計画の作成

は、経営理念の構築を経て自らのものとなり、現在

は設備投資、人材育成、資金繰りなどになくては

ならないものとなった。また、経営計画は様々な補

助制度の有効活用にも役立っているJ(倉科社長)。

一方、人材育成については厚生労働省のジョ

ブ・カード制度を活用。厚労省のホームページに

は、同社が制度を活用し、キャリアアップにつな

げている動画がアップされている。

最大の強みは「社長がいなくても…J
自らの経営計画に基づいて事業活動を行った

2011年に早くも成果が表れた。黒字に転換し、赤

字体質からの脱却を果たしたことで、改めて計画

的な経営を行う大切さを認識。その姿勢を継続す

ることにより収益構造を改善、財務内容を健全化

させてきた。

2020年の東京五輪後の状況を見通しづらい業界。

AIの発展-活用も見込まれているが、同社では鉄

骨加工・建築の業務は人間の技術や経験が欠かせ

ないとして、人間尊重に基づく従業員のスキルアッ

プ、適切な設備投資が必要になると考えている。

60トンまでのクレーン製造許可を持っている

点、早くからCAD対応を進めてきた点などと

いった特色もあるが、倉科社長は「私がいなくて

も、従業員が経営理念に基づいてしっかり判断

し、行動できるようになったことが最大の強み」

と感じている。

[株式会社倉科錨工所]
企業コード:300019459 法人香号:3100001013038、
資本金3000万円、 1929年2月創業、 1981年1月設立、
松本市神林3878、代表取締役社長倉科賢三氏、従業
員19名。 2017年12月期の年売上高は約4億4400万円。
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TDB企業コード:300141830 
法人番号:5100002034675 

中型車のラインナップを増やし、レンタカ一事業を強化

(有)井口モータース(本社上伊那郡箕輪町、井口正宏社長)は、送迎用マイクロパスやワンボック

スカーのラインナップを充実させ、中型車のレンタカー事業を強化している。「ダイハツ」の地域特約

販売屈として、小型車販売を主体とする一方、認証工場として自動車整備を手がけてきた同社。車検

時や修理時における付帯サービスの一環として、レンタカ一事業も行っているが、地元顧客の送迎

ニーズに対応するため、中型車のラインナップを充実させた。レンタル科は中型パス (29人乗り) 2 

万5000円/1日(税別)など。地元のスポーツチームの遠征、企業の視察、結婚式の送迎などにおけ

る利用を想定し、需要の開拓に力を入れていく。

お問い合わせは、同社(電話0265-79-0015、http://iguchimotors.com/)へ。

E iif]~当主話番量百脱却』冒 (長野市)
TDB企業コード:330223927 

法人番号:8100001002184 

f東日本試験センターjの営業を開始、業務拡大と試験効率の向上自指す

土質・地質調査試験、非破壊調査試験、環境調査試験、地盤補強工事等の(株)土木管理総合試験

所(本社長野市、下平雄三社長)は、宮城県仙台市内に「東日本試験ゼンター」を新築・移転した。

9月10日に主力の土質試験から業務を開始している。今後は、コンクリートの劣化を精密に分析する

装置などの先端機器やアスベスト・ダイオキシン類を分析する機器などを順次導入し、業務拡大と試

験効率の向上につなげていく。

同施設は「魅せるラボ」をコンセプトに掲げている。見学者向けにガラス張りの試験室を囲むよう

に通路を配置。 1階にはラウンジも備えており、今後自社開催のセミナーや学生向け就職説明会の開

催も計画している。詳しくは、同社(電話026-293-5677、https://www.dksiken.co.jp/) まで。

E~週"~>>iヨ (安曇野市)

名古屋電機工業の連結子会社に

TDB企業コード:300089954 
法人番号:7100001015138 

(株)コンラックス松本(本社安曇野市、長久修三社長)は、名証二部上場の名古屋電機工業(株)

(愛知県)の連結子会社となった。 9月25日に名古屋電機工業が取締役会で決議し、 10月 1日に(株)

日本コンラックス(埼玉県)から株式譲渡を受けた。

ITS (高速道路交通システム)に関わる情報装置システムの開発・製造・販売を手がける名古屋電

機工業が、 GPSソーラー式信号機、 LED表示器等開発・設計・製造・販売を行うコンラックス松本を

100%子会社化とすることで、技術力のシナジー効果が期待できるとしている。
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彫刻加工の需要を毘拓

TflKOKU NEWS長野県版

(岡谷市)

2018/1σ05 fri. 1 意義〉

TDB企業コード:300080627 
法人番号:3100001018549 

NC彫刻機による文字彫刻、ロゴ彫刻、日盛り彫刻などを手がける(株)ナカムラ機械彫刻研究所

(本社岡谷市、仁科貞治社長)は、彫刻加工の需要開拓に力を入れている。同社の取引先は東北から九

州まで全国に広がり、彫刻加工に関心を寄せる企業が各地に存在しているといつが、長野県までの距

離が遠いため、間近で見る機会が少ないことが課題となっていた。同社では展示会への出展などを有

効に活用。 10月 3 日 ~5 日にインテックス大阪で開催される「第21回関西機械技術要素展J にも出展

している。

仁科社長は、「長野県から離れた場所で開催される展示会に出展することで、多くの企業が彫刻加工

技術に直接触れてもらえれば」と話し、今後も各地で行われる展示会への出展意欲を示している。詳

しくは、同社 (http://www.nelabo.co.jp/) まで。

-~I亘・芳男高記長~li圭買切H宙局面E (須坂市)
TDB企業コード:442024301 

法人番号:2100005012292 

須坂市と f空き家等の適正管理と有効活用に関する協定jを締結

特定非営利活動法人空き家ものがたり(本社須坂市、中島賢理事長)と須坂市は、このほど「空き

家等の適正管理と有効活用に関する協定」を締結した。空き家等の適正管理と有効活用を促進し、空

き家等が管理不全な状態になることの防止などを目的としている。全国各地で空き屋の増加が社会問

題化し、環境衛生、景観、防犯・防災などの点で地域住民の意識も高まっているが、この協定を通じ

維持管理・有効活用につなげ、良好な生活環境の確保、安全・安心な地域社会の実現を目指す。

須坂市では、空き家等の所有者から相談を受けた際に当法人が行う管理業務を紹介するほか、広報

紙やホームページなどでも同業務の周知を図る。一方、当法人では、空き家や荒廃地等の所有者と契

約し、空き家等の見回り、除草、樹木の伐採、枝下し、植木の募定、除雪、小修繕などの作業を行う

ほか、売買や賃貸、相続、活用などの相談にも応じる。

お問い合わせは、同法人事務局(電話026-247-8584)。

E3E吾軍司商閣 (長野市)

新社長に五十嵐久幸氏が就任

TDB企業コード:330056749 
法人番号:2100001002149 

安全標識・保安機材等販売レンタルの(株)東洋安全防災(長野市)は、このほど川俣建夫氏が代

表取締役社長を辞任、後任には五十嵐久幸氏が就任した。

TDB企業コードとは、企業情報をデータベースで管理運用する際、企業を特定するための識別コ ド

ですけ社二1コード)0TDBのホームページ http://www.tdb.co.jp にて無料で検索していただけます。

ご利用方法:お取引先をデータベースで管理するため、すべてのお取引先に iTDB企業ゴードを付番し名

寄せしたいJというお客様のご要望には、お取引先リストに基づいたマ、ソチングサービス(有料〉をご提

供しております。面倒な企業整理番号の割当・重複メンテナンスの手闘が軽減されます。
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農産物・農産加工品製造販売

かぶちゃん農園
TDB企業コード:985468257 

法人番号:2100001023203 

破産手続き開始決定受ける、主な債権者判明 負債約21億8028万円

「飯田市j かぶちゃん農園(株) (資本金 1億円、飯田市川路7592-1、代表鏑木武弥氏)は、

10月1日、東京地裁より破産手続き開始決定を受けた。

破産管財人は内田実弁護士(東京都港区虎ノ門1-15-12 日本ガス協会ピル5階、虎ノ門南

法律事務所、電話03-5577-5808)が選任されている。事件番号は平成30年(フ)第7144号。

当社は、 2004年(平成16年) 5月に設立され、 2007年5月にケフィア・アグリ(株)から

現商号に変更していた。当地の地域特産物である市田柿をはじめとする農産物や農産物加工

品の企画・開発・製造・販売を手がけ、「ケフィアカルチャ~J Iかぶちゃん農園オンライン

ショップ」などのウェブサイト及び新聞広告で募集した個人会員向けカタログ通信販売を行

う(株)ケフイア事業振興会(東京都、代表鏑木秀輔氏)向けを主力に、県内外の商社や百

貨庖にも販売。市田柿関連を中心にりんご、安納芋、ヨーグルトなど幅広い商品を扱い、 2009

年8月期には年売上高約35億3600万円を計上していた。

積極的な広告宣伝や新商品投入などにより業容を拡大させてきたが、管理体制が追いつかず、

その後売り上げも低迷。 2014年8月期の年売上高は約10億2400万円へ後退したが、その後増収

に転じ、 20日年と2016年には相次いで、名古屋市内オープンした「かぶちゃんおいしい実感ショッ

プjも販売を押し上げ、 2017年8月期には年売上高約32億5900万円まで回復させていた。しか

し、この間も取引先に対する支払い遅延が発生するなど資金繰りは安定せず、ケフイアグループ

全体に対する信用不安が拡大。 2018年9月3日には(株)ケフイア事業振興会が東京地裁にグ

ループ3杜とともに自己破産を申請 (9月7日号掲載)、その後もグループ会社の倒産が続いて

いた。当社側は事業継続の意向を示していたが、信用も一層悪化し、今回の措置となった。

申請時の負債は債権者約207名に対し約21億8028万3514円。なお、申立書に基づく主な債権

者は以下の通り(記載の金額は確定債権額ではありません)。

[金融機関] (2018年9月26日現在、百万円以上、単位.千円) 債権者名 所在地 債権額

債権者名 所在地 債権額 (株)トヨタレンタリース長野長野市 3，248 

(株)フイナンシヤルドゥ 大阪市北区 766，470 トヨタエルアンドエフ長野(株) 長野市 2，246 

飯出信用金庫時又支庖 長野県飯田市 178，684 SMFLキャピタル(株) 東京都港区 2，133 

日本政策金融公庫長野支庖長野市 69，990 飯田しんきんリース(株) 長野県飯田市 1，952 

日本政策金融公庫伊那支庖長野県伊那市 40，000 リコーリース(株) 東京都江東区 1，386 

八十二銀行飯田支j占 長野県伊那市 50，560 

さわやか信用金庫東日本橋支庖 [一般債権J(2018年9月29日現在、百万円以上、単位'千円)

東京都中央区 40，826 債権者名 所在地 債権額

(株)ケブイア事業振興会 東京都千代田区 854，156 

[リ ス債権](2018年9月27日現在、百万円以上、単位町千円) ケフィアグループC&L(株) 長野県飯岡市 30，921 

債権者名 所在地 債権額 (株)なかひら農場 長野県松川町 19，495 

(株)中電オートリース 名古屋市南区 11，792 (株)ケーツーシステム 東京都千代田区 9，917 
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債権者名 所在地 債権額 債権者名 所在地 債権額

ソニー生命保険(株)

(株)コバヤシ

東京都千代田区

東京都台東区

名古屋市東区

4.813 (株)リクルートキャリア 東京都千代田区 1，701 

4.363 (株)霧島湧水 福岡市南区 1，692 

中部電力(株) 3.510 オリックス(株) 東京都港区 1.558 

エヌ・ティ・テイコミュニケーションズ(株)東京都千代田区 2，607 (株)コラボ南信州 長野県飯田市 1，510 

(株)朝日広告社 東京都中央区 2，437 (株)アイノTックス 長野県飯田市 1.044 

三井不動産(株) 東京都中央区 2.392 (おわり)

神稲建設(株) 長野県飯田市 2，276 (注)債権額は変動している可能性があります

大須近代化事業協同組合 名古屋市中区 1.777 

土木工事

田中建設
事業停止、事後処理を弁護士に一任

TDB企業コード:330050155 
法人番号:5100001007302 

負債約5000万円

「佐久市j 田中建設(株) (資本金2250万円、佐久市平賀3517-4、代表高橋善寛氏)は、 9

月末付けで事業を停止した。事後処理は室賀俊樹弁護士(佐久市岩村田1138-10、室賀法律

事務所、電話0267-67-3300) ほか2名に一任しており、現在整理の方向を検討している。

当社は、 1952年(昭和27年)12月に設立された土木工事業者。官公庁発注の土木工事に携

わるほか、舗装工事や産業廃棄物収集運搬も手がけ、 2013年5月期には l億円を上回る年売

上高を計上していた。

しかし、近年は受注環境の厳しさから業績が伸び悩み、 2017年5月期の年売上高は6000万

円台に後退。今後の業況回復も難しいことから、事業の継続を断念したものとみられる。

負債は約5000万円。

グループホーム運営

特定非営利活動法人赤いにんじん
破産手続き開始決定受ける

TDB企業コード:330325239 
法人番号:1100005005181 

負債約2000万円

「飯山市J特定非営利活動法人赤いにんじん(飯山市下木島258、代表理事佐藤忠義氏)は、

9月14日、長野地裁より破産手続き開始決定を受けた。

破産管財人は江口伸介弁護士(長野市西町568-1、長野第一法律事務所、電話026-233-

0345)。破産債権の届出期間は10月15日まで、財産状況報告集会期日は2019年 1月28日午前10

時。事件番号は平成30年(フ)第178号。

当法人は、 2001年(平成13年) 9月に設立されたもの。飯111市内でグループホームの運営

を手がけ、 2018年3月期には年収入高約2800万円を計上していた。赤字決算が続くなど厳し

い環境が続く中、資格更新手続き上の問題から計画通りの運営が難しくなり、今|叶の事態と

なったものとみられる。

負債は約2000万円。

施設の運営は別法人のもとで継続されている。
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鮮魚・冷凍食品販売

益伸水産
事業停止、自己破産申請ヘ

1 第三種郵便物認可

|長野県内にも進出l
TDB企業コード:800466946 

法人番号:4290001021822 

負債約 1億円

「福岡県J (株)益仲水産(資本金1000万円、福岡市中央区長浜3-14-1、代表田島益次氏)

は9月27日までに事業を停止し、事後処理を福永光太郎弁護士(福岡市中央区大名2-4-30、

伊達法律事務所、電話092-714-2000)ほか4名に一任、自己破産申請の準備に入った。

当社は1930年(昭和 5年)創業、 92年(平成4年)11月に設立した鮮魚・冷凍食品販売業

者。福岡県や熊本県、鹿児島県など九州地区のほか、長野県内のスーパーストア内にも小売

庖舗を開設し、鮮魚類を主体に冷凍食品、乾物、調味料などを販売、 2004年4月期は年売上

高約10億4000万円を計上した。

この問、庖舗のスクラップアンドピルドを行っていたが、近年は消費者の食の多様化や近

隣のスーパーストアとの競合などで主力の鮮魚部門の売り上げが減少。さらに、入手不足に

伴う人件費の上昇などもあって不採算庖舗の閉鎖を余儀なくされていた。経費削減や集客力

向上に努めたものの、業況は好転せず、今回の事態となった。

負債は約 l億円。

総合建設業

工ム・テック
民事再生法の適用を申請

TDB企業コード:270440724 
法人番号 8030001001169 

負債約253億4933万円

「東京都J(株)エム・テック(資本金4億6637万5000円、中央区京橋1-18-1、登記面=さ

いたま市浦和区高砂3-7-2、代表向山照愛氏)は、 10月1日に東京地裁へ民事再生法の適用を

申請した。

申請代理人は栃木義宏弁護士(港区虎ノ門1-22-13、栃木・柳津・樋口法律事務所、電話03-3580-

1331)。監督委員は北秀昭弁護士(港区虎ノ門4-1-14、北秀昭法律事務所、電話03-6435-6802)。

当社は、 1988年(昭和63年)10月に設立した総合建設業者。自社独自の PC (プレストレ

スト・コンクリート)工法や橋梁工事における PCF工法を有し、国土交通省や東日本高速

道路、埼玉県やさいたま市など官公庁からの元請けを中心とした受注形態で、「出雲バイパス

新神立橋上部工事Jなど多くの実績を残していた。東日本大震災の直後は受注が激減してい

たが、近年は震災復興需要もあって受注が回復し、 2015年7月期には年売上高約245億6900万

円を計上していた。

しかし、慢性的に支払いトラブルを抱えるなど、経営体制の安定性が懸念されていたうえ、

売上規模の拡大に伴い資金需要が増加していた。従前から、全国の工事業者や産廃関連業者

などを傘下に入れ事業領域の拡大を進める一方、不透明な取引などから2017年12月に民事再

生法の適用を申請した(株)PROEARTH (神奈川県厚木市、建機販売)のスポンサーとし

て名乗りを上げたものの、最終的に撤退を表明し同社は今年2月に破産手続きに移行、当社

の動向が注目されていた。加えて、 3月に束京地方検察庁から港則法違反で起訴されたこと

を受けて、全国各地の自治体から指名停止処分を受けて業容が悪化していた。

負債は債権者約887名に対し約253億4933万円。
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ギフト用品卸

全通
自己破産を申請

TElKOKU NEWS畏腎県版 201別問

TDB企業コード:988342731 
法人番号:6010601018095 

負債約22億3375万円

「東京都J (株)全通(資本金7000万円、江東区南砂2-36-10、代表高橋睦氏)は、 9月28日

に東京地裁へ自己破産を申請した。

申請代理人は鈴木正巳弁護士(千代田区神田小川町1-9、鈴木正巳法律事務所、電話03-

3294-8251)。

当社は、 1983年(昭和田年)12月に設立。 76年に協同購買組織として設立された(協)ジャ

パンギフトチェーン(同所、直近で25杜が加盟)に加盟している全国のギフト業者を主な販

路として事業を展開し、ブライダル・内祝・中元歳暮ギフトなど、食料品から繊維製品、雑

貨まで幅広く扱い、ジャパンギフトチェーンの加盟庖が約50杜あった98年3月期には年売上

高約60億円を計上していた。

しかし、その後は加盟庖の業績低迷、退会 (12社)、倒産 (13社)などから2017年3月期の年

売上高は約30億円にダウンo2017年4月からは、メモリアル事業部を立ち上げ、海洋散骨・手元

供養のサービスを開始していたものの、未回収債権の増大、一方で仕入れメーカーからの回収

条件の変更要請(手形→翌月現金)を受けるなど資金繰りは悪化していた。 2018年4月2日には

加盟庖2社の決済が困難になったことで限界となり、同日付で事業を停止し、事後処理を弁護士

に一任。その後、代理人弁護士の変更を経て、 6月20日に都内で債権者説明会を開催していた。

負債は約22億3375万円 (2018年6月18日現在判明分)。

なお、ジャパンギフトチェーンは社員総会の決議により 6月30日に解散している。

. . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 

脳梗塞を患い、 2月21日に緊急入院、退院後もしばらく

療養生活を送っていましたが、 8月20日に復帰することが

できました。闘病中は多くの方々に大変お世話になりまし

た。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

右側後頭部延髄にできた梗塞により、左半身麻庫、膜下

障害などが生じ、一時は命に関わる状況に陥った。倒れた

のが病院だ、ったことが不幸中の幸いだったのだが、発病直

後は生死の境目をさまよいながら、「なぜこんなことになっ

たのか」と自問自答を繰り返した。苛立つあまり、周囲に当たり散らすこともあったO

心境が変化したのは、 1カ月ほどたった頃だろうか。ベッドに横になっていたときにふと思い

出したフレーズがあった。「神様は超えられない試練を与えない」。境遇を悲観するばかりでは何

も変わらない。後ろ向きだった考えを改め、「必ず克服できる試練」だと前向きにとらえようと

誓った。振り返ると、これまでの人生でも周囲の人の前向きな思考が自分に大きな力を与えてく

れたことは少なくない。

約4カ月にわたるリハビリを経て、ょうやく職場復帰。調査業務にも前向きに取り組むことが

できている。これからは体とよく相談し、健康維持に気をつけながら、今度は私が周囲の方々に

思返しをする香だと思っている。 (松本支庖調査第2課岡田淳一 )
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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
をタイムリーにご覧いただくことが、できます。下記は「丁目KOKUNEWS 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=今http://www.tdb-news.com (記事詳細の閲覧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)

圃倒産・動由記事

企業コード 法人番号 ネ士 名
代表

所在地 営業種目
負債

態 オ主
(敬称略) (百万円)

400657052 4180001079797 骨射プランポート 新竹智佐子 名古屋市北区
ノベルティグッスε

900 破産手続き開始決定
卸

910053577 3030002081891 (有)スタイル 五十嵐康弘 埼玉県上里町 木造建築工事 250 自己破産申請準備

271057457 6030001073879 (械内山自動車整備工場 内 山 聡 埼玉県川口市 自動車整備 160 破産手続き開始決定

240282811 2060001016335 五葉産業側 宮 本明秀 栃木県栃木市
コンクリート二次

240 
民事再生法の適用を

製品製造 申請

240119161 7060002016032 情7佐藤菓子商 竹本光 栃木県日光市 菓子製造・小売 355 破産手続き開始決定

988900261 4010601039572 (tl)AKIRA 東 晃 司 東京都江東区
子供服リサイクル

1，019 破産手続き開始決定
ショップ

988122550 4012701003730 戸山商事側 椙羽昭 東京都東久留米市 食品スーパー経営 200 自己破産申請準備

201472772 2021002066653 プロスパ一興産伺 海藤由美子 神奈川県鎌倉市 建売住宅分譲販売 743 破産手続き開始決定

無線基地局設置工
582320128 3120901026946 骨掲リングス 渡濯健一 大阪府吹田市

事・保守
1，015 自己破産申請準備

570263753 5120101027165 側匠建 高吉範明 大阪府松原市 戸建住宅建築工事 400 自己破産申請準備

580019865 9240001023315 藤原鍛工側 藤原淳 広島県東広島市 鍛工品製造 600 自己破産申請準備

620135097 3240001038855 コトウ石油骨冊など2社 後藤公作 広島県尾道市
ガソリンスタンド

424 破産手続き開始決定
経営

690148377 6270001002005 
側キューブ表面実装

木下員言 鳥取市
電子部品用材料製

180 破産手続き開始決定
技術研究所 造

一一一一一一一一 L一一一一一

圃主な債権者判明

企業コード 法人番号 キ士 名
代表

所在地 営業種目
負債

態 様
(敬称略) (百万円)

270440724 8030001001169 (械工ム・テック 向山照愛 東京都中央区 総合建設業 25，349 
民事再生法の適用を

申請

985853701 6010001059954 (械吉野藤 荒金昌司 東京都中央区 婦人服卸 331 破産手続き開始決定

第31回第一生命サラリーマン川柳コンクールより

空き缶日 他の缶見て 格差知る

〈第三発泡亭主〉
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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4062-3TEL026-245-4688 
富士小山工場静岡県駿東郡小山町菅沼 884-1TEL0550-76-8888 
屋代ロジスティヴスセン世ー長野県千曲市大字雨宵 541ー1TEL026-272-6688 
戸富口ジスティヲスセン合一長野県千曲市大字上徳間 269TEL026-276-7500 
岐阜ロジスティクスセン安一岐阜県本巣市十四条 14 4 TEL058-320-5181 
M.WAVE東京都港医北青山2-10-21KYビル2TEL03-3404-6807 

東 京 支 庖東京都港区北青山2-10-21KYピル2TEL03-3404-6777 
大 阪 支 庖大阪市淀川区西中島4-5-1新栄ビル8FTEL06-6304-2702 
名古屋営業所名古屋市中区新栄1-37-35ITビル2FTEL052-238-6671 

仙台営業所宮域県仙台市泉E泉中央)-9-4レシュ←ル泉303号TEL022-375-3741 
長野営業所長野県千曲 rli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医北27条西4丁目 2-4 7 TEL011-700-0088 

激信州玉姫殿ク‘ループ

「すべては、お客様のために…」

Iご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、 B本の古き良さ習慣を

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。

互助会

戸11，;7)7ライフ顎

TEL 0268-25-321 4 
長野県上田市常磐城3-4-12

営 業 所長野・上回・佐久
広報センタ 長野・上回・佐久

TEL 0268-27戸4449
葬祭部 長野県上田市常磐城3・2236-2

224富州芝1J¥iH典礼宮百27真EtfEEF言語宇IJ喜手222百F
西軽井沢・南佐久

冠婚部

ベルヴィ信州顎

TEL 0268-22-1 175 
長野県上田市常磐城3】6】35

上田玉姫殿・上田迎賓館・衣裳館長野玉姫澱

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・工ー・エス/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・分電盤類・電線類・

[取扱品目]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

ES言護軍主将のベスト1¥…トナ-

新明電材株式会社
干331-0811埼宝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 

iiJiT内命日 • 埼玉県外営業所 • 
・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 浦和狭山深谷
富士見所沢秩父特販
埼玉住設 飯能 越谷

東京都

静岡県

神奈川県
千葉県

群馬県

板橋東京i主設練馬

世田谷 文京 東京電設

小平 府中 八王子

沼津
相模原 横浜

ヰ自 松戸 千葉

前橋 桐生 高崎
館林 渋 )11 伊勢崎
群馬住設

栃木県 宇都宮西

栃 木
茨城県 古河

常総
目 立
ひたちなか

山梨県 甲 府

新潟県 長同
福島県 郡山

ヤfmm引EALアレルゲ、ン&グルテンフリー食を応援!

野菜キライの子も1さくJ(ク食べちぞう!
〈アレルゲ、ン 27品目不使用〉

東宇都宮 矢板

下館 龍ケ崎
水戸 神栖

土浦 石岡
北茨城

富士吉田
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(全国・長野県)

足踏み状態続く

災害相次ぎ『北海道jr近畿Jが悪化/長野県は 2カ月
連続悪化、『製造』も伸び悩む

2018年9月

景気DIは0.1ポイント減、

2018年9月の動向:足踏み状態続く

T
D
B
景
気
動
向
調
査

2
0
1
8
年
9
月

全国 TDB景気動向調査

2018年9月の景気DIは前月比0.1ポイント

i成の49.4となり、 3カ月ぶりに悪化した。

9月の盟内景気は、台風21号により関西国際

空港が機能不全に陥ったほか、北海道胆振東部

地震が広域で停電を引き起こし、生産や出荷な

どの企業活動が制約され、個人消費やインバウ

ンドにも悪影響を及ぼした。加えて、原油高に

ともなう燃料髄格などの上昇や入手不足の深

刻化が、景況感の悪化につながった。一方で、都

市部を中心とした建設需要や復興需要が旺盛

であったことに加え、日経平地株舗が高備で推

移したことや、毘米関で自動車分野の関税引き

上げが当面回避されたことなどが、マインドにプラスに{動いた。海外では、米中双方による追

加関税の第3弾が発動された。盟内景気は、相次ぐ災害で被災地域を中心に景況惑が悪化した

一方で、旺盛者建設需要などが下支えし、定踏み状態が続いた。

(謂査対象2万3，101社、有効自答9，746杜、回答輩42.2%、調査開始2002年5月)

【景気DI(全国・長野県、グラフ中の数字は長野県のもの】
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建設業は5カ月連続で改善

前月比0.7ポイント減。 3カ月ぶりの悪化。「繊維・

繊維製品・服飾品卸売J(同2.2ポイント減)は、天

候不順による小売屈の来庖客減少が響いた。「化学品

卸売J(同l.0ポイント減)は、農薬や塗料で災害に

よる需要低迷と流通停滞がマイナス材料となり、「機械・器具卸売J(同0.8ポイント減)は、外需

の一部減速や取引先の生産調整を受けた。仕入値が上昇するなか価格転嫁が進まないとの声が聞

かれた鉄鋼卸売や石油却売を含む「鉄鋼・非鉄・鉱業製品卸売J(同1.1ポイント減)など、 9業

種中 6業種が悪化。

2018年9月 前月比

農・林・水産 43.8 ム 1.9、
金融 48.5 +1.0 /1 

建設 53.8 +0.7 /1 
不動産 50.7 ム 0.4、

製造 50.0 ム 0.2、
卸売 45.6 ム 0.7、
小売 41.6 ム 0.1、

運輸・倉庫 49.5 ム 0.8、
サービス 52.9 十0.1/4 

その他 46.3 +1.3 /1 

禽国の概襲 dぶ

台風や地震が相次ぎ悪影響広がる一方、
10業界中 6業界が悪化し、 4業界が改善した。 9

月上旬に相次いだ台風や地震による影響が一部業種

の景況感悪化につながった一方、『建設Jは5カ月連

続で改善した。

同0.8ポイント滅。 3カ月ぶりに悪化。軽油価格の上昇が続き20日年12月以来3年9カ月ぷりの

高値水準に達したほか、雇用過不足D1 (正社員)が過去最高を更新するなど人手不足の深刻化

が進み、景況感が悪化した。 7月の豪雨で中園地域の鉄道貨物輸送が打撃を受けるなか、空港閉

鎖や大規模停電などの被害が重なったことが、大きな下押し要因となった。観光客数の減少が響

いた乗用旅客自動車運送および貸切旅客自動車運送や、輸出や輸入の貨物停滞などを受けた倉庫

業や運輸付帯サービスも悪化し、業界全体で3カ月ぶりに50を下回った。

同0.7ポイント増。 5カ月連続で改善。 2年後の東京五輪やインバウンド需要の拡大基調を見据

え、首都圏および地方都市でホテル・庖舗などの建築着工や、マンション・オフィスピルの大規

模修繕が盛んなことがプラス材料となり、 2017年7月以降 1年3カ月続けて50台を維持した。平

成30年7月豪雨などにともなう災害復旧工事が活発化したほか、製造業を中心とした堅調な設備

投資も追い風となり、 3カ月連続して10業界の中でD1が最も高くなった。一方で、雇用過不足

D 1 (正社員)が過去最高となり、入手不足から受注に対応できないとの声が聞かれた。

同0.1ポイント増。 3カ月連続で改善。「リース・賃貸J(同l.7ポイント増)は、旺盛な建設投資

や復興需要を背景に、建設機械・産業機械リースが改善。「情報サービスJ(同0.6ポイント増)は、

I C T (情報通信技術)投資の活発化や人手不足がプラス材料となり、景気DIが過去最高を更新

するなど、 15業種中 8業種が改善した。一方、「飲食居J(同3.2ポイント減)は、北海道での地震お

よび停電による営業停止や食料在庫の破棄、食材の物流混乱などが響いた。「旅館・ホテルJ(同3.0

ポイント減)は、相次ぐ災害により近畿地域などで訪日外国人観光客が減少したことや競合激化を

受け、「人材派遣・紹介J(同l.2ポイント減)は派遣する人材の確保が難航し、ともに悪化した。
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「大企業jの足踏み状態続く
「大企業JI中小企業」は悪化、「小規模企業」は横ばいとなった。庖舗休業や物流網停滞など

が悪材料だ、った一方、中-小規模企業では運賃上昇や公共工事の増加は好材料となった。

規模別景気01

17年
10月 11月 12月

18年
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 前月比|

9月 1月

大企業 51.3 51.6 52.1 53.0 53.2 52.2 52.5 52.2 51.6 51.3 51.8 51.6 51.4 ム 0.2

中小企業 47.7 48.5 49.4 50.4 50.5 49.8 49.9 49.3 48.8 48.5 48.9 49.0 48.9 ム 0.1

(うち小規模企業) 46.7 47.6 48.7 49.8 49.6 49.0 49.2 48.1 48.1 47.6 48.1 48.4 48.4 0.0 

と「中小企業」が悪化、「大企業j
T
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B
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気
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不透明感強まる
今後は、企業収益の増加を背景に設備投資の好調が続くほか、世界経済の回復を受け輸出も堅

調に推移すると見込まれる。個人消費は、賃金上昇や就業者の増加を背景に2019年秋までは回復

傾向が続くと予想されるが、天候不順や原油高による食品などの物価上昇を受け消費活動が一時

的に低迷する可能性を注視する必要がある。また災害にともなう復興需要が発生するほか、東京

五輪や消費税率引き上げの駆け込み需要も景気を下支えするであろう。他方、海外は米中貿易摩

擦の激化が及ぼす影響や新興国経済の減速が懸念される。

今後は設備投資や輸出が堅調に推移し復興需要も見込まれるものの、海外リスクが高まるなか

で、国内景気は不透明感が強まりつつある。

草野県の概説

今後の見通し

く調査対象523社、有効回答233社、回答率44.6%>

景気01=51.0 前月比企0.6 I 2カ月連続悪化、『製造』が 1年 3カ月ぶりに55未満に

景気01
景気D 1は51.0となり、前月 (51.6)を0.6ポイント下回った。悪化は 2カ月連続。今年に入り、 9カ月のうち改善したのは 2
カ月だけで、悪化が7カ月と足踏み感を一段と強めている。都道府県別の順位は、前月の7位から 91立に後退したの

「大企業」は前月比1.9ポイント増の51ふ「中小企業」は同1.1ポイント減の50.9、「中小企業」のうち「小規模企業」は同2.2ポ

規模別01 イント減の51.10 2カ月続いた規模が小さいほと高い水準の状態から一転、当月は規模が大きいほど高い水準となったが、大

きな差はなかった。

『その他』を除く 9業界中、改善4業界、悪化4業界、横ばい 1業界。基幹産業の『製造』は 2カ月ぶりに悪化し54.8。景気

業界別01 回復を牽引しできた『製造lは、 2017年7月以降、 55以とを維持してきたが、今回は54.8とl年3カ月ぶりに誌を下回ったO

『建設Jは50.0と2カ月ぶりに50台に回復している。

先行き 13カ月後J52.5、16カ月後J50.1、11年後J48.0。前月比べ、 3カ月後、 lfiカ月後」は改善したが、 11年後jは悪化し|

見通し01 ている。米中貿易摩擦に対する懸念の高まりから、『製造』を中心に先行き不透明感が広がっている。

企業マインドの伸び悩みが顕著となってきた。同じ機械系製造業でも「納期対応が難しいほど繁忙」という企業がある一方|

概況
で、「生産調整が必要」とする声も複数聞かれるなど、企業により状況は大きく異なっている。自然災害の続発や燃料高騰に|

よる物流への影響も懸念されている。入手不足や仕入コストの増加といった従来からの懸念材料に加え、急激にクローズ

アップされてきたのが貿易問題υ 県内には何らかの形で輸出に関係し事業を行っている企業が多いだけに、景況感は米中対

立の行方、日米交渉の行方に左右されるものとみられる。
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NAFTA再交渉に見る

トランプ大統領の強硬姿勢

8月下旬以降、北米自由貿易協定 (NAFTA)

を巡る、米国とメキシコ、カナダの交渉が注目を

集めている。米国とメキシコの合意が示唆するポ

イントは 2つある。 1つはトランプ大統領の強硬

姿勢だ。そしてもう lつは、世界の自由貿易体制

が重大な局面を迎えていることだ。 NAFTAは、

基本的に米・カナダ・メキシコの 3カ国間の通商

協定で3カ国が一堂に会して交渉を行い合意する

必要がある。しかし、米国とメキシコは 2カ国間

の合意を急いだ。その結果、 3カ国が遵守してき

た協定は形骸化する可能性が高まった。また、米

国がメキシコと合意した内容には、数量規制と為

替条項が盛り込まれた。その意味は小さくない。

今回の合意はグローバル経済を支えてきた自

由貿易体制に禍根を残す恐れがある。日米聞に

おいても、米国は数量規制や為替条項をちらつ

かせて、有利に交渉を進めようとするだろう。わ

が国は、トランプ政権にどう対応すべきか、厳し

い状況に追い込まれる可能性が高まったとみる

べきだ。

高まるトランプ政権への警戒感
メキシコとの合意内容を受けて、カナダはトラ

ンプ政権への警戒感を高めた。米国の要求には、

カナダのメリットになる内容はあまり見られな

い。米国は、カナダの乳製品産業の保護に関する

譲歩を求めている。さらにトランプ政権は、

NAFTAが定めている違法な補助金やダンピング

の処理制度の見直しも要求している。それはカナ

ダのトルド一政権にとって簡単に許容できるもの

ではないだ、ろう。

一方、メキシコとの合意内容には、数量規制と

為替条項も含まれている。米国はメキシコとの合

;吾、に、乗用車の対米輸出が年240万台を超えると

経済評論家真壁昭夫

25%の関税をかけるという条項を含めた。メキシ

コ政府は追加関税を逃れるために数量規制を受け

入れることは避けられず、 240万台までには余地

もあるから受け入れたと見られる。 (2017年の実

績は170万台)0WTOの協定では、数量規制の導

入は関税引き上げよりも自由貿易体制を歪めると

されている。数量規制が導入された場合、企業の

自助努力では輸出を増やせなくなるため、数量規

制の導入は原則禁止されてきた。今回、トランプ

大統領はそのルールを破ることを選択した。

強まるトランプ政権の強硬姿勢
今後、 トランプ政権の強硬姿勢は一段と強まる

可能性が高まっている。今回、メキシコの政権交代

と米国の中間選挙の時期が近かったことは、両国

間の合意に大きな影響を与えた。結果的に、トラン

プ政権は韓国に続いてメキシコにも数量規制と為

替条項を譲歩させることができた。 11月の中間選

挙を控え、トランプ。氏は人気獲得を重視するだろ

う。米国からわが国への要求も強まると考えた方

がよい。わが国の安全保障において米国との同盟

関係が重要であることを考えると、米国と 1対 1

の交渉を対等に進めることは容易ではない。

当面、日米通商協議において、日本はできる限

り自国の主張を伝える努力に徹するべきだ。それ

と同時に、親日国の獲得に注力し、米国に意見を

伝えやすい状況を目指す必要がある。米国が強引

な姿勢で各国に圧力をかけている状況は、ある意

味チャンスだ。政府には、新興国向けの経済支援

や国内での規制緩和などを積極的に進めて自由貿

易の促進を目指し、アジア新興国やEPA協定を

締結したEUとの関係を一段と強化することを期

待したい。それは、わが国が自力で国際的な発言

力を高めることにつながる。


