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【店舗統廃合のお知らせ】

令和元年11月11日（月）より、北田原支

店は、田原支店と合併し、廃店となり

ますので、宜しくお願いいたします。
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　今回の取材先である株式会社Jpキュービック様は、豊川市本野ヶ原に拠点を置き、超高精度な樹脂加工などを手掛

けていらっしゃいます。提供する技術は、見る人を魅了する芸術品といっても過言でない程美しい逸品の数々です。

元々は技術分野の素人集団であったとのことですが、機械の使い方を工夫し、難加工の数々に挑戦していくことで独

自のノウハウを蓄積させ、現在ではプロ集団と呼ばれる程に成長されています。そのため、年間6000件におよぶ案件

の中の約1/3が他社様では対応不可能と呼べる案件だそうです。例え不可能と分かっていても「Jpキュービック様な

らできるかもしれない」という期待が込められた案件が数多くあり、それに対して『できない』ではなく、まずは挑

戦し、できなければその理由を探して、一つ一つ解決していく、この姿勢と技術力が多くの取引先様から信頼を寄せ

られる一つの理由だそうです。また、オンリーワンの技術を提供するために、最高な作業環境の構築と、伊藤社長様

自ら社員教育を行っておられます。会社で『脱製造業』を掲げて、製造業界に新たな風を吹かせるべく、数々の新し

い取り組みを実施し、『技術コンサルタント』を目指して、当たり前のことを人並みはずれた熱心さで実現されてい

く伊藤社長様より、事業にかける熱い想いをお伺いいたしました。

株式会社　Ｊｐキュービック 豊川北支店お取引先

 

事業内容をお話いただけますか

　弊社は、平成 13 年に豊川市で創業し、製造

業界ではまだ業歴が浅い企業と言えます。し

かし、弊社が提供する技術は、熟練工を雇用

し何十年以上も業歴を重ね続けてきた企業様

に負けないものと自負しております。

　弊社は、研究開発用のプラスチック部品の

製造販売及び技術支援、他社様では出来ない

ような樹脂・金属等の超高精度特殊加工を取

り扱っています。詳しく言うと、世の中に出

回っている大量生産されている部品や物、そ

れを生み出す金型などがいきなり製品として

できることはありません。通常、アイデア→

試作品→テスト→改良→試作品→完成などの

工程を経て世に商品が出回っていくことが多

いことは皆様ご存じかと思います。弊社は、

その工程でいう『試作品』の分野を請け負っ

ているといえます。大量生産の前工程であり、

全て『オーダーメイド』の品とも言えます。

【事業概要】

代表取締役　伊藤　雅彦

　住　所：愛知県豊川市本野ヶ原1-88

　ＴＥＬ：０５３３－２２－７５７５

　ＦＡＸ：０５３３－２２－７６７６

　Ｈ　Ｐ：http://www.jp3.co.jp/

創　　業　平成13年 5 月10日

資　　本　1,250万円

社 員 数　19名

売 上 高　3.9億円

事業内容

　・研究開発用のプラスチック部品の製造販

　　売および技術支援

　・樹脂・金属等の特殊加工
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持ち込まれるお取引先様からの要望はどれも

「他社では断られてしまったが、Ｊｐキュービッ

クさんならできると思って」が殆どです。こ

れは、弊社がお取引先様より提示される難題

ともいえる条件・難加工の全てに対し、でき

ないと断るのではなく、挑戦し顧客に対して、

商品という目に見える形で“技術”を提供し

ているためです。私が求めるのは、オンリー

ワンとも言えるＪｐキュービックだからこそ提

供できる“技術力”であり、一般的に同業他

社様が取り扱う大量生産向きの技術には関心

がありません。

　ここで、私が追及する“Jp Cubic の技術”

をご紹介いたします。

　上記は、プラスチックを弊社の切削技術を

用いて超鏡面×超透明に加工したものになり

ます。こちらは最高精度“※Ra0.005μm”を誇り、

息を呑む美しさであり、驚くほどに無色透明、

驚くほどに鮮やか光沢で最も先進的な透明、

これが弊社の誇る“超鏡面”です。まるでガ

ラスそのものと見間違える程のクオリティー

を追求しました。

　こちらは、1 つのギア製品に、超薄・超細×

超精密・超鏡面と多様な技術を盛り込み作

り上げたものであり、『あまりに凄く、スマー

トで、美しい、フェアでないほどに神秘的

な切削技術』がテーマとなります。これは、

弊社が実現する寸法精度 ±0.002mm×面粗度

Ra0.005μm の技術があってこそです。

　ご紹介したものは一例ではありますが、皆

様、弊社の加工技術は如何でしたでしょうか。

私は文字で技術の凄さを伝えるよりも、技術

を視覚から感じてもらうことを重視しており

ます。そうした方がシンプルかつ皆様に『凄

さ』、『驚き』を知ってもらえます。

伊藤社長様が考える“技術力”について

教えてください

　皆様、製造業における“技術力”とは何を持っ

て高いと言うと思いますか。それは、高性能

な機械を保持している、または高いノウハウ

を持つ熟練工を保持していることなのでしょ

うか。私は違うと考えています。機械だけ、

人だけ、どれか一つだけではダメです。では、

技術力には何が重要なのかと言うと『設備・

工具・ノウハウ』がそれぞれ揃って初めて技

術力に現れます。設備面では、一般的に出

回っているものではない、かなりハイスペッ

クなものを揃えています。また、私たちは

1/1000・1/10000nm 単位の精度を求める世界

で仕事をするため些細な誤差も許されません。

その誤差を出さないためにも、機材・機器の

素材に対して、温度変化が与える影響を考慮

して、部屋は常に一定の温度を保っておりま

す。更に、工具の取り付け具合一つとっても

人によって変わらないような仕組みを作り上

げています。そこに、他社様では対応できな

かったと言われるような難加工の数々を実現

してきたノウハウが合わさることで、オンリー

ワンと呼べる技術力を実現しています。

　ただ、私が「当社は最高の技術力を提供し

ています。」と自負していても、何を持ってこ

れを証明するのかは非常に重要なことです。

その証明をするためにも、弊社では、製品の

測定環境においては、大手企業様と同等の測

定機器の数々に加えて、弊社独自の測定手順

が合わさることで、信憑性の高い測定値を出

せるようにしています。ここでは、0.0 何㎜

と非常に細かい単位でのことであり、測定の

仕方次第で誤差は出てしまうこともあります。

そうならないためにも、オートマチックで人

の手を必要とせず、あらかじめ手順を全て決

めてあります。そうすることで測定を同じ方

法で 10 回行ったとしても測定数値の変動がほ

ぼ出ないため、信憑性が高まり、大手企業の

担当者様からもお墨付きをもらえる程の測定

精度を実現しております。

　これらを実施するにあたり大事なことは人

の感覚に頼らないことです。人はミスをする

生き物であり、複数回同じことを行い、全く

同じ結果を出し続けることは不可能と言って

良いと思います。また、作業員毎の能力差、

その日のコンディションでも生産能力・精度

等に変化が生じてしまいます。そうならない

ために、誰がやっても殆ど変わらない結果を出

し続けるには、コンピューターによる作業の

オートマチック化と、分かりやすく全てをマ

ニュアルに落とし込むことで、常にテストで

いうと90点は出せるような環境に整えています。

　

　これら弊社の高い技術力に裏打ちされる信

頼により、連日「他の会社では断られたんだ

けど・・・」の前振りがある依頼の殆どが寄

せられています。

社内体制も工夫されているそうですね

　私は、あくまで演出家・マネージャーであり、

役者は社員です。その社員が活躍するために

は、最も輝ける環境を提供し、私が誰よりも

情熱を持って導いていくことが大事だと考え

ております。提供するものは、社員の付加価

値を高められる環境、公平な人事評価、個人

を尊重した教育です。

　これらを手厚くすることで、社員１人１人

の時間あたりの付加価値が向上していきます。

　

＜社員の付加価値を高められる環境＞

　例えば、同業他社様は、熟練工が歯車製造

で汎用の手動式ボブ盤で歯車を造ると 1 時間

に 10 個掛かるのに対して、弊社の一般社員が

CNC ボブ盤を使用して 20 分程度で 10 個製造

してしまったとしたら、この社員の付加価値

は高いと言えます。これが更に、他社様では

出来ないような超高精度の歯車を製造すれば

ノウハウが蓄積されると同時に付加価値を何

倍にも膨れ上がらせることが可能です。また、

作業環境の工夫は機械だけではありません。

整理整頓という観点では全ての物を使用頻度

等に合わせて配置しています。そのため、探

す手間がかからない工夫と、職場の床掃除は

ルンバのタイマー機能を活用して社員退社後

には毎日掃除がされるため、職場内は常に清

潔な空間を保っています。

　また、製造業の現場イメージでは 3K『汚い・

臭い・きつい』があると思いますが、弊社は

製造業らしくない、オフィスをイメージした

清潔でスタイリッシュな空間に仕上げていま

す。そこでは、使用する椅子一つとっても作

業員の負担を軽減できる良い物にし、毎週 1

日接骨院の先生を呼んでのマッサージも会社

の福利厚生で社

員に実施するこ

とで、常に最高

なパフォーマン

スを発揮しても

らえるようにし

ています。

＜公平な人事評価＞

　人事評価は何処にでもある当たり前のこと

ですが、やり方一つで優秀な人材を失うこと

にもつながる企業にとって大変重要なポイン

トです。弊社では、私が評価付けをしていま

すが、そこには一切の個人的感情は入れずに、

全て実績を数値化した独自の評価システムを

用いて行っています。よく世間で耳にする、

上席の個人的感情に左右された人事評価とは

果たして企業のためになるのでしょうか。企

業は利益を計上するために活動するのに対し

て、それを怠る社員が居たとすれば、私はそ

の社員を見切っていきます。それよりも、企

業に利益貢献する社員に対して高い評価を与

えて大切にしていくことで、良い人材の流出

が抑えられ企業としても益々成長できます。

結果、必然的に良い人材のみが残る体制とな

り、社員同士にとっても働きやすい職場になっ

ていきます。

　そうして頑張って働いてもらう社員に対し

て会社として報いるために、利益が計上出来

たら決算賞与として支給するのは勿論、月の

ある一定数値を越えた場合には、その利益の

一部を貢献度合いで割り振り、現金支給もし

ています。ここで重要なのは、会社にいた時

間では無く、生産性高くどれだけ業務に貢献

できていたかが重要です。

＜個人を尊重した教育＞

　これは、社員毎に合った教育を私自身で『説

明』では無く、『説得』という姿勢で、相手に

説明して理解・納得してもらうことを念頭に

行っています。

　この『説得』にあたっては、仕事とは何か、

正社員として何をしていくことが必要なのか、

仕事の評価基準などを明確に伝えながら、私

自身がその見本となるように努めています。

誰だって口だけ達者なリーダーについて行き

たいと思う部下は居ないと思います。

　上席は部下を育てていくことが当然の仕事

ですが、そこでも重要なことがあります。そ

れは、小さな成功体験を沢山積ませて自信を

付けさせることです。そのためには、多くの

挑戦をしてもらう必要があるのですが、そこ

には『失敗』という不安が邪魔をします。私は、

『失敗』とは『何もしないこと』であると考え

ているため、社員の能力とその時の状態を考

慮して『出来る』と判断した時に背中を押し

て積極的な挑戦を促しています。社員に成功

癖が付くことで、こちらが何も言わなくても

自ら様々な事に挑戦をしていき、スキルを伸

ばしていく訳です。逆に社員が手を抜いてい

ないにも関わらず、失敗してしまったとした

ら、上席の指示または仕組みが悪かったと反

省をします。勿論、手抜きで失敗した場合に

は叱ることも必要だと思っております。

　また、『仕事』と『作業』の違いについても

必ず伝えています。私達は、加工から納期に

至るまでの“技術を使用した時間”をあくま

で部品という形にしてお金をもらっています。

ここで、決められた手順の物を繰り返し何も

考えず実施することは、工場での『作業』と

同じです。今は珍しくても、何時かは世の中

で当たり前の技術となり価値は低下していき

ます。従って『仕事』とは、その先を見据え

た新しい技術開発などであり、その『仕事』

の中に『作業』が含まれているといえます。

社員がこれを理解しているからこそ、弊社は

進化し続けていると言って良いと思います。

『脱製造業』 を目指されているそうですね

　皆様の製造業におけるイメージとは、『製造

業＝製品』とお考えの方が殆どでは無いので

しょうか。私はこのイメージを製造業におけ

るステレオタイプの考え方と思っております。

私の考える製造業とは『技術を作り販売する』

ものであるべきと考えております。現代はス

マートフォンの普及による情報社会の発展に

より、それを取り入れ得た業界などが業績を

伸ばしつつあると言えると思います。

　

　それに対して、製造業ではまだまだ昔なが

ら、『職人の技』にこだわり、自動化ができる

のに、それを導入しない姿と、技術向上を目

指さずに同業者間の価格競争を激しくさせて

いることを目にします。これでは、お互い身

を削り合うばかりです。それでしたら、自社

のオンリーワンと呼べる技術を開発して、そ

の技術を提供する方が何倍も付加価値が付き

利益も確保できると考えています。私は、そ

うした製造業の新しい在り方とビジネスモデ

ルを世に発信していきたいと考えています。

今後の展望について

　先にも述べましたが、弊社は『脱製造業』

を掲げて技術力で勝負をしております。現に、

弊社が提供する技術は他社様では真似出来な

いと自負しており、市場を独占している状態

とも言えます。そのため、価格競争もしなけ

れば、価格設定も自社基準で設定し、提供す

る技術の価格が納得いただければそのまま請

け負います。

　しかし、弊社はこのままの状態を継続する

ことはありません。顧客ニーズに技術革新の

変化は目まぐるしく、弊社もそれに対して提

供する技術を変更させていくことで、常にオ

ンリーワン技術の提供をしていきます。

　将来は、技術の開発受託と導入支援を行う

技術コンサルタント業務の提供も視野に入れ

ております。

　弊社は、元々技術分野の素人集団により立

ち上げられた業歴の新しい会社でありました

が、当時では新しい技術提供の仕組みを確立

したことで、業歴を積み重ねた職人の技術を

越えていくことができたと考えます。そこか

らは、難しい仕事を受注して機械を使いこな

し、ノウハウを蓄積させていき、集積したノ

ウハウによりチームとして会社の力を付けて

いきました。そうして出来たのが、熟練者に

依存しない堅固なシステム構築であり、今で

はお取引先様からプロ集団と呼ばれるように

なりました。

　私は『できない』ということは無いと思い

活動しております。できない理由があれば徹

底的に洗い出し、一つ一つ潰すことで、最終

的には出来るようになることが多くあります。

何も難しく考えてはいません。

　そこでは、過去の常識や固定概念、一般的

なセオリーなどは関係ありません。必要なの

は『成長』する姿勢です。この姿勢でいれば、

常にベストを更新して企業価値は高めていけ

ます。

　近い将来には、世界を相手に皆様を驚かせ

るようなことをしようと思っておりますので、

楽しみに待っていただければと思います。

社長の目指す 「Jp キュービック」 とは

　仕事のパートナーである社員が『幸せな人生

を送れる会社』を目指したいと考えています。

現在、社員の年収は 750 万円であり、入社 2～

3年目の社員でも600万円程あります。これは、

地方の中小メーカーとしては、相当高い数字と

自負しております。若くてもそれなりに高収入

で、家族との時間や自分の趣味の時間なども確

保できれば仕事も楽しいですよね。

　もしこれが、『年収 2000 万円、週休 3日、残

業なし』に変わったらどうでしょうか、サラリー

マンでも充実した楽しい生活を送ることができ

るようになると思いませんか。そのためには、

『Jp キュービックの付加価値』と『生産性』を

更に向上させて、会社収益を増加させていく

必要があります。この実現ビジョンは既に社

員にも伝えていますので、5 年後の実現を目指

しています。

　昔は、自分の市場価値の向上を目指して仕事

に取組み、技術開発の楽しさに触れて、ちょっ

としたきっかけから起業して会社経営に挑戦し

ました。順調な時期もリーマンショックの苦し

い時期も経験してきたことで、社員のありがた

みを痛感してきました。会社は収益を上げて、

社員に報いることが使命だと思います。

　これからも社員と共に不可能と言われる領域

に、妥協や限界なくチャレンジすることで、新

しい付加価値の提供をしていきます。そうして、

小さなことを積み重ねることが、進化し続ける

ただ一つの道と言えるでしょう。

代表取締役　伊藤 雅彦　氏

掲げるのは、ステレオタイプからの

  - 『脱製造業』 -
    提供するのは、あまりに凄すぎる

     - 『技術』 -



事業内容をお話いただけますか

　弊社は、平成 13 年に豊川市で創業し、製造

業界ではまだ業歴が浅い企業と言えます。し

かし、弊社が提供する技術は、熟練工を雇用

し何十年以上も業歴を重ね続けてきた企業様

に負けないものと自負しております。

　弊社は、研究開発用のプラスチック部品の

製造販売及び技術支援、他社様では出来ない

ような樹脂・金属等の超高精度特殊加工を取

り扱っています。詳しく言うと、世の中に出

回っている大量生産されている部品や物、そ

れを生み出す金型などがいきなり製品として

できることはありません。通常、アイデア→

試作品→テスト→改良→試作品→完成などの

工程を経て世に商品が出回っていくことが多

いことは皆様ご存じかと思います。弊社は、

その工程でいう『試作品』の分野を請け負っ

ているといえます。大量生産の前工程であり、

全て『オーダーメイド』の品とも言えます。

持ち込まれるお取引先様からの要望はどれも

「他社では断られてしまったが、Ｊｐキュービッ

クさんならできると思って」が殆どです。こ

れは、弊社がお取引先様より提示される難題

ともいえる条件・難加工の全てに対し、でき

ないと断るのではなく、挑戦し顧客に対して、

商品という目に見える形で“技術”を提供し

ているためです。私が求めるのは、オンリー

ワンとも言えるＪｐキュービックだからこそ提

供できる“技術力”であり、一般的に同業他

社様が取り扱う大量生産向きの技術には関心

がありません。

　ここで、私が追及する“Jp Cubic の技術”

をご紹介いたします。

　上記は、プラスチックを弊社の切削技術を

用いて超鏡面×超透明に加工したものになり

ます。こちらは最高精度“※Ra0.005μm”を誇り、

息を呑む美しさであり、驚くほどに無色透明、

驚くほどに鮮やか光沢で最も先進的な透明、

これが弊社の誇る“超鏡面”です。まるでガ

ラスそのものと見間違える程のクオリティー

を追求しました。

　こちらは、1 つのギア製品に、超薄・超細×

超精密・超鏡面と多様な技術を盛り込み作

り上げたものであり、『あまりに凄く、スマー

トで、美しい、フェアでないほどに神秘的

な切削技術』がテーマとなります。これは、

弊社が実現する寸法精度 ±0.002mm×面粗度

Ra0.005μm の技術があってこそです。

　ご紹介したものは一例ではありますが、皆

様、弊社の加工技術は如何でしたでしょうか。

私は文字で技術の凄さを伝えるよりも、技術

を視覚から感じてもらうことを重視しており

ます。そうした方がシンプルかつ皆様に『凄

さ』、『驚き』を知ってもらえます。

伊藤社長様が考える“技術力”について

教えてください

　皆様、製造業における“技術力”とは何を持っ

て高いと言うと思いますか。それは、高性能

な機械を保持している、または高いノウハウ

を持つ熟練工を保持していることなのでしょ

うか。私は違うと考えています。機械だけ、

人だけ、どれか一つだけではダメです。では、

技術力には何が重要なのかと言うと『設備・

工具・ノウハウ』がそれぞれ揃って初めて技

術力に現れます。設備面では、一般的に出

回っているものではない、かなりハイスペッ

クなものを揃えています。また、私たちは

1/1000・1/10000nm 単位の精度を求める世界

で仕事をするため些細な誤差も許されません。

その誤差を出さないためにも、機材・機器の

素材に対して、温度変化が与える影響を考慮

して、部屋は常に一定の温度を保っておりま

す。更に、工具の取り付け具合一つとっても

人によって変わらないような仕組みを作り上

げています。そこに、他社様では対応できな

かったと言われるような難加工の数々を実現

してきたノウハウが合わさることで、オンリー

ワンと呼べる技術力を実現しています。

　ただ、私が「当社は最高の技術力を提供し

ています。」と自負していても、何を持ってこ

れを証明するのかは非常に重要なことです。

その証明をするためにも、弊社では、製品の

測定環境においては、大手企業様と同等の測

定機器の数々に加えて、弊社独自の測定手順

が合わさることで、信憑性の高い測定値を出

せるようにしています。ここでは、0.0 何㎜

と非常に細かい単位でのことであり、測定の

仕方次第で誤差は出てしまうこともあります。

そうならないためにも、オートマチックで人
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の手を必要とせず、あらかじめ手順を全て決

めてあります。そうすることで測定を同じ方

法で 10 回行ったとしても測定数値の変動がほ

ぼ出ないため、信憑性が高まり、大手企業の

担当者様からもお墨付きをもらえる程の測定

精度を実現しております。

　これらを実施するにあたり大事なことは人

の感覚に頼らないことです。人はミスをする

生き物であり、複数回同じことを行い、全く

同じ結果を出し続けることは不可能と言って

良いと思います。また、作業員毎の能力差、

その日のコンディションでも生産能力・精度

等に変化が生じてしまいます。そうならない

ために、誰がやっても殆ど変わらない結果を出

し続けるには、コンピューターによる作業の

オートマチック化と、分かりやすく全てをマ

ニュアルに落とし込むことで、常にテストで

いうと90点は出せるような環境に整えています。

　

　これら弊社の高い技術力に裏打ちされる信

頼により、連日「他の会社では断られたんだ

けど・・・」の前振りがある依頼の殆どが寄

せられています。

社内体制も工夫されているそうですね

　私は、あくまで演出家・マネージャーであり、

役者は社員です。その社員が活躍するために

は、最も輝ける環境を提供し、私が誰よりも

情熱を持って導いていくことが大事だと考え

ております。提供するものは、社員の付加価

値を高められる環境、公平な人事評価、個人

を尊重した教育です。

　これらを手厚くすることで、社員１人１人

の時間あたりの付加価値が向上していきます。

　

＜社員の付加価値を高められる環境＞

　例えば、同業他社様は、熟練工が歯車製造

で汎用の手動式ボブ盤で歯車を造ると 1 時間

に 10 個掛かるのに対して、弊社の一般社員が

CNC ボブ盤を使用して 20 分程度で 10 個製造

してしまったとしたら、この社員の付加価値

は高いと言えます。これが更に、他社様では

出来ないような超高精度の歯車を製造すれば

ノウハウが蓄積されると同時に付加価値を何

倍にも膨れ上がらせることが可能です。また、

作業環境の工夫は機械だけではありません。

整理整頓という観点では全ての物を使用頻度

等に合わせて配置しています。そのため、探

す手間がかからない工夫と、職場の床掃除は

ルンバのタイマー機能を活用して社員退社後

には毎日掃除がされるため、職場内は常に清

潔な空間を保っています。

　また、製造業の現場イメージでは 3K『汚い・

臭い・きつい』があると思いますが、弊社は

製造業らしくない、オフィスをイメージした

清潔でスタイリッシュな空間に仕上げていま

す。そこでは、使用する椅子一つとっても作

業員の負担を軽減できる良い物にし、毎週 1

日接骨院の先生を呼んでのマッサージも会社

の福利厚生で社

員に実施するこ

とで、常に最高

なパフォーマン

スを発揮しても

らえるようにし

ています。

＜公平な人事評価＞

　人事評価は何処にでもある当たり前のこと

ですが、やり方一つで優秀な人材を失うこと

にもつながる企業にとって大変重要なポイン

トです。弊社では、私が評価付けをしていま

すが、そこには一切の個人的感情は入れずに、

全て実績を数値化した独自の評価システムを

用いて行っています。よく世間で耳にする、

上席の個人的感情に左右された人事評価とは

果たして企業のためになるのでしょうか。企

業は利益を計上するために活動するのに対し

て、それを怠る社員が居たとすれば、私はそ

の社員を見切っていきます。それよりも、企

業に利益貢献する社員に対して高い評価を与

えて大切にしていくことで、良い人材の流出

が抑えられ企業としても益々成長できます。

結果、必然的に良い人材のみが残る体制とな

り、社員同士にとっても働きやすい職場になっ

ていきます。

　そうして頑張って働いてもらう社員に対し

て会社として報いるために、利益が計上出来

たら決算賞与として支給するのは勿論、月の

ある一定数値を越えた場合には、その利益の

一部を貢献度合いで割り振り、現金支給もし

ています。ここで重要なのは、会社にいた時

間では無く、生産性高くどれだけ業務に貢献

できていたかが重要です。

＜個人を尊重した教育＞

　これは、社員毎に合った教育を私自身で『説

明』では無く、『説得』という姿勢で、相手に

説明して理解・納得してもらうことを念頭に

行っています。

　この『説得』にあたっては、仕事とは何か、

正社員として何をしていくことが必要なのか、

仕事の評価基準などを明確に伝えながら、私

自身がその見本となるように努めています。

誰だって口だけ達者なリーダーについて行き

たいと思う部下は居ないと思います。

　上席は部下を育てていくことが当然の仕事

ですが、そこでも重要なことがあります。そ

れは、小さな成功体験を沢山積ませて自信を

付けさせることです。そのためには、多くの

挑戦をしてもらう必要があるのですが、そこ

には『失敗』という不安が邪魔をします。私は、

『失敗』とは『何もしないこと』であると考え

ているため、社員の能力とその時の状態を考

慮して『出来る』と判断した時に背中を押し

て積極的な挑戦を促しています。社員に成功

癖が付くことで、こちらが何も言わなくても

自ら様々な事に挑戦をしていき、スキルを伸

ばしていく訳です。逆に社員が手を抜いてい

ないにも関わらず、失敗してしまったとした

ら、上席の指示または仕組みが悪かったと反

省をします。勿論、手抜きで失敗した場合に

は叱ることも必要だと思っております。

　また、『仕事』と『作業』の違いについても

必ず伝えています。私達は、加工から納期に

至るまでの“技術を使用した時間”をあくま

で部品という形にしてお金をもらっています。

ここで、決められた手順の物を繰り返し何も

考えず実施することは、工場での『作業』と

同じです。今は珍しくても、何時かは世の中

で当たり前の技術となり価値は低下していき

ます。従って『仕事』とは、その先を見据え

た新しい技術開発などであり、その『仕事』

の中に『作業』が含まれているといえます。

社員がこれを理解しているからこそ、弊社は

進化し続けていると言って良いと思います。

『脱製造業』 を目指されているそうですね

　皆様の製造業におけるイメージとは、『製造

業＝製品』とお考えの方が殆どでは無いので

しょうか。私はこのイメージを製造業におけ

るステレオタイプの考え方と思っております。

私の考える製造業とは『技術を作り販売する』

ものであるべきと考えております。現代はス

マートフォンの普及による情報社会の発展に

より、それを取り入れ得た業界などが業績を

伸ばしつつあると言えると思います。

　

　それに対して、製造業ではまだまだ昔なが

ら、『職人の技』にこだわり、自動化ができる

のに、それを導入しない姿と、技術向上を目

指さずに同業者間の価格競争を激しくさせて

いることを目にします。これでは、お互い身

を削り合うばかりです。それでしたら、自社

のオンリーワンと呼べる技術を開発して、そ

の技術を提供する方が何倍も付加価値が付き

利益も確保できると考えています。私は、そ

うした製造業の新しい在り方とビジネスモデ

ルを世に発信していきたいと考えています。

今後の展望について

　先にも述べましたが、弊社は『脱製造業』

を掲げて技術力で勝負をしております。現に、

弊社が提供する技術は他社様では真似出来な

いと自負しており、市場を独占している状態

とも言えます。そのため、価格競争もしなけ

れば、価格設定も自社基準で設定し、提供す

る技術の価格が納得いただければそのまま請

け負います。

　しかし、弊社はこのままの状態を継続する

ことはありません。顧客ニーズに技術革新の

変化は目まぐるしく、弊社もそれに対して提

供する技術を変更させていくことで、常にオ

ンリーワン技術の提供をしていきます。

　将来は、技術の開発受託と導入支援を行う

技術コンサルタント業務の提供も視野に入れ

ております。

　弊社は、元々技術分野の素人集団により立

ち上げられた業歴の新しい会社でありました

が、当時では新しい技術提供の仕組みを確立

したことで、業歴を積み重ねた職人の技術を

越えていくことができたと考えます。そこか

らは、難しい仕事を受注して機械を使いこな

し、ノウハウを蓄積させていき、集積したノ

ウハウによりチームとして会社の力を付けて

いきました。そうして出来たのが、熟練者に

依存しない堅固なシステム構築であり、今で

はお取引先様からプロ集団と呼ばれるように

なりました。

　私は『できない』ということは無いと思い

活動しております。できない理由があれば徹

底的に洗い出し、一つ一つ潰すことで、最終

的には出来るようになることが多くあります。

何も難しく考えてはいません。

　そこでは、過去の常識や固定概念、一般的

なセオリーなどは関係ありません。必要なの

は『成長』する姿勢です。この姿勢でいれば、

常にベストを更新して企業価値は高めていけ

ます。

　近い将来には、世界を相手に皆様を驚かせ

るようなことをしようと思っておりますので、

楽しみに待っていただければと思います。

社長の目指す 「Jp キュービック」 とは

　仕事のパートナーである社員が『幸せな人生

を送れる会社』を目指したいと考えています。

現在、社員の年収は 750 万円であり、入社 2～

3年目の社員でも600万円程あります。これは、

地方の中小メーカーとしては、相当高い数字と

自負しております。若くてもそれなりに高収入

で、家族との時間や自分の趣味の時間なども確

保できれば仕事も楽しいですよね。

　もしこれが、『年収 2000 万円、週休 3日、残

業なし』に変わったらどうでしょうか、サラリー

マンでも充実した楽しい生活を送ることができ

るようになると思いませんか。そのためには、

『Jp キュービックの付加価値』と『生産性』を

更に向上させて、会社収益を増加させていく

必要があります。この実現ビジョンは既に社

員にも伝えていますので、5 年後の実現を目指

しています。

　昔は、自分の市場価値の向上を目指して仕事

に取組み、技術開発の楽しさに触れて、ちょっ

としたきっかけから起業して会社経営に挑戦し

ました。順調な時期もリーマンショックの苦し

い時期も経験してきたことで、社員のありがた

みを痛感してきました。会社は収益を上げて、

社員に報いることが使命だと思います。

　これからも社員と共に不可能と言われる領域

に、妥協や限界なくチャレンジすることで、新

しい付加価値の提供をしていきます。そうして、

小さなことを積み重ねることが、進化し続ける

ただ一つの道と言えるでしょう。

※「Ra」・・・算術平均粗さ。実際の表面と平均線との差の絶対値を平均した値
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事業内容をお話いただけますか

　弊社は、平成 13 年に豊川市で創業し、製造

業界ではまだ業歴が浅い企業と言えます。し

かし、弊社が提供する技術は、熟練工を雇用

し何十年以上も業歴を重ね続けてきた企業様

に負けないものと自負しております。

　弊社は、研究開発用のプラスチック部品の

製造販売及び技術支援、他社様では出来ない

ような樹脂・金属等の超高精度特殊加工を取

り扱っています。詳しく言うと、世の中に出

回っている大量生産されている部品や物、そ

れを生み出す金型などがいきなり製品として

できることはありません。通常、アイデア→

試作品→テスト→改良→試作品→完成などの

工程を経て世に商品が出回っていくことが多

いことは皆様ご存じかと思います。弊社は、

その工程でいう『試作品』の分野を請け負っ

ているといえます。大量生産の前工程であり、

全て『オーダーメイド』の品とも言えます。

持ち込まれるお取引先様からの要望はどれも

「他社では断られてしまったが、Ｊｐキュービッ

クさんならできると思って」が殆どです。こ

れは、弊社がお取引先様より提示される難題

ともいえる条件・難加工の全てに対し、でき

ないと断るのではなく、挑戦し顧客に対して、

商品という目に見える形で“技術”を提供し

ているためです。私が求めるのは、オンリー

ワンとも言えるＪｐキュービックだからこそ提

供できる“技術力”であり、一般的に同業他

社様が取り扱う大量生産向きの技術には関心

がありません。

　ここで、私が追及する“Jp Cubic の技術”

をご紹介いたします。

　上記は、プラスチックを弊社の切削技術を

用いて超鏡面×超透明に加工したものになり

ます。こちらは最高精度“※Ra0.005μm”を誇り、

息を呑む美しさであり、驚くほどに無色透明、

驚くほどに鮮やか光沢で最も先進的な透明、

これが弊社の誇る“超鏡面”です。まるでガ

ラスそのものと見間違える程のクオリティー

を追求しました。

　こちらは、1 つのギア製品に、超薄・超細×

超精密・超鏡面と多様な技術を盛り込み作

り上げたものであり、『あまりに凄く、スマー

トで、美しい、フェアでないほどに神秘的

な切削技術』がテーマとなります。これは、

弊社が実現する寸法精度 ±0.002mm×面粗度

Ra0.005μm の技術があってこそです。

　ご紹介したものは一例ではありますが、皆

様、弊社の加工技術は如何でしたでしょうか。

私は文字で技術の凄さを伝えるよりも、技術

を視覚から感じてもらうことを重視しており

ます。そうした方がシンプルかつ皆様に『凄

さ』、『驚き』を知ってもらえます。

伊藤社長様が考える“技術力”について

教えてください

　皆様、製造業における“技術力”とは何を持っ

て高いと言うと思いますか。それは、高性能

な機械を保持している、または高いノウハウ

を持つ熟練工を保持していることなのでしょ

うか。私は違うと考えています。機械だけ、

人だけ、どれか一つだけではダメです。では、

技術力には何が重要なのかと言うと『設備・

工具・ノウハウ』がそれぞれ揃って初めて技

術力に現れます。設備面では、一般的に出

回っているものではない、かなりハイスペッ

クなものを揃えています。また、私たちは

1/1000・1/10000nm 単位の精度を求める世界

で仕事をするため些細な誤差も許されません。

その誤差を出さないためにも、機材・機器の

素材に対して、温度変化が与える影響を考慮

して、部屋は常に一定の温度を保っておりま

す。更に、工具の取り付け具合一つとっても

人によって変わらないような仕組みを作り上

げています。そこに、他社様では対応できな

かったと言われるような難加工の数々を実現

してきたノウハウが合わさることで、オンリー

ワンと呼べる技術力を実現しています。

　ただ、私が「当社は最高の技術力を提供し

ています。」と自負していても、何を持ってこ

れを証明するのかは非常に重要なことです。

その証明をするためにも、弊社では、製品の

測定環境においては、大手企業様と同等の測

定機器の数々に加えて、弊社独自の測定手順

が合わさることで、信憑性の高い測定値を出

せるようにしています。ここでは、0.0 何㎜

と非常に細かい単位でのことであり、測定の

仕方次第で誤差は出てしまうこともあります。

そうならないためにも、オートマチックで人

「検査室の様子」

「商談ルーム」

の手を必要とせず、あらかじめ手順を全て決

めてあります。そうすることで測定を同じ方

法で 10 回行ったとしても測定数値の変動がほ

ぼ出ないため、信憑性が高まり、大手企業の

担当者様からもお墨付きをもらえる程の測定

精度を実現しております。

　これらを実施するにあたり大事なことは人

の感覚に頼らないことです。人はミスをする

生き物であり、複数回同じことを行い、全く

同じ結果を出し続けることは不可能と言って

良いと思います。また、作業員毎の能力差、

その日のコンディションでも生産能力・精度

等に変化が生じてしまいます。そうならない

ために、誰がやっても殆ど変わらない結果を出

し続けるには、コンピューターによる作業の

オートマチック化と、分かりやすく全てをマ

ニュアルに落とし込むことで、常にテストで

いうと90点は出せるような環境に整えています。

　

　これら弊社の高い技術力に裏打ちされる信

頼により、連日「他の会社では断られたんだ

けど・・・」の前振りがある依頼の殆どが寄

せられています。

社内体制も工夫されているそうですね

　私は、あくまで演出家・マネージャーであり、

役者は社員です。その社員が活躍するために

は、最も輝ける環境を提供し、私が誰よりも

情熱を持って導いていくことが大事だと考え

ております。提供するものは、社員の付加価

値を高められる環境、公平な人事評価、個人

を尊重した教育です。

　これらを手厚くすることで、社員１人１人

の時間あたりの付加価値が向上していきます。

　

＜社員の付加価値を高められる環境＞

　例えば、同業他社様は、熟練工が歯車製造

で汎用の手動式ボブ盤で歯車を造ると 1 時間

に 10 個掛かるのに対して、弊社の一般社員が

CNC ボブ盤を使用して 20 分程度で 10 個製造

してしまったとしたら、この社員の付加価値

は高いと言えます。これが更に、他社様では

出来ないような超高精度の歯車を製造すれば

ノウハウが蓄積されると同時に付加価値を何

倍にも膨れ上がらせることが可能です。また、

作業環境の工夫は機械だけではありません。

整理整頓という観点では全ての物を使用頻度

等に合わせて配置しています。そのため、探

す手間がかからない工夫と、職場の床掃除は

ルンバのタイマー機能を活用して社員退社後

には毎日掃除がされるため、職場内は常に清

潔な空間を保っています。

　また、製造業の現場イメージでは 3K『汚い・

臭い・きつい』があると思いますが、弊社は

製造業らしくない、オフィスをイメージした

清潔でスタイリッシュな空間に仕上げていま

す。そこでは、使用する椅子一つとっても作

業員の負担を軽減できる良い物にし、毎週 1

日接骨院の先生を呼んでのマッサージも会社

の福利厚生で社

員に実施するこ

とで、常に最高

なパフォーマン

スを発揮しても

らえるようにし

ています。

＜公平な人事評価＞

　人事評価は何処にでもある当たり前のこと

ですが、やり方一つで優秀な人材を失うこと

にもつながる企業にとって大変重要なポイン

トです。弊社では、私が評価付けをしていま

すが、そこには一切の個人的感情は入れずに、

全て実績を数値化した独自の評価システムを

用いて行っています。よく世間で耳にする、

上席の個人的感情に左右された人事評価とは

果たして企業のためになるのでしょうか。企

業は利益を計上するために活動するのに対し

て、それを怠る社員が居たとすれば、私はそ

の社員を見切っていきます。それよりも、企

業に利益貢献する社員に対して高い評価を与

えて大切にしていくことで、良い人材の流出

が抑えられ企業としても益々成長できます。

結果、必然的に良い人材のみが残る体制とな

り、社員同士にとっても働きやすい職場になっ

ていきます。

　そうして頑張って働いてもらう社員に対し

て会社として報いるために、利益が計上出来

たら決算賞与として支給するのは勿論、月の

ある一定数値を越えた場合には、その利益の
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一部を貢献度合いで割り振り、現金支給もし

ています。ここで重要なのは、会社にいた時

間では無く、生産性高くどれだけ業務に貢献

できていたかが重要です。

＜個人を尊重した教育＞

　これは、社員毎に合った教育を私自身で『説

明』では無く、『説得』という姿勢で、相手に

説明して理解・納得してもらうことを念頭に

行っています。

　この『説得』にあたっては、仕事とは何か、

正社員として何をしていくことが必要なのか、

仕事の評価基準などを明確に伝えながら、私

自身がその見本となるように努めています。

誰だって口だけ達者なリーダーについて行き

たいと思う部下は居ないと思います。

　上席は部下を育てていくことが当然の仕事

ですが、そこでも重要なことがあります。そ

れは、小さな成功体験を沢山積ませて自信を

付けさせることです。そのためには、多くの

挑戦をしてもらう必要があるのですが、そこ

には『失敗』という不安が邪魔をします。私は、

『失敗』とは『何もしないこと』であると考え

ているため、社員の能力とその時の状態を考

慮して『出来る』と判断した時に背中を押し

て積極的な挑戦を促しています。社員に成功

癖が付くことで、こちらが何も言わなくても

自ら様々な事に挑戦をしていき、スキルを伸

ばしていく訳です。逆に社員が手を抜いてい

ないにも関わらず、失敗してしまったとした

ら、上席の指示または仕組みが悪かったと反

省をします。勿論、手抜きで失敗した場合に

は叱ることも必要だと思っております。

　また、『仕事』と『作業』の違いについても

必ず伝えています。私達は、加工から納期に

至るまでの“技術を使用した時間”をあくま

で部品という形にしてお金をもらっています。

ここで、決められた手順の物を繰り返し何も

考えず実施することは、工場での『作業』と

同じです。今は珍しくても、何時かは世の中

で当たり前の技術となり価値は低下していき

ます。従って『仕事』とは、その先を見据え

た新しい技術開発などであり、その『仕事』

の中に『作業』が含まれているといえます。

社員がこれを理解しているからこそ、弊社は

進化し続けていると言って良いと思います。

『脱製造業』 を目指されているそうですね

　皆様の製造業におけるイメージとは、『製造

業＝製品』とお考えの方が殆どでは無いので

しょうか。私はこのイメージを製造業におけ

るステレオタイプの考え方と思っております。

私の考える製造業とは『技術を作り販売する』

ものであるべきと考えております。現代はス

マートフォンの普及による情報社会の発展に

より、それを取り入れ得た業界などが業績を

伸ばしつつあると言えると思います。

　

　それに対して、製造業ではまだまだ昔なが

ら、『職人の技』にこだわり、自動化ができる

のに、それを導入しない姿と、技術向上を目

指さずに同業者間の価格競争を激しくさせて

いることを目にします。これでは、お互い身

を削り合うばかりです。それでしたら、自社

のオンリーワンと呼べる技術を開発して、そ

の技術を提供する方が何倍も付加価値が付き

利益も確保できると考えています。私は、そ

うした製造業の新しい在り方とビジネスモデ

ルを世に発信していきたいと考えています。

今後の展望について

　先にも述べましたが、弊社は『脱製造業』

を掲げて技術力で勝負をしております。現に、

弊社が提供する技術は他社様では真似出来な

いと自負しており、市場を独占している状態

とも言えます。そのため、価格競争もしなけ

れば、価格設定も自社基準で設定し、提供す

る技術の価格が納得いただければそのまま請

け負います。

　しかし、弊社はこのままの状態を継続する

ことはありません。顧客ニーズに技術革新の

変化は目まぐるしく、弊社もそれに対して提

供する技術を変更させていくことで、常にオ

ンリーワン技術の提供をしていきます。

　将来は、技術の開発受託と導入支援を行う

技術コンサルタント業務の提供も視野に入れ

ております。

　弊社は、元々技術分野の素人集団により立

ち上げられた業歴の新しい会社でありました

が、当時では新しい技術提供の仕組みを確立

したことで、業歴を積み重ねた職人の技術を

越えていくことができたと考えます。そこか

らは、難しい仕事を受注して機械を使いこな

し、ノウハウを蓄積させていき、集積したノ

ウハウによりチームとして会社の力を付けて

いきました。そうして出来たのが、熟練者に

依存しない堅固なシステム構築であり、今で

はお取引先様からプロ集団と呼ばれるように

なりました。

　私は『できない』ということは無いと思い

活動しております。できない理由があれば徹

底的に洗い出し、一つ一つ潰すことで、最終

的には出来るようになることが多くあります。

何も難しく考えてはいません。

　そこでは、過去の常識や固定概念、一般的

なセオリーなどは関係ありません。必要なの

は『成長』する姿勢です。この姿勢でいれば、

常にベストを更新して企業価値は高めていけ

ます。

　近い将来には、世界を相手に皆様を驚かせ

るようなことをしようと思っておりますので、

楽しみに待っていただければと思います。

社長の目指す 「Jp キュービック」 とは

　仕事のパートナーである社員が『幸せな人生

を送れる会社』を目指したいと考えています。

現在、社員の年収は 750 万円であり、入社 2～

3年目の社員でも600万円程あります。これは、

地方の中小メーカーとしては、相当高い数字と

自負しております。若くてもそれなりに高収入

で、家族との時間や自分の趣味の時間なども確

保できれば仕事も楽しいですよね。

　もしこれが、『年収 2000 万円、週休 3日、残

業なし』に変わったらどうでしょうか、サラリー

マンでも充実した楽しい生活を送ることができ

るようになると思いませんか。そのためには、

『Jp キュービックの付加価値』と『生産性』を

更に向上させて、会社収益を増加させていく

必要があります。この実現ビジョンは既に社

員にも伝えていますので、5 年後の実現を目指

しています。

　昔は、自分の市場価値の向上を目指して仕事

に取組み、技術開発の楽しさに触れて、ちょっ

としたきっかけから起業して会社経営に挑戦し

ました。順調な時期もリーマンショックの苦し

い時期も経験してきたことで、社員のありがた

みを痛感してきました。会社は収益を上げて、

社員に報いることが使命だと思います。

　これからも社員と共に不可能と言われる領域

に、妥協や限界なくチャレンジすることで、新

しい付加価値の提供をしていきます。そうして、

小さなことを積み重ねることが、進化し続ける

ただ一つの道と言えるでしょう。



事業内容をお話いただけますか

　弊社は、平成 13 年に豊川市で創業し、製造

業界ではまだ業歴が浅い企業と言えます。し

かし、弊社が提供する技術は、熟練工を雇用

し何十年以上も業歴を重ね続けてきた企業様

に負けないものと自負しております。

　弊社は、研究開発用のプラスチック部品の

製造販売及び技術支援、他社様では出来ない

ような樹脂・金属等の超高精度特殊加工を取

り扱っています。詳しく言うと、世の中に出

回っている大量生産されている部品や物、そ

れを生み出す金型などがいきなり製品として

できることはありません。通常、アイデア→

試作品→テスト→改良→試作品→完成などの

工程を経て世に商品が出回っていくことが多

いことは皆様ご存じかと思います。弊社は、

その工程でいう『試作品』の分野を請け負っ

ているといえます。大量生産の前工程であり、

全て『オーダーメイド』の品とも言えます。

持ち込まれるお取引先様からの要望はどれも

「他社では断られてしまったが、Ｊｐキュービッ

クさんならできると思って」が殆どです。こ

れは、弊社がお取引先様より提示される難題

ともいえる条件・難加工の全てに対し、でき

ないと断るのではなく、挑戦し顧客に対して、

商品という目に見える形で“技術”を提供し

ているためです。私が求めるのは、オンリー

ワンとも言えるＪｐキュービックだからこそ提

供できる“技術力”であり、一般的に同業他

社様が取り扱う大量生産向きの技術には関心

がありません。

　ここで、私が追及する“Jp Cubic の技術”

をご紹介いたします。

　上記は、プラスチックを弊社の切削技術を

用いて超鏡面×超透明に加工したものになり

ます。こちらは最高精度“※Ra0.005μm”を誇り、

息を呑む美しさであり、驚くほどに無色透明、

驚くほどに鮮やか光沢で最も先進的な透明、

これが弊社の誇る“超鏡面”です。まるでガ

ラスそのものと見間違える程のクオリティー

を追求しました。

　こちらは、1 つのギア製品に、超薄・超細×

超精密・超鏡面と多様な技術を盛り込み作

り上げたものであり、『あまりに凄く、スマー

トで、美しい、フェアでないほどに神秘的

な切削技術』がテーマとなります。これは、

弊社が実現する寸法精度 ±0.002mm×面粗度

Ra0.005μm の技術があってこそです。

　ご紹介したものは一例ではありますが、皆

様、弊社の加工技術は如何でしたでしょうか。

私は文字で技術の凄さを伝えるよりも、技術

を視覚から感じてもらうことを重視しており

ます。そうした方がシンプルかつ皆様に『凄

さ』、『驚き』を知ってもらえます。

伊藤社長様が考える“技術力”について

教えてください

　皆様、製造業における“技術力”とは何を持っ

て高いと言うと思いますか。それは、高性能

な機械を保持している、または高いノウハウ

を持つ熟練工を保持していることなのでしょ

うか。私は違うと考えています。機械だけ、

人だけ、どれか一つだけではダメです。では、

技術力には何が重要なのかと言うと『設備・

工具・ノウハウ』がそれぞれ揃って初めて技

術力に現れます。設備面では、一般的に出

回っているものではない、かなりハイスペッ

クなものを揃えています。また、私たちは

1/1000・1/10000nm 単位の精度を求める世界

で仕事をするため些細な誤差も許されません。

その誤差を出さないためにも、機材・機器の

素材に対して、温度変化が与える影響を考慮

して、部屋は常に一定の温度を保っておりま

す。更に、工具の取り付け具合一つとっても

人によって変わらないような仕組みを作り上

げています。そこに、他社様では対応できな

かったと言われるような難加工の数々を実現

してきたノウハウが合わさることで、オンリー

ワンと呼べる技術力を実現しています。

　ただ、私が「当社は最高の技術力を提供し

ています。」と自負していても、何を持ってこ

れを証明するのかは非常に重要なことです。

その証明をするためにも、弊社では、製品の

測定環境においては、大手企業様と同等の測

定機器の数々に加えて、弊社独自の測定手順

が合わさることで、信憑性の高い測定値を出

せるようにしています。ここでは、0.0 何㎜

と非常に細かい単位でのことであり、測定の

仕方次第で誤差は出てしまうこともあります。

そうならないためにも、オートマチックで人

「技術の高付加価値」

の手を必要とせず、あらかじめ手順を全て決

めてあります。そうすることで測定を同じ方

法で 10 回行ったとしても測定数値の変動がほ

ぼ出ないため、信憑性が高まり、大手企業の

担当者様からもお墨付きをもらえる程の測定

精度を実現しております。

　これらを実施するにあたり大事なことは人

の感覚に頼らないことです。人はミスをする

生き物であり、複数回同じことを行い、全く

同じ結果を出し続けることは不可能と言って

良いと思います。また、作業員毎の能力差、

その日のコンディションでも生産能力・精度

等に変化が生じてしまいます。そうならない

ために、誰がやっても殆ど変わらない結果を出

し続けるには、コンピューターによる作業の

オートマチック化と、分かりやすく全てをマ

ニュアルに落とし込むことで、常にテストで

いうと90点は出せるような環境に整えています。

　

　これら弊社の高い技術力に裏打ちされる信

頼により、連日「他の会社では断られたんだ

けど・・・」の前振りがある依頼の殆どが寄

せられています。

社内体制も工夫されているそうですね

　私は、あくまで演出家・マネージャーであり、

役者は社員です。その社員が活躍するために

は、最も輝ける環境を提供し、私が誰よりも

情熱を持って導いていくことが大事だと考え

ております。提供するものは、社員の付加価

値を高められる環境、公平な人事評価、個人

を尊重した教育です。

　これらを手厚くすることで、社員１人１人

の時間あたりの付加価値が向上していきます。

　

＜社員の付加価値を高められる環境＞

　例えば、同業他社様は、熟練工が歯車製造

で汎用の手動式ボブ盤で歯車を造ると 1 時間

に 10 個掛かるのに対して、弊社の一般社員が

CNC ボブ盤を使用して 20 分程度で 10 個製造

してしまったとしたら、この社員の付加価値

は高いと言えます。これが更に、他社様では

出来ないような超高精度の歯車を製造すれば

ノウハウが蓄積されると同時に付加価値を何

倍にも膨れ上がらせることが可能です。また、

作業環境の工夫は機械だけではありません。

整理整頓という観点では全ての物を使用頻度

等に合わせて配置しています。そのため、探

す手間がかからない工夫と、職場の床掃除は

ルンバのタイマー機能を活用して社員退社後

には毎日掃除がされるため、職場内は常に清

潔な空間を保っています。

　また、製造業の現場イメージでは 3K『汚い・

臭い・きつい』があると思いますが、弊社は

製造業らしくない、オフィスをイメージした

清潔でスタイリッシュな空間に仕上げていま

す。そこでは、使用する椅子一つとっても作

業員の負担を軽減できる良い物にし、毎週 1

日接骨院の先生を呼んでのマッサージも会社

の福利厚生で社

員に実施するこ

とで、常に最高

なパフォーマン

スを発揮しても

らえるようにし

ています。

＜公平な人事評価＞

　人事評価は何処にでもある当たり前のこと

ですが、やり方一つで優秀な人材を失うこと

にもつながる企業にとって大変重要なポイン

トです。弊社では、私が評価付けをしていま

すが、そこには一切の個人的感情は入れずに、

全て実績を数値化した独自の評価システムを

用いて行っています。よく世間で耳にする、

上席の個人的感情に左右された人事評価とは

果たして企業のためになるのでしょうか。企

業は利益を計上するために活動するのに対し

て、それを怠る社員が居たとすれば、私はそ

の社員を見切っていきます。それよりも、企

業に利益貢献する社員に対して高い評価を与

えて大切にしていくことで、良い人材の流出

が抑えられ企業としても益々成長できます。

結果、必然的に良い人材のみが残る体制とな

り、社員同士にとっても働きやすい職場になっ

ていきます。

　そうして頑張って働いてもらう社員に対し

て会社として報いるために、利益が計上出来

たら決算賞与として支給するのは勿論、月の

ある一定数値を越えた場合には、その利益の

一部を貢献度合いで割り振り、現金支給もし

ています。ここで重要なのは、会社にいた時

間では無く、生産性高くどれだけ業務に貢献

できていたかが重要です。

＜個人を尊重した教育＞

　これは、社員毎に合った教育を私自身で『説

明』では無く、『説得』という姿勢で、相手に

説明して理解・納得してもらうことを念頭に

行っています。

　この『説得』にあたっては、仕事とは何か、

正社員として何をしていくことが必要なのか、

仕事の評価基準などを明確に伝えながら、私

自身がその見本となるように努めています。

誰だって口だけ達者なリーダーについて行き

たいと思う部下は居ないと思います。

　上席は部下を育てていくことが当然の仕事

ですが、そこでも重要なことがあります。そ

れは、小さな成功体験を沢山積ませて自信を

付けさせることです。そのためには、多くの

挑戦をしてもらう必要があるのですが、そこ

には『失敗』という不安が邪魔をします。私は、

『失敗』とは『何もしないこと』であると考え

ているため、社員の能力とその時の状態を考

慮して『出来る』と判断した時に背中を押し

て積極的な挑戦を促しています。社員に成功

癖が付くことで、こちらが何も言わなくても

自ら様々な事に挑戦をしていき、スキルを伸

ばしていく訳です。逆に社員が手を抜いてい

ないにも関わらず、失敗してしまったとした

ら、上席の指示または仕組みが悪かったと反

省をします。勿論、手抜きで失敗した場合に

は叱ることも必要だと思っております。

　また、『仕事』と『作業』の違いについても

必ず伝えています。私達は、加工から納期に

至るまでの“技術を使用した時間”をあくま

で部品という形にしてお金をもらっています。

ここで、決められた手順の物を繰り返し何も

考えず実施することは、工場での『作業』と

同じです。今は珍しくても、何時かは世の中

で当たり前の技術となり価値は低下していき

ます。従って『仕事』とは、その先を見据え

た新しい技術開発などであり、その『仕事』

の中に『作業』が含まれているといえます。

社員がこれを理解しているからこそ、弊社は

進化し続けていると言って良いと思います。

『脱製造業』 を目指されているそうですね

　皆様の製造業におけるイメージとは、『製造

業＝製品』とお考えの方が殆どでは無いので

しょうか。私はこのイメージを製造業におけ

るステレオタイプの考え方と思っております。

私の考える製造業とは『技術を作り販売する』

ものであるべきと考えております。現代はス

マートフォンの普及による情報社会の発展に

より、それを取り入れ得た業界などが業績を

伸ばしつつあると言えると思います。

　

　それに対して、製造業ではまだまだ昔なが

ら、『職人の技』にこだわり、自動化ができる

のに、それを導入しない姿と、技術向上を目

指さずに同業者間の価格競争を激しくさせて

いることを目にします。これでは、お互い身

を削り合うばかりです。それでしたら、自社

のオンリーワンと呼べる技術を開発して、そ

の技術を提供する方が何倍も付加価値が付き

利益も確保できると考えています。私は、そ

うした製造業の新しい在り方とビジネスモデ

ルを世に発信していきたいと考えています。

今後の展望について

　先にも述べましたが、弊社は『脱製造業』

を掲げて技術力で勝負をしております。現に、

弊社が提供する技術は他社様では真似出来な

いと自負しており、市場を独占している状態

とも言えます。そのため、価格競争もしなけ

れば、価格設定も自社基準で設定し、提供す

る技術の価格が納得いただければそのまま請

け負います。

　しかし、弊社はこのままの状態を継続する

ことはありません。顧客ニーズに技術革新の

変化は目まぐるしく、弊社もそれに対して提

供する技術を変更させていくことで、常にオ

ンリーワン技術の提供をしていきます。

　将来は、技術の開発受託と導入支援を行う

技術コンサルタント業務の提供も視野に入れ

ております。

　弊社は、元々技術分野の素人集団により立

ち上げられた業歴の新しい会社でありました

が、当時では新しい技術提供の仕組みを確立

したことで、業歴を積み重ねた職人の技術を
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越えていくことができたと考えます。そこか

らは、難しい仕事を受注して機械を使いこな

し、ノウハウを蓄積させていき、集積したノ

ウハウによりチームとして会社の力を付けて

いきました。そうして出来たのが、熟練者に

依存しない堅固なシステム構築であり、今で

はお取引先様からプロ集団と呼ばれるように

なりました。

　私は『できない』ということは無いと思い

活動しております。できない理由があれば徹

底的に洗い出し、一つ一つ潰すことで、最終

的には出来るようになることが多くあります。

何も難しく考えてはいません。

　そこでは、過去の常識や固定概念、一般的

なセオリーなどは関係ありません。必要なの

は『成長』する姿勢です。この姿勢でいれば、

常にベストを更新して企業価値は高めていけ

ます。

　近い将来には、世界を相手に皆様を驚かせ

るようなことをしようと思っておりますので、

楽しみに待っていただければと思います。

社長の目指す 「Jp キュービック」 とは

　仕事のパートナーである社員が『幸せな人生

を送れる会社』を目指したいと考えています。

現在、社員の年収は 750 万円であり、入社 2～

3年目の社員でも600万円程あります。これは、

地方の中小メーカーとしては、相当高い数字と

自負しております。若くてもそれなりに高収入

で、家族との時間や自分の趣味の時間なども確

保できれば仕事も楽しいですよね。

　もしこれが、『年収 2000 万円、週休 3日、残

業なし』に変わったらどうでしょうか、サラリー

マンでも充実した楽しい生活を送ることができ

るようになると思いませんか。そのためには、

『Jp キュービックの付加価値』と『生産性』を

更に向上させて、会社収益を増加させていく

必要があります。この実現ビジョンは既に社

員にも伝えていますので、5 年後の実現を目指

しています。

　昔は、自分の市場価値の向上を目指して仕事

に取組み、技術開発の楽しさに触れて、ちょっ

としたきっかけから起業して会社経営に挑戦し

ました。順調な時期もリーマンショックの苦し

い時期も経験してきたことで、社員のありがた

みを痛感してきました。会社は収益を上げて、

社員に報いることが使命だと思います。

　これからも社員と共に不可能と言われる領域

に、妥協や限界なくチャレンジすることで、新

しい付加価値の提供をしていきます。そうして、

小さなことを積み重ねることが、進化し続ける

ただ一つの道と言えるでしょう。



事業内容をお話いただけますか

　弊社は、平成 13 年に豊川市で創業し、製造

業界ではまだ業歴が浅い企業と言えます。し

かし、弊社が提供する技術は、熟練工を雇用

し何十年以上も業歴を重ね続けてきた企業様

に負けないものと自負しております。

　弊社は、研究開発用のプラスチック部品の

製造販売及び技術支援、他社様では出来ない

ような樹脂・金属等の超高精度特殊加工を取

り扱っています。詳しく言うと、世の中に出

回っている大量生産されている部品や物、そ

れを生み出す金型などがいきなり製品として

できることはありません。通常、アイデア→

試作品→テスト→改良→試作品→完成などの

工程を経て世に商品が出回っていくことが多

いことは皆様ご存じかと思います。弊社は、

その工程でいう『試作品』の分野を請け負っ

ているといえます。大量生産の前工程であり、

全て『オーダーメイド』の品とも言えます。

持ち込まれるお取引先様からの要望はどれも

「他社では断られてしまったが、Ｊｐキュービッ

クさんならできると思って」が殆どです。こ

れは、弊社がお取引先様より提示される難題

ともいえる条件・難加工の全てに対し、でき

ないと断るのではなく、挑戦し顧客に対して、

商品という目に見える形で“技術”を提供し

ているためです。私が求めるのは、オンリー

ワンとも言えるＪｐキュービックだからこそ提

供できる“技術力”であり、一般的に同業他

社様が取り扱う大量生産向きの技術には関心

がありません。

　ここで、私が追及する“Jp Cubic の技術”

をご紹介いたします。

　上記は、プラスチックを弊社の切削技術を

用いて超鏡面×超透明に加工したものになり

ます。こちらは最高精度“※Ra0.005μm”を誇り、

息を呑む美しさであり、驚くほどに無色透明、

驚くほどに鮮やか光沢で最も先進的な透明、

これが弊社の誇る“超鏡面”です。まるでガ

ラスそのものと見間違える程のクオリティー

を追求しました。

　こちらは、1 つのギア製品に、超薄・超細×

超精密・超鏡面と多様な技術を盛り込み作

り上げたものであり、『あまりに凄く、スマー

トで、美しい、フェアでないほどに神秘的

な切削技術』がテーマとなります。これは、

弊社が実現する寸法精度 ±0.002mm×面粗度

Ra0.005μm の技術があってこそです。

　ご紹介したものは一例ではありますが、皆

様、弊社の加工技術は如何でしたでしょうか。

私は文字で技術の凄さを伝えるよりも、技術

を視覚から感じてもらうことを重視しており

ます。そうした方がシンプルかつ皆様に『凄

さ』、『驚き』を知ってもらえます。

伊藤社長様が考える“技術力”について

教えてください

　皆様、製造業における“技術力”とは何を持っ

て高いと言うと思いますか。それは、高性能

な機械を保持している、または高いノウハウ

を持つ熟練工を保持していることなのでしょ

うか。私は違うと考えています。機械だけ、

人だけ、どれか一つだけではダメです。では、

技術力には何が重要なのかと言うと『設備・

工具・ノウハウ』がそれぞれ揃って初めて技

術力に現れます。設備面では、一般的に出

回っているものではない、かなりハイスペッ

クなものを揃えています。また、私たちは

1/1000・1/10000nm 単位の精度を求める世界

で仕事をするため些細な誤差も許されません。

その誤差を出さないためにも、機材・機器の

素材に対して、温度変化が与える影響を考慮

して、部屋は常に一定の温度を保っておりま

す。更に、工具の取り付け具合一つとっても

人によって変わらないような仕組みを作り上

げています。そこに、他社様では対応できな

かったと言われるような難加工の数々を実現

してきたノウハウが合わさることで、オンリー

ワンと呼べる技術力を実現しています。

　ただ、私が「当社は最高の技術力を提供し

ています。」と自負していても、何を持ってこ

れを証明するのかは非常に重要なことです。

その証明をするためにも、弊社では、製品の

測定環境においては、大手企業様と同等の測

定機器の数々に加えて、弊社独自の測定手順

が合わさることで、信憑性の高い測定値を出

せるようにしています。ここでは、0.0 何㎜

と非常に細かい単位でのことであり、測定の

仕方次第で誤差は出てしまうこともあります。

そうならないためにも、オートマチックで人

の手を必要とせず、あらかじめ手順を全て決

めてあります。そうすることで測定を同じ方

法で 10 回行ったとしても測定数値の変動がほ

ぼ出ないため、信憑性が高まり、大手企業の

担当者様からもお墨付きをもらえる程の測定

精度を実現しております。

　これらを実施するにあたり大事なことは人

の感覚に頼らないことです。人はミスをする

生き物であり、複数回同じことを行い、全く

同じ結果を出し続けることは不可能と言って

良いと思います。また、作業員毎の能力差、

その日のコンディションでも生産能力・精度

等に変化が生じてしまいます。そうならない

ために、誰がやっても殆ど変わらない結果を出

し続けるには、コンピューターによる作業の

オートマチック化と、分かりやすく全てをマ

ニュアルに落とし込むことで、常にテストで

いうと90点は出せるような環境に整えています。

　

　これら弊社の高い技術力に裏打ちされる信

頼により、連日「他の会社では断られたんだ

けど・・・」の前振りがある依頼の殆どが寄

せられています。

社内体制も工夫されているそうですね

　私は、あくまで演出家・マネージャーであり、

役者は社員です。その社員が活躍するために

は、最も輝ける環境を提供し、私が誰よりも

情熱を持って導いていくことが大事だと考え

ております。提供するものは、社員の付加価

値を高められる環境、公平な人事評価、個人

を尊重した教育です。

　これらを手厚くすることで、社員１人１人

の時間あたりの付加価値が向上していきます。

　

＜社員の付加価値を高められる環境＞

　例えば、同業他社様は、熟練工が歯車製造

で汎用の手動式ボブ盤で歯車を造ると 1 時間

に 10 個掛かるのに対して、弊社の一般社員が

CNC ボブ盤を使用して 20 分程度で 10 個製造

してしまったとしたら、この社員の付加価値

は高いと言えます。これが更に、他社様では

出来ないような超高精度の歯車を製造すれば

ノウハウが蓄積されると同時に付加価値を何

倍にも膨れ上がらせることが可能です。また、

作業環境の工夫は機械だけではありません。

整理整頓という観点では全ての物を使用頻度

等に合わせて配置しています。そのため、探

す手間がかからない工夫と、職場の床掃除は

ルンバのタイマー機能を活用して社員退社後

には毎日掃除がされるため、職場内は常に清

潔な空間を保っています。

　また、製造業の現場イメージでは 3K『汚い・

臭い・きつい』があると思いますが、弊社は

製造業らしくない、オフィスをイメージした

清潔でスタイリッシュな空間に仕上げていま

す。そこでは、使用する椅子一つとっても作

業員の負担を軽減できる良い物にし、毎週 1

日接骨院の先生を呼んでのマッサージも会社

の福利厚生で社

員に実施するこ

とで、常に最高

なパフォーマン

スを発揮しても

らえるようにし

ています。

＜公平な人事評価＞

　人事評価は何処にでもある当たり前のこと

ですが、やり方一つで優秀な人材を失うこと

にもつながる企業にとって大変重要なポイン

トです。弊社では、私が評価付けをしていま

すが、そこには一切の個人的感情は入れずに、

全て実績を数値化した独自の評価システムを

用いて行っています。よく世間で耳にする、

上席の個人的感情に左右された人事評価とは

果たして企業のためになるのでしょうか。企

業は利益を計上するために活動するのに対し

て、それを怠る社員が居たとすれば、私はそ

の社員を見切っていきます。それよりも、企

業に利益貢献する社員に対して高い評価を与

えて大切にしていくことで、良い人材の流出

が抑えられ企業としても益々成長できます。

結果、必然的に良い人材のみが残る体制とな

り、社員同士にとっても働きやすい職場になっ

ていきます。

　そうして頑張って働いてもらう社員に対し

て会社として報いるために、利益が計上出来

たら決算賞与として支給するのは勿論、月の

ある一定数値を越えた場合には、その利益の

一部を貢献度合いで割り振り、現金支給もし

ています。ここで重要なのは、会社にいた時

間では無く、生産性高くどれだけ業務に貢献

できていたかが重要です。

＜個人を尊重した教育＞

　これは、社員毎に合った教育を私自身で『説

明』では無く、『説得』という姿勢で、相手に

説明して理解・納得してもらうことを念頭に

行っています。

　この『説得』にあたっては、仕事とは何か、

正社員として何をしていくことが必要なのか、

仕事の評価基準などを明確に伝えながら、私

自身がその見本となるように努めています。

誰だって口だけ達者なリーダーについて行き

たいと思う部下は居ないと思います。

　上席は部下を育てていくことが当然の仕事

ですが、そこでも重要なことがあります。そ

れは、小さな成功体験を沢山積ませて自信を

付けさせることです。そのためには、多くの

挑戦をしてもらう必要があるのですが、そこ

には『失敗』という不安が邪魔をします。私は、

『失敗』とは『何もしないこと』であると考え

ているため、社員の能力とその時の状態を考

慮して『出来る』と判断した時に背中を押し

て積極的な挑戦を促しています。社員に成功

癖が付くことで、こちらが何も言わなくても

自ら様々な事に挑戦をしていき、スキルを伸

ばしていく訳です。逆に社員が手を抜いてい

ないにも関わらず、失敗してしまったとした

ら、上席の指示または仕組みが悪かったと反

省をします。勿論、手抜きで失敗した場合に

は叱ることも必要だと思っております。

　また、『仕事』と『作業』の違いについても

必ず伝えています。私達は、加工から納期に

至るまでの“技術を使用した時間”をあくま

で部品という形にしてお金をもらっています。

ここで、決められた手順の物を繰り返し何も

考えず実施することは、工場での『作業』と

同じです。今は珍しくても、何時かは世の中

で当たり前の技術となり価値は低下していき

ます。従って『仕事』とは、その先を見据え

た新しい技術開発などであり、その『仕事』

の中に『作業』が含まれているといえます。

社員がこれを理解しているからこそ、弊社は

進化し続けていると言って良いと思います。

『脱製造業』 を目指されているそうですね

　皆様の製造業におけるイメージとは、『製造

業＝製品』とお考えの方が殆どでは無いので

しょうか。私はこのイメージを製造業におけ

るステレオタイプの考え方と思っております。

私の考える製造業とは『技術を作り販売する』

ものであるべきと考えております。現代はス

マートフォンの普及による情報社会の発展に

より、それを取り入れ得た業界などが業績を

伸ばしつつあると言えると思います。

　

　それに対して、製造業ではまだまだ昔なが

ら、『職人の技』にこだわり、自動化ができる

のに、それを導入しない姿と、技術向上を目

指さずに同業者間の価格競争を激しくさせて

いることを目にします。これでは、お互い身

を削り合うばかりです。それでしたら、自社

のオンリーワンと呼べる技術を開発して、そ

の技術を提供する方が何倍も付加価値が付き

利益も確保できると考えています。私は、そ

うした製造業の新しい在り方とビジネスモデ

ルを世に発信していきたいと考えています。

今後の展望について

　先にも述べましたが、弊社は『脱製造業』

を掲げて技術力で勝負をしております。現に、

弊社が提供する技術は他社様では真似出来な

いと自負しており、市場を独占している状態

とも言えます。そのため、価格競争もしなけ

れば、価格設定も自社基準で設定し、提供す

る技術の価格が納得いただければそのまま請

け負います。

　しかし、弊社はこのままの状態を継続する

ことはありません。顧客ニーズに技術革新の

変化は目まぐるしく、弊社もそれに対して提

供する技術を変更させていくことで、常にオ

ンリーワン技術の提供をしていきます。

　将来は、技術の開発受託と導入支援を行う

技術コンサルタント業務の提供も視野に入れ

ております。

　弊社は、元々技術分野の素人集団により立

ち上げられた業歴の新しい会社でありました

が、当時では新しい技術提供の仕組みを確立

したことで、業歴を積み重ねた職人の技術を
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越えていくことができたと考えます。そこか

らは、難しい仕事を受注して機械を使いこな

し、ノウハウを蓄積させていき、集積したノ

ウハウによりチームとして会社の力を付けて

いきました。そうして出来たのが、熟練者に

依存しない堅固なシステム構築であり、今で

はお取引先様からプロ集団と呼ばれるように

なりました。

　私は『できない』ということは無いと思い

活動しております。できない理由があれば徹

底的に洗い出し、一つ一つ潰すことで、最終

的には出来るようになることが多くあります。

何も難しく考えてはいません。

　そこでは、過去の常識や固定概念、一般的

なセオリーなどは関係ありません。必要なの

は『成長』する姿勢です。この姿勢でいれば、

常にベストを更新して企業価値は高めていけ

ます。

　近い将来には、世界を相手に皆様を驚かせ

るようなことをしようと思っておりますので、

楽しみに待っていただければと思います。

社長の目指す 「Jp キュービック」 とは

　仕事のパートナーである社員が『幸せな人生

を送れる会社』を目指したいと考えています。

現在、社員の年収は 750 万円であり、入社 2～

3年目の社員でも600万円程あります。これは、

地方の中小メーカーとしては、相当高い数字と

自負しております。若くてもそれなりに高収入

で、家族との時間や自分の趣味の時間なども確

保できれば仕事も楽しいですよね。

　もしこれが、『年収 2000 万円、週休 3日、残

業なし』に変わったらどうでしょうか、サラリー

マンでも充実した楽しい生活を送ることができ

るようになると思いませんか。そのためには、

『Jp キュービックの付加価値』と『生産性』を

更に向上させて、会社収益を増加させていく

必要があります。この実現ビジョンは既に社

員にも伝えていますので、5 年後の実現を目指

しています。

　昔は、自分の市場価値の向上を目指して仕事

に取組み、技術開発の楽しさに触れて、ちょっ

としたきっかけから起業して会社経営に挑戦し

ました。順調な時期もリーマンショックの苦し

い時期も経験してきたことで、社員のありがた

みを痛感してきました。会社は収益を上げて、

社員に報いることが使命だと思います。

　これからも社員と共に不可能と言われる領域

に、妥協や限界なくチャレンジすることで、新

しい付加価値の提供をしていきます。そうして、

小さなことを積み重ねることが、進化し続ける

ただ一つの道と言えるでしょう。

令和元年１１月記

地域振興部　山田　未沙

取材にあたって

　今回の取材でまず驚いたことは、製造業

とは思えない会社の外観からでした。入口

も何処かのカフェのようなドアに、中に

入って広がるのはお洒落な空間であり、本

当に工場に足を踏み入れたのか分からな

かった程です。

　それから、取材の際にお邪魔した商談

ルームには、あまりにも凄くて魅入ってし

まうような、作品の数々が展示されていま

した。これは、写真ではなく、是非実物を

見てもらいたいと思う程でした。

　見学した工場内には数々の工夫があり、

社員さんにとって働きやすい職場となって

おり、これが高い生産性を打ち出す秘訣だ

と感じました。

　他にも、建物には社長様の遊び心が見受

けられる仕様もありました。

　誰よりも熱く、誰よりも努力する社長様

の姿勢には感動するばかりで、高いカリス

マ性を感じる程でした。社員さんがそれに

ついて行く姿が目に浮かびました。これか

らのJpキュービック様のご活躍が楽しみで

あります。

　最後に、貴重なお話を聞かせていただい

た伊藤社長様に、心よりお礼申し上げま

す。貴社の益々のご発展を祈念いたしま

す。

おしゃれな社屋

秘密のドアに見立てた

倉庫のドア



養老保険と定期保険の保険料支払時の取扱い
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　会社を経営するにあたり、将来の保証確保や財務体質強化､福利厚生、将来の退職金支払いなどに対
して保険を利用する場合が多くみられます。法人が利用する保険契約として、養老保険と定期保険があ
りますが、保険契約の内容により支払保険料の処理方法が異なり、支払保険料の全額が損金とならない
場合があります。今回は、養老保険と定期保険の保険料支払時の取扱いについて説明します。
　
１．養老保険
　養老保険は、満期時に生存している場合、死亡保険金と同額の満期保険金を受取ることができるた
め、一定期間において死亡に備えながら資産形成を行うことができる保険となっております。養老保険
の支払保険料に対する税務上の取扱いは、保険金の受取人により異なり、以下の通りとなります。

（注）特定の者のみを被保険者としている場合は損金算入部分は給与課税となります。
　
２．定期保険
　定期保険は、保険期間終了時の満期保険金が無く掛捨保険となります。しかし、保険期間終了前に中途
解約することにより、解約返戻金が戻ってくるものがあります。定期保険の支払保険料の取扱いは令和元
年 7月 8日以後に契約されたものについては改正されており、改正後の取扱いは以下の通りとなります。

（注）年換算保険料相当額が30万円以下の保険に係る保険料については、全額損金算入となります。

　定期保険については、過度な節税に対する対策として本年度に改正が行われました。従来の保険契約
に関しては、改正前の処理が可能となっておりますが、今後の契約に関しては改正後の処理が必要とな
りますので注意が必要となります。保険については、様々な保険商品があり、保険の内容によって処理
方法が異なりますので、新規の保険契約時には保険会社及び税理士等の専門家と十分な検討を行うこと
が重要となります。

税理士法人しんぎ



中小企業のIT導入阻害要因②
株式会社エフアンドエム　中小企業総合研究所

　中小企業総合研究所では、実際の企業運営に役立てていただくべく、幅広い情報をレポート形式

でご案内しています。

　さて、第11回は、前回に引き続き「中小企業のIT導入阻害要因」についてお送りします。

　株式会社エフアンドエムでは、IT導入を阻害する要因を先行分析より抽出し、エフアンドエムク

ラブ会員企業にアンケート調査を実施しました。その上で、ITを導入している中小企業とそうでな

い中小企業を区分し、中小企業のIT導入を阻害する要因を考察します。

　１. 調査概要

　調 査 期 間：平成30年12月11日～同年12月28日

　調 査 対 象：エフアンドエムクラブ会員企業

※エフアンドエムクラブ会員とは、エフアンドエムから中小企業向け管理部門支援サービ

スを受けている企業

　有効回答数：605社

　調査エリア：全国

　２. 調査結果②
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　IT導入の進み具合とIT販売会社の選定について確認しました。IT投資ができている企業の

68.7%が、複数のIT販売会社を比較・検討の上で選定していると回答しています。IT投資がで

きている企業もできていない企業も、特定のIT販売会社に依頼している企業は一定数あります

が、割合としては 2 割から 3 割程度です。IT導入に踏み切るタイミングでは、複数のIT販売会

社を比較・検討することが重要な要素になりそうです。

　必要性は感じているがIT投資はできていない企業に対して、ITにより解決できる業務課題を

把握しているかを調査しました。結果は、正確に把握している企業は 4 %、なんとなく把握し

ている企業は60%、把握できていない企業が36%でした。IT投資ができていない企業の約96%が

正確に把握できていないことになります。正確に把握することができなければ、IT導入に対し

て慎重になってしまいますし、仮にIT導入したとしても、それによる効果の有無を測定するこ

とができません。IT導入を阻害してしまっている要因の一つとして、自社の業務フローにおけ

る問題点を正確に把握できていないことが挙げられるのではないでしょうか。

　３. まとめ②

　以上のアンケート結果を通して、中小企業のIT導入阻害要因が四つ浮かび上がってきます。

　一つ目は経営者のIT導入についての考え方、二つ目はIT専任担当者/推進者の有無です。こ

れらについては前回のレポートで採り上げています。

　三つ目は、複数のIT販売会社を比較・検討しているか否かです。IT導入している企業の多く

は複数のIT販売会社と接点があり、比較・検討した上で導入しています。これまで接点のある

IT販売会社だけで、自社に完璧に合うITツールに出会えることは稀ではないでしょうか。導入

時に複数のIT販売会社を比較・検討する方が、自社により適合したITツールを選択できる可能

性が高まるといえるでしょう。

　四つ目は、ITツールによって解決可能な自社の業務課題を正確に把握できているか否かで

す。IT導入できていない企業の中で、正確に把握できていると回答した企業はわずか4 %でし

た。IT導入に踏み切る過程では、そのITツールが自社にとって有益なものかを判断する必要が

あります。しかしながら、自社の業務課題が正確に把握できていなければ、ITツールの効果を

判断するのは難しいものです。また、なんとなく把握している段階でIT投資に踏み切ったとし

ても、効果測定をすることすら難しいでしょう。IT導入に踏み切れない中小企業がまずやるべ

きことは、それによって解決可能な業務課題を正確に把握することではないでしょうか。

　４. 今後の課題

　ここまで、IT導入に踏み切れない企業とすでにIT導入している企業との間でどのような差が

あるのかについて、アンケート結果をもとに比較・検討を行ってきました。

　以上とは別に、IT投資を行っている企業のみを対象として、ITをどのくらい活用できている

かについてもアンケートを実施しました。

　結果は、十分に活用できていると回答した企業は52%存在する一方で、あまり活用できてい

ないと回答した39%、活用できているかどうか不明と回答した9 %と合わせて48%もの企業が、

IT導入後に活用することができていないと回答しました。

　この点に関して、本調査では深く掘り下げることができていません。しかし、先述の「IT導

入できていない企業はITにより解決できる業務課題が把握できていない」という点が、IT活用

の阻害要因にもなっているのではないかと推測します。また、ITが企業の業務フローに介在し

利用されるためには、経営者やIT専任担当者/推進者以外に、そのITを実際に活用する従業員

の協力が不可欠です。IT活用に関してリーダーシップを発揮してくれる従業員を置くことで、

他の従業員のIT活用が促進されることも考えられます。

　IT化は、中小企業の生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。株式会社エフアン

ドエムでは、今後もIT導入および活用の過程を調査していきます。（了）

図５　IT導入進み具合別IT販売会社の選定方法（n=602）

必要性を感じており、
すでにIT投資を行っている
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でご案内しています。

　さて、第11回は、前回に引き続き「中小企業のIT導入阻害要因」についてお送りします。

　株式会社エフアンドエムでは、IT導入を阻害する要因を先行分析より抽出し、エフアンドエムク

ラブ会員企業にアンケート調査を実施しました。その上で、ITを導入している中小企業とそうでな

い中小企業を区分し、中小企業のIT導入を阻害する要因を考察します。

　１. 調査概要

　調 査 期 間：平成30年12月11日～同年12月28日

　調 査 対 象：エフアンドエムクラブ会員企業

※エフアンドエムクラブ会員とは、エフアンドエムから中小企業向け管理部門支援サービ

スを受けている企業

　有効回答数：605社

　調査エリア：全国

　２. 調査結果②

8

　IT導入の進み具合とIT販売会社の選定について確認しました。IT投資ができている企業の

68.7%が、複数のIT販売会社を比較・検討の上で選定していると回答しています。IT投資がで

きている企業もできていない企業も、特定のIT販売会社に依頼している企業は一定数あります

が、割合としては 2 割から 3 割程度です。IT導入に踏み切るタイミングでは、複数のIT販売会

社を比較・検討することが重要な要素になりそうです。

　必要性は感じているがIT投資はできていない企業に対して、ITにより解決できる業務課題を

把握しているかを調査しました。結果は、正確に把握している企業は 4 %、なんとなく把握し

ている企業は60%、把握できていない企業が36%でした。IT投資ができていない企業の約96%が

正確に把握できていないことになります。正確に把握することができなければ、IT導入に対し

て慎重になってしまいますし、仮にIT導入したとしても、それによる効果の有無を測定するこ

とができません。IT導入を阻害してしまっている要因の一つとして、自社の業務フローにおけ

る問題点を正確に把握できていないことが挙げられるのではないでしょうか。

　３. まとめ②

　以上のアンケート結果を通して、中小企業のIT導入阻害要因が四つ浮かび上がってきます。

　一つ目は経営者のIT導入についての考え方、二つ目はIT専任担当者/推進者の有無です。こ

れらについては前回のレポートで採り上げています。

　三つ目は、複数のIT販売会社を比較・検討しているか否かです。IT導入している企業の多く

は複数のIT販売会社と接点があり、比較・検討した上で導入しています。これまで接点のある

IT販売会社だけで、自社に完璧に合うITツールに出会えることは稀ではないでしょうか。導入

時に複数のIT販売会社を比較・検討する方が、自社により適合したITツールを選択できる可能

性が高まるといえるでしょう。

　四つ目は、ITツールによって解決可能な自社の業務課題を正確に把握できているか否かで

す。IT導入できていない企業の中で、正確に把握できていると回答した企業はわずか4 %でし

た。IT導入に踏み切る過程では、そのITツールが自社にとって有益なものかを判断する必要が

あります。しかしながら、自社の業務課題が正確に把握できていなければ、ITツールの効果を

判断するのは難しいものです。また、なんとなく把握している段階でIT投資に踏み切ったとし

ても、効果測定をすることすら難しいでしょう。IT導入に踏み切れない中小企業がまずやるべ

きことは、それによって解決可能な業務課題を正確に把握することではないでしょうか。

　４. 今後の課題

　ここまで、IT導入に踏み切れない企業とすでにIT導入している企業との間でどのような差が

あるのかについて、アンケート結果をもとに比較・検討を行ってきました。

　以上とは別に、IT投資を行っている企業のみを対象として、ITをどのくらい活用できている

かについてもアンケートを実施しました。

　結果は、十分に活用できていると回答した企業は52%存在する一方で、あまり活用できてい

ないと回答した39%、活用できているかどうか不明と回答した9 %と合わせて48%もの企業が、

IT導入後に活用することができていないと回答しました。

　この点に関して、本調査では深く掘り下げることができていません。しかし、先述の「IT導

入できていない企業はITにより解決できる業務課題が把握できていない」という点が、IT活用

の阻害要因にもなっているのではないかと推測します。また、ITが企業の業務フローに介在し

利用されるためには、経営者やIT専任担当者/推進者以外に、そのITを実際に活用する従業員

の協力が不可欠です。IT活用に関してリーダーシップを発揮してくれる従業員を置くことで、

他の従業員のIT活用が促進されることも考えられます。

　IT化は、中小企業の生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。株式会社エフアン

ドエムでは、今後もIT導入および活用の過程を調査していきます。（了）
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図6　IT導入できていない企業における業務課題の把握状況（n=262）
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図7　 IT活用度合い（IT導入企業）（n=295）
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【最近の支援事例】

思い切って売場開発、商品開発してV字回復できた。

スポーツブランドメーカー「ファイテンショップ」　

　愛知県よろず支援拠点豊橋サテライトは、地元三河の中小企業・小規模事業様にお役に立てるよ

うご相談、アドバイス、お仕事の効率改善等ご提案対応しております。

　10名の専門家、各コーディネーターが連携し、経営課題解決に無料で応じさせていただいており

ます。

■ご相談企業　株式会社白木屋洋服店

　愛知県豊川市商業施設プリオ豊川にテナント出店をしています。本社は新城市で紳士物テーラー

メイドをしていました。店舗施設老化の為、閉店しゴルフショップシロキヤ豊川店に経営資源を集

約集中化したいと考えていました。

■ご相談のきっかけ

　新規ビジネスとして平成28年ファイテン・スポーツグッズ・コーナーを開設しました。

　しかし、ファイテン商品を導入しても売上は低迷、何をどのように販売すればよいか悩んでいま

した。

　一年程経過した頃、よろず支援拠点豊橋サテライト主催セミナー「マーケッティング戦略と集客

方法」に参加していただきました（参加費無料）。

　セミナーでは「集客理論と実践方法」、「マスタープランの実践と軌道修正」、「売上拡大より企業

収益（儲け）を優先課題とする」について説明させていただきました。その後自社の課題について

定期的にご相談しに来ていただけるようになりました。

コーディネーター　水野信雄　

■課題設定

　①ファイテンの販売戦略を学ぶ（リソースの活用方法）

　②商機をとらえ機会損失を無くす（ABC分析と商品カレンダーの活用方法）

　③レイアウトコントロールで収益率改善（簡単な粗利ミックス戦略のたて方）

　④お客様の来店頻度を上げる（リピーター集客と信頼関係の作り方）

　⑤客単価UP＝心のこもったアプローチ（アップセルとクロスセル手法）

■課題解決の提案

①ファイテンは商品カテゴリー別販売企画書やイベント企画書が多くあります。ファイテン名古

屋ユニモール店に店長が直接出かけて研修を受けていただきました。同時に専門知識、接客技

術向上、更に人脈作りができました。

②シーズン別商品カレンダーを基に推奨商品を設定しました。ABC分析は過去の実績データーで

すが、時系列で何が売れたかを分析すると情報になります。推奨商品の販売予測が立てやすく

なり機会損失を防ぐことができました。

③仕入コスト（掛率）は一律でなく値入に差別化をしています。集客用商品（低粗利率商品は限

定数量販売）提案商品（高粗利率商品は推奨販売）。商品配置や売場シェアコントロールで収

益率改善ができました。

④専門店の特徴を出すため顧客管理を徹底的に活用しました。再来店を促す企画販売や優良顧客

へのDM作戦実施。LINE＠メール会員募集を開始。インスタグラムで商品PRをしています。

⑤客単価アップは買い上げ点数を増やす事。売場滞留時間を延ばす接客方法をする事。(例)組

合せ販売、ポイントカードの特典を心掛けて説明接客しています。

　課題解決の勝負は良い習慣作り。

　例えば、平凡な清掃作業についても繰り返し継続できることが重要。そして、清掃後を見ればど

れだけ気持ちをいれて清掃していたかがわかります（一事が万事のたとえ）。

　この事をお客様は敏感に感じとります。

　課題解決の取組は、わかったレベルから、たとえ失敗してもできたレベルになるには繰り返しの

挑戦が大切です。

　

■支援の効果

　2019年 4 月売上伸長率120％を維持してファイテン特約店に認定された事により大幅な収益率改

善ができました。今、流通業（小売業・サービス業）は未だかってないほどの大きな変革が求めら

れています。例えば、キャッシュレス化によるレジ機能の充実とサービスの簡素化。消費税率改定

に伴うポイント還元とメリットの説明。顧客満足度（CS）ホスピタリティーのある接客技術力向

上に取り組んでいます。

　経営は継続、商売は勉強。相談者の方々と対面し課題解決に取り組みます。そこから励ましとや

る気の勢いを出します。繰返しになりますが勢いを作りましょう。

　

■最後に

　毎回、課題解決のお話をするのはそれだけ重要な事だからです。より専門的に深めることができ

るようになったと言われるようなりたいと考えています。

　どうぞ気軽に「よろず支援拠点豊橋サテライト」無料相談をご利用ください。
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　例えば、平凡な清掃作業についても繰り返し継続できることが重要。そして、清掃後を見ればど

れだけ気持ちをいれて清掃していたかがわかります（一事が万事のたとえ）。

　この事をお客様は敏感に感じとります。

　課題解決の取組は、わかったレベルから、たとえ失敗してもできたレベルになるには繰り返しの

挑戦が大切です。

　

■支援の効果

　2019年 4 月売上伸長率120％を維持してファイテン特約店に認定された事により大幅な収益率改

善ができました。今、流通業（小売業・サービス業）は未だかってないほどの大きな変革が求めら

れています。例えば、キャッシュレス化によるレジ機能の充実とサービスの簡素化。消費税率改定

に伴うポイント還元とメリットの説明。顧客満足度（CS）ホスピタリティーのある接客技術力向

上に取り組んでいます。

　経営は継続、商売は勉強。相談者の方々と対面し課題解決に取り組みます。そこから励ましとや

る気の勢いを出します。繰返しになりますが勢いを作りましょう。

　

■最後に

　毎回、課題解決のお話をするのはそれだけ重要な事だからです。より専門的に深めることができ

るようになったと言われるようなりたいと考えています。

　どうぞ気軽に「よろず支援拠点豊橋サテライト」無料相談をご利用ください。

豊橋市駅前大通２丁目３３－１　開発ビル４階　予約連絡TEL：０５３２－３９－７１１１

商品カレンダー（例）

ゴルフショップシロキヤ・ファイテン売場写真（2019年 9 月27日）

よろず支援拠点豊橋サテライト　経営相談



　

　愛知県よろず支援拠点豊橋サテライトは、地元三河の中小企業・小規模事業様にお役に立てるよ

うご相談、アドバイス、お仕事の効率改善等ご提案対応しております。

　10名の専門家、各コーディネーターが連携し、経営課題解決に無料で応じさせていただいており

ます。

■ご相談企業　株式会社白木屋洋服店

　愛知県豊川市商業施設プリオ豊川にテナント出店をしています。本社は新城市で紳士物テーラー

メイドをしていました。店舗施設老化の為、閉店しゴルフショップシロキヤ豊川店に経営資源を集

約集中化したいと考えていました。

■ご相談のきっかけ

　新規ビジネスとして平成28年ファイテン・スポーツグッズ・コーナーを開設しました。

　しかし、ファイテン商品を導入しても売上は低迷、何をどのように販売すればよいか悩んでいま

した。

　一年程経過した頃、よろず支援拠点豊橋サテライト主催セミナー「マーケッティング戦略と集客

方法」に参加していただきました（参加費無料）。

　セミナーでは「集客理論と実践方法」、「マスタープランの実践と軌道修正」、「売上拡大より企業

収益（儲け）を優先課題とする」について説明させていただきました。その後自社の課題について

定期的にご相談しに来ていただけるようになりました。

■課題設定

　①ファイテンの販売戦略を学ぶ（リソースの活用方法）

　②商機をとらえ機会損失を無くす（ABC分析と商品カレンダーの活用方法）

　③レイアウトコントロールで収益率改善（簡単な粗利ミックス戦略のたて方）

　④お客様の来店頻度を上げる（リピーター集客と信頼関係の作り方）

　⑤客単価UP＝心のこもったアプローチ（アップセルとクロスセル手法）

■課題解決の提案

①ファイテンは商品カテゴリー別販売企画書やイベント企画書が多くあります。ファイテン名古
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②シーズン別商品カレンダーを基に推奨商品を設定しました。ABC分析は過去の実績データーで

すが、時系列で何が売れたかを分析すると情報になります。推奨商品の販売予測が立てやすく

なり機会損失を防ぐことができました。

③仕入コスト（掛率）は一律でなく値入に差別化をしています。集客用商品（低粗利率商品は限

定数量販売）提案商品（高粗利率商品は推奨販売）。商品配置や売場シェアコントロールで収

益率改善ができました。

④専門店の特徴を出すため顧客管理を徹底的に活用しました。再来店を促す企画販売や優良顧客

へのDM作戦実施。LINE＠メール会員募集を開始。インスタグラムで商品PRをしています。

⑤客単価アップは買い上げ点数を増やす事。売場滞留時間を延ばす接客方法をする事。(例)組

合せ販売、ポイントカードの特典を心掛けて説明接客しています。

　課題解決の勝負は良い習慣作り。

　例えば、平凡な清掃作業についても繰り返し継続できることが重要。そして、清掃後を見ればど

れだけ気持ちをいれて清掃していたかがわかります（一事が万事のたとえ）。

　この事をお客様は敏感に感じとります。

　課題解決の取組は、わかったレベルから、たとえ失敗してもできたレベルになるには繰り返しの

挑戦が大切です。

　

■支援の効果

　2019年 4 月売上伸長率120％を維持してファイテン特約店に認定された事により大幅な収益率改

善ができました。今、流通業（小売業・サービス業）は未だかってないほどの大きな変革が求めら

れています。例えば、キャッシュレス化によるレジ機能の充実とサービスの簡素化。消費税率改定

に伴うポイント還元とメリットの説明。顧客満足度（CS）ホスピタリティーのある接客技術力向

上に取り組んでいます。

　経営は継続、商売は勉強。相談者の方々と対面し課題解決に取り組みます。そこから励ましとや

る気の勢いを出します。繰返しになりますが勢いを作りましょう。

　

■最後に

　毎回、課題解決のお話をするのはそれだけ重要な事だからです。より専門的に深めることができ

るようになったと言われるようなりたいと考えています。

　どうぞ気軽に「よろず支援拠点豊橋サテライト」無料相談をご利用ください。

豊橋市駅前大通２丁目３３－１　開発ビル４階　予約連絡TEL：０５３２－３９－７１１１

12

よろず支援拠点豊橋サテライト　経営相談
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　東海３県の景気は、中国経済減速の影響が一部にみられるものの、堅調な内需

を背景に拡大を続けている。

　最終需要の動向をみると、輸出は増加基調にある。企業の業況判断が一段と慎

重化しているが、高水準の企業収益が見込まれており、設備投資は製造業と非製

造業の双方で増加を続けている。個人消費は緩やかに増加している。消費税率引

き上げの影響については、９月末にかけて駆け込みの勢いが増した後、税率引き

上げ直後の販売は区々となっている。住宅投資は持ち直し傾向にある。公共投資

は高めの水準で推移している。

　こうしたなかで、生産は、一部に弱めの動きがみられるが、全体としては増加

基調にある。また、雇用・所得情勢をみると、労働需給が引き締まっているほ

か、雇用者所得は改善を続けている。消費者物価（除く生鮮食品）は前年を上

回っている。

　先行きについては、企業収益と雇用者所得の改善を背景に設備投資と個人消費

の増加が続くなか、景気の緩やかな拡大が続くとみられる。

出所：日本銀行名古屋支店　2019年10月 9 日発表「東海３県の金融経済動向（2019年10月）」

2019年10月
東三河地区を中心に491企業

業種構成

調査時点
調査対象企業
業種構成

製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業 運輸業

各質問項目とも、判断ＤＩによる分析を行っております。
〈判断ＤＩとは〉
　　「良い(増加)」と回答した企業と「悪い(減少)」と回答した企業の構成比の差です。
　　全ての企業が「良い(増加)」と回答すればＤＩは100となり、
　　全ての企業が「悪い(減少)」と回答すればＤＩは▲100となります。

分析方法

企業数 153            61 　　　　　76 　　　　　60　　　　　 81 　　　　　30 　　　　　　30

製造業

31.2%

卸売業

12.4%
小売業

15.5%

サービス業

12.2%

建設業

16.5%

不動産業

6.1%

運輸業

6.1%
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全業種ＤＩの推移 
（単位：％ポイント）

景況ＤＩの推移

当期

来期

景況

-20

-10

0

10

20

売上
収益

-20

-10

0

10

20

-20

-10

0

10

20

収益ＤＩの推移

売上ＤＩの推移

実績 見通し実績 見通し

実績 見通し実績 見通し

実績 見通し実績 見通し

前回調査
当期見通し (見通し)

▲ 13.0
▲ 6.3
▲ 7.7

10～12月7～9月
(実績)

▲ 9.1
▲ 7.5
▲ 7.1

▲ 8.3
▲ 5.6
▲ 7.9

▲ 5.8
▲ 5.6
▲ 8.0

▲ 2.7
10.0
6.3

▲ 6.5
2.2

▲ 1.2

▲ 6.9
▲ 0.8
▲ 3.1

7～9月  
30年  

10～12月  
30年  

4～6月  
31年

1～3月  
31年

 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月　　7～9月 10～12月 　　

 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月　　7～9月 10～12月 　　

 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月　　7～9月 10～12月 　　

　2019年 7 月～ 9 月期の景況ＤＩについては、
前回調査時点より更に0.8ポイントの悪化。ま
た、売上ＤＩについても前回調査より1.9ポイ
ント悪化した。一方で収益ＤＩにおいては、前
回調査につづき0.8ポイントの改善が見られた
が、依然マイナス域である。全体数値におい
て、前年同期と比較しても悪化しており、中小
企業を取り巻く景況の厳しい現状が伺える。

　業種別では、製造業・建設業にて改善がみ
られたものの、他業種の悪化要因、特に小売
業での大幅な景況ＤＩの悪化が大きく影響し
ている。また、売上ＤＩにおいては、製造業
での悪化要因が大きく影響し、それに対して
収益ＤＩでは、卸売業で大きな改善があり、前
回調査より改善された。

　【2019年 4 月～ 6月期対比】
　景況ＤＩ  0.8ポイント悪化
　売上ＤＩ  1.9ポイント悪化
　収益ＤＩ  0.8ポイント改善

　2019年10月～12月期見通しについて、売上
ＤＩにおいては改善期待感があるものの、景
況ＤＩ・収益ＤＩでは今期に続き更に悪化す
るとの見通しから、景気先行きに不安感を抱
く企業が多くを占める。

　【各ＤＩ改善するとした企業の業種】
　景況ＤＩ　小売業・サービス業
  売上ＤＩ  製造業・卸売業・小売業
　　　　　　不動産業・運輸業
　収益ＤＩ　製造業・卸売業・小売業
　　　　　　建設業・運輸業

　日本の景気は、高めの成長の反動や消費税
増税の影響で短期的には減速感が強まる可能
性があるものの、内需にけん引される形で、
緩やかな景気回復が続く見通しがある。
　今後、米中貿易摩擦の一部改善期待はある
ものの、依然先行きは不透明であり、英国の
ＥＵ離脱を巡る混乱の他、国内での消費税増
税や日米貿易交渉の行方など、先行き不透明
要素に注意をしていく必要がある。

景況DIは悪化基調

景気先行きに不安感　
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調査先数

（単位：％ポイント）

製造業

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

収益ＤＩの推移 設備投資の状況

景況
売上
収益

販売価格
原材料価格
製品在庫
資金繰り

人手

実績 見通し

実績 見通し

実績 見通し

10

20

30

-30

-20

-10

0

1010

20

30

-30

-20

-10

0

10

-30

-20

-10

0

10

20

30

車両

その他

事業用土地建物

機械設備新増設

設備投資項目

事務機器

機械設備更改

（単位：％）

0.0% 　 　　　 50.0%　　　 　100.0%

 

ＤＩ値の推移
153

（見通し）

10～12月7～9月

（実績）当期見通し

前回調査

▲ 11.8

▲ 9.1

▲ 7.8

4.5

14.3

2.6

▲ 6.5

▲ 22.9

▲ 1.9

▲ 12.4

▲ 8.4

0.0

11.2

0.0

▲ 10.4

▲ 19.6

▲ 7.1

▲ 3.9

▲ 9.8

1.3

16.3

5.8

▲ 6.4

▲ 24.6

▲ 6.4

▲ 5.8

▲ 5.9

4.5

11.7

2.6

▲ 4.5

▲ 23.4

▲ 3.2

▲ 2.6

▲ 11.0

1.3

20.6

3.2

▲ 10.4

▲ 20.6

9.0

17.3

10.2

0.0

23.1

▲ 1.3

▲ 5.1

▲ 25.6

4.4

4.5

3.2

1.9

24.8

3.9

▲ 4.4

▲ 16.6

30年

7～9月

30年

10～12月 4～6月

31年

1～3月

31年

景況ＤＩは、前回調査より5．2ポイント改善したものの、依然マイナス域である。
売上ＤＩは、木材･木製品製造業を除く業種での悪化要因により、前回調査より更に8．5ポ
イント大幅に悪化した。また、収益DIでは、木材･木製品製造業・金属製品製造業の改善
要因により、前回調査に続き１．4ポイントの改善がみられた。
人手DIでは、前回調査より5．0ポイント改善したものの、依然人手不足の厳しい現状が続
いている。
今後の設備投資予定では、今期と比較すると積極的な姿勢が伺える。
今後の見通しでは、景況DIは悪化するものの、売上DI・収益ＤＩでは改善するとの期待感がある。

  7～9月 10～12月 1～3月 4～6月　　　7～9月 10～12月   7～9月 10～12月 1～3月 4～6月　　　7～9月 10～12月

  7～9月 10～12月 1～3月 4～6月　　　7～9月 10～12月

21.6%

20.3%

10〜12月期　実施予定

7〜9月期　実施

10～12月期予定7～9月期実施

3.9
11.1
7.8
0.7
2.0
0.0

6.5
11.1
10.5
0.0
0.7
0.0
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ロープ製造業のＤＩ推移

金属製品製造業のＤＩ推移木材･木製品製造業のＤＩ推移

繊維製品製造業のＤＩ推移

食料品製造業のＤＩ推移

-70

-50

-30

-10

10

30

50

景況 売上 収益

-70

-50

-30

-10

10

30

50

景況 売上 収益

-10

10

30

50

景況 売上 収益

-10

10

30

50

景況 売上 収益

-70

-50

-30

-10

10

30

50

景況 売上 収益

-70

-50

-30

-70

-50

-30

   7～9月 10～12月　   1～3月　　　4～6月　　　7～9月    7～9月 10～12月　   1～3月　　　4～6月　　　7～9月

   7～9月 10～12月　   1～3月　　　4～6月　　　7～9月

   7～9月 10～12月　   1～3月　　　4～6月　　　7～9月    7～9月 10～12月　   1～3月　　　4～6月　　　7～9月
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調査先数

（単位：％ポイント）

卸売業

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

収益ＤＩの推移 繊維品卸売業のＤＩ推移

景況
売上
収益

販売価格
仕入価格

在庫
資金繰り

人手

実績 見通し

20

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

30

-20

-30

-10

0

10

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

-60

-80

-40

-20

0

景況 売上 収益

ＤＩ値の推移
61

（実績）

▲ 22.2

▲ 27.0

▲ 19.1

4.8

17.4

14.3

▲ 4.7

▲ 11.1

▲ 27.3

0.1

▲ 3.0

6.1

16.7

18.2

▲ 13.7

▲ 10.6

▲ 22.1

1.4

▲ 7.3

13.2

25.0

14.7

▲ 7.4

▲ 5.8

（見通し）

▲ 11.5

3.3

▲ 3.4

4.9

14.7

6.6

▲ 4.9

▲ 9.9

▲ 26.2

▲ 8.1

▲ 9.8

8.2

9.8

6.6

▲ 9.9

▲ 9.8

▲ 26.3

▲ 13.1

▲ 8.2

4.9

14.8

18.0

▲ 8.2

▲ 8.2

▲ 22.9

▲ 19.7

▲ 16.5

4.9

6.6

1.7

▲ 0.1

▲ 3.3

当期見通し

前回調査

景況ＤＩは、前回調査より更に悪化しマイナス２６．３ポイントであり、マイナス域の幅は
大きい。
売上ＤＩにおいては、前回調査に続き６．６ポイント改善したものの、依然マイナス域の
幅は大きい。
収益ＤＩは、前回調査より８．３ポイント大幅に改善したものの、マイナス８．２ポイントである。
繊維品卸売業DIでは、全項目が前回調査同様悪化しており、厳しい現状が伺える。
今後の見通しからは、景況ＤＩ・売上ＤＩでの改善期待感が伺える。

  7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月   7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月

  7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月  7～9月　 10～12月　 1～3月 4～6月 7～9月

10～12月7～9月31年

4～6月

31年

1～3月

30年

7～9月

30年

10～12月
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調査先数

（単位：％ポイント）

小売業

販売価格ＤＩの推移

景況
売上
収益

販売価格
仕入価格

在庫
資金繰り

人手

20

実績 見通し

-40

-30

-20

-10

0

10

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し 実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

30

ＤＩ値の推移

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

収益ＤＩの推移

76

当期見通し

前回調査

▲ 10.2

3.8

▲ 1.3

1.3

7.6

3.8

▲ 11.4

▲ 14.0

▲ 23.1

▲ 14.0

▲ 19.2

0.0

5.2

1.4

▲ 12.8

▲ 11.6

▲ 28.6

▲ 3.9

▲ 9.1

3.9

13.0

6.5

▲ 13.0

▲ 14.3

（実績） （見通し）

▲ 25.0

▲ 9.3

▲ 11.8

2.6

7.9

0.0

▲ 15.8

▲ 18.4

▲ 31.5

▲ 14.5

▲ 15.7

2.6

7.9

▲ 1.3

▲ 17.1

▲ 17.1

▲ 19.5

▲ 9.1

▲ 10.4

0.0

3.9

1.3

▲ 14.3

▲ 15.6

▲ 13.0

0.0

▲ 2.6

0.0

6.5

0.0

▲ 11.7

▲ 20.8

景況ＤＩは、前回調査より１２．０ポイント大幅に悪化し、マイナス３１．５ポイントである。
売上ＤＩは、前回調査より５．４ポイント悪化し、マイナス域の幅を広げた。
収益ＤＩは、前回調査で改善が見られたものの、今期５．３ポイント悪化した。
資金繰りＤＩにおいては、前回調査に続き今期も悪化し、マイナス１７．１ポイントを計上し
ており、資金繰りの厳しい現状が伺える。
人手ＤＩは、前回調査より１．５ポイント悪化し、依然人手不足の現状が続いている。
今後の見通しから、景況ＤＩ・売上ＤＩ・収益ＤＩにおいて回復期待感が伺える。

  7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月   7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月

  7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月   7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月

10～12月7～9月31年

1～3月

31年

4～6月

30年

7～9月

30年

10～12月
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調査先数

（単位：％ポイント）

サービス業

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

ＤＩ値の推移

収益ＤＩの推移 ホテル・旅館業のＤＩ推移

景況
売上
収益

料金価格
材料価格
資金繰り

人手

20

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

景況 売上 収益

20

30

-30

-20

-10

0

10

20

実績 見通し

  7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月   7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月

  7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月   7～9月 10～12月  1～3月 4～6月 7～9月

（見通し）（実績）

前回調査

当期見通し

▲ 11.7

▲ 1.6

▲ 1.6

▲ 5.0

5.0

▲ 15.0

▲ 31.7

▲ 6.5

▲ 1.7

▲ 5.0

0.0

5.0

▲ 13.1

▲ 36.1

▲ 9.7

▲ 6.4

▲ 8.1

▲ 1.6

9.7

▲ 17.7

▲ 32.3

▲ 6.5

3.3

4.9

1.6

8.2

▲ 16.3

▲ 32.8

▲ 1.6

6.5

1.6

8.1

11.3

▲ 8.0

▲ 35.5

31年

1～3月

31年

4～6月

30年

7～9月

30年

10～12月

▲ 13.4

▲ 18.4

▲ 16.6

1.7

10.1

▲ 20.0

▲ 31.6

▲ 1.6

0.0

▲ 1.7

0.0

8.2

▲ 16.4

▲ 40.9

景況ＤＩは、前回調査より５．２ポイント悪化し、マイナス域の幅を広げた。
売上ＤＩにおいては、前回調査より若干改善され、マイナス１．６ポイントである。
収益ＤＩは、前回調査より３．４ポイント改善され、マイナス１．６ポイントである。
人手DIにおいては、前回調査より４．４ポイント改善されたものの、マイナス３１．７ポイントであ
り、人手不足の深刻な状況が伺える。
ホテル・旅館業においては、特に景況ＤＩ・売上ＤＩでの悪化要因が大きく、厳しい現状が伺える。
今後は、景況ＤＩ・売上DI・収益ＤＩで更に悪化するとの見通しがあり、景況回復への不安感が伺
える。

10～12月7～9月

60   
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調査先数

（単位：％ポイント）

建設業

工事施工高ＤＩの推移

受注残ＤＩの推移

景況
工事施工高

収益
請負価格

原材料価格
受注残

資金繰り
人手

30

実績 見通し

40

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

30

-20

-10

0

10

20

30

40

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

0

10

-10

30

20

実績 見通し

ＤＩ値の推移

景況ＤＩの推移

収益ＤＩの推移

81

（実績）

10～12月7～9月

（見通し）

4.9

17.3

18.5

11.1

16.0

19.8

2.5

▲ 23.5

2.4

1.2

▲ 2.5

1.2

8.7

3.6

▲ 2.5

▲ 25.9

▲ 1.3

▲ 3.8

0.1

▲ 7.4

16.0

▲ 2.4

▲ 7.3

▲ 24.7

9.9

7.4

12.4

8.7

11.1

9.9

▲ 1.3

▲ 23.5

▲ 4.9

2.4

2.5

4.9

13.4

9.7

▲ 4.9

▲ 25.7

31年31年

1～3月

30年

7～9月 4～6月

30年

10～12月

1.2

3.7

▲ 2.4

0.1

11.1

0.0

▲ 11.1

▲ 21.0

▲ 6.2

3.6

0.0

1.3

12.3

1.2

▲ 2.5

▲ 24.7

当期見通し

前回調査

景況ＤＩは、前回調査より３．７ポイント改善し、再びプラス域に転じた。
工事施工高ＤＩは、前回調査より５．０ポイント改善され、再びプラス域に転じた。
収益ＤＩおいては、前回調査より２．６ポイント悪化し、マイナス域に転じた。
資金繰りＤＩにおいては、前回調査より４．８ポイントの改善が見られた。
人手ＤＩは、前回調査より若干悪化し、マイナス２５．９ポイントである。依然マイナス幅は大
きく、人手不足の厳しい現状が伺える。
今期の、景況DI・工事施工高DIでの改善がみられたものの、来期見通しでは、収益DIを除
く、景況ＤＩ・工事施工高DIが再び悪化するとの見通しである。

  7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月   7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月

  7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月   7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月



21

調査先数

（単位：％ポイント）

不動産業

景況
売上
収益

販売価格
仕入価格

在庫
資金繰り

人手

20

30

実績 見通し

30

40

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

-30

-20

-10

0

10

20

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

ＤＩ値の推移

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

収益ＤＩの推移 在庫ＤＩの推移

30

当期見通し

前回調査 7～9月 10～12月

（見通し）（実績）

0.0

6.7

3.3

▲ 3.3

3.3

3.3

3.3

▲ 3.3

0.1

0.0

▲ 3.3

▲ 0.1

3.4

0.0

3.4

▲ 6.7

0.0

▲ 6.6

▲ 6.6

3.3

3.3

3.3

0.0

▲ 3.4

0.0

3.2

6.4

6.4

9.7

6.4

3.2

▲ 9.7

12.9

3.2

3.2

3.2

0.0

6.5

6.5

▲ 12.9

31年

1～3月

31年

4～6月

30年

7～9月

30年

10～12月

▲ 13.3

10.0

▲ 3.3

6.6

13.3

0.0

▲ 3.3

0.0

▲ 3.3

▲ 3.3

▲ 3.3

6.7

3.4

0.0

0.0

▲ 6.7

景況ＤＩは、前回調査より若干悪化し０．０ポイントである。
売上ＤＩにおいては、前回調査より６．７ポイント改善され、６．７ポイントである。
収益ＤＩは、前回調査より６．６ポイントの改善がみられ、プラス域に転じた。
人手DIは、前回調査より３．４ポイント改善され、来期では更に改善するとの見通しで
ある。
今後の見通しでは、売上ＤＩは改善するものの、他の景況ＤＩ・収益ＤＩにおいて、悪化す
るとの見通しから、景気動向においての不安感が伺える。

  7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月   7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月

  7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月   7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月
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調査先数

（単位：％ポイント）

運輸業

車輌稼働率ＤＩの推移

景況
売上
収益

輸送荷物量
車輌稼働率
運賃単価
燃料価格
資金繰り

人手

30

実績 見通し

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

-30

-20

-10

0

10

20

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

ＤＩ値の推移

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

収益ＤＩの推移

30

7～9月 10～12月

（見通し）

10.0

▲ 3.3

▲ 10.0

▲ 6.7

▲ 6.6

9.9

40.0

0.0

▲ 36.7

13.3

3.4

▲ 6.7

13.4

3.3

16.7

30.0

▲ 6.7

▲ 50.0

19.4

12.8

3.2

12.9

6.4

6.5

22.6

0.0

▲ 25.8

▲ 6.5

9.7

▲ 3.3

16.1

6.4

3.3

38.7

3.2

▲ 19.4

▲ 6.4

▲ 3.2

▲ 9.7

0.0

▲ 6.5

0.0

41.9

▲ 3.2

▲ 12.8

（実績）

31年

1～3月

31年

4～6月

30年

7～9月

30年

10～12月

0.0

0.0

6.7

3.4

▲ 3.3

0.0

23.4

0.0

▲ 36.7

0.0

3.3

0.0

13.3

6.6

13.3

30.0

▲ 10.0

▲ 46.6

当期見通し

前回調査

景況ＤＩは、前回調査より３．３ポイント悪化したものの、依然プラス域の幅は大きい。
売上ＤＩは、前回調査より６．７ポイント悪化し、マイナス域に転じた。
収益ＤIは、前回調査より３．３ポイント悪化し、マイナス１０．０ポイントである。
人手ＤＩは、前回調査より１３．３ポイント大幅に改善したものの、マイナス３６．７ポイントであり、
人手不足の深刻な現状が伺える。
今後の見通では、売上ＤＩ・収益ＤＩにおいて改善期待感がある。また、大幅なマイナスを計上し
ている人手ＤＩの見通しからは、人材確保における大きな不安感が伺える。

  7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月   7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月

  7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月   7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月 10～12月
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【信金中央金庫の調査項目に基づく】

   がましん景気動向調査の特別調査として「消費税率引上げの影響と対応について」と題してアン
ケート調査を行いました。（回答数：490先）

問1． 今年（2019年）10月からの消費税率引上げ（8％→10％）について、貴社では、
　　　　販売価格にどの程度反映（転嫁）できると考えているのかお答えください。　

問２． 今年（2019年）10月からの消費税率引上げ（8％→10％）は、当面の貴社の売
　　　　上げに対し、どのような影響を与えると見込まれるのかお答えください。

44.5%

31.2%

2.7%

21.6%

0.0%

23.9%

0.0%

19.4%

38.8%38.8%

2.2%

1.6%

4.9%

6.1%6.1%

3.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

今年10月末ごろまで減少する

今年12月末ごろまで減少する

来年3月末ごろまで減少する

来年6月末ごろまで減少する

来年7月以降も減少する

どちらともいえない

影響はない・変わらない

むしろ増加する

わからない

その他

＜販売価格の反映（転嫁）状況＞

＜売上に与える影響＞
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問３． 今年（2019年）10月からの消費税率引上げ（8％→10％）後の収益を確保する
       ために、貴社ではどのような対策を考えているのか3つ以内でお応えください。

問４． 貴社では、今回導入される予定の軽減税率制度について、レジの改修や帳簿、
　　　　請求書、価格表示変更など、何か対応をとられたのかお答えください。

＜収益確保のための対策について＞

＜賃金引上げについて＞

＜軽減税率制度に伴う対応について＞

問５.  消費増税など経済環境が大きく変化しているなかで、貴社では、今春、賃金を
　　　　引上げましたか。引き上げた場合には、その理由についてお答えください。
　　　　また、引き上げていない場合には、その理由についてお答えください。

＜引き上げをしなかった理由＞
・自社の業績低迷　12.4％
・景気見通しが不透明　
　20.1％
・諸経費増で支払余力なし
　5.0％
・当面のところは様子をみている
　61.4％
・その他　1.1％

＜引き上げた理由＞
・アベノミクスの流れを踏襲
　5.1％
・従業員の処遇改善
　43.2％
・自社の業績改善を反映
　14.4％
・人手不足を背景とした賃金上昇
　31.4％
・その他　5.9％

 24.5%

75.5%



　全業種における問題点では、「売上の停滞・減
少」 、「同業者間の競争の激化」が同率１位となっ
た。多くの企業が売上を伸ばすことと、同業他社の
動向を注視している様子が伺える。
　また、３位の「人手不足」については多くの業種で
問題視されている。特にサービス業と運輸業で顕著
に表れており、いかにして人材を確保していくのか
が課題となっている。

25

全業種

製造業

卸売業 小売業

サービス業 建設業

不動産業 運輸業

今期 （％） 前年同期 （％）

1位 売上の停滞・減少 35.8 1位
同業者間の競争の
激化

38.0

1位
同業者間の競争の
激化

35.8 2位 売上の停滞・減少 35.0

3位 人手不足 26.7 3位 人手不足 24.4

4位 利幅の縮小 15.3 4位 利幅の縮小 17.9 今期 （％） 前年同期 （％）

5位 原材料高 11.2 5位 原材料高 13.6 理由 回答 理由 回答

6位 人件費の増加 10.6 6位
大手企業との競争
激化

9.6 1位 売上の停滞・減少 34.6 1位 売上の停滞・減少 33.1

7位
工場・機械の狭小・
老朽化

10.2 7位 生産能力不足 8.9 2位 人手不足 26.1 2位
同業者間の競争の
激化

31.2

8位 生産能力不足 8.8 8位
販売納入先からの
値下げ要請

7.9 3位
同業者間の競争の
激化

24.8 3位 人手不足 26.8

9位
大手企業との競争
激化

7.9 8位
工場・機械の狭小・
老朽化

7.9 4位 利幅の縮小 22.2 4位 利幅の縮小 22.9

10位
販売納入先からの
値下げ要請

6.1 10位 人件費の増加 7.7 5位
工場・機械の狭小・
老朽化

19.6 5位 原材料高 18.5

今期 （％） 前年同期 （％） 今期 （％） 前年同期 （％）

1位 売上の停滞・減少 54.1 1位 売上の停滞・減少 51.5 1位 売上の停滞・減少 50.0 1位
同業者間の競争の
激化

39.0

2位
同業者間の競争の
激化

37.7 2位
同業者間の競争の
激化

35.3 2位
同業者間の競争の
激化

44.7 2位 売上の停滞・減少 37.7

3位 取引先の減少 19.7 3位 利幅の縮小 22.1 3位
大型店との競争激
化

22.4 3位
大型店との競争激
化

23.4

4位 人手不足 14.8 4位 人手不足 11.8 4位 人手不足 14.5 4位 人手不足 13.0

5位 天候の不順 13.1 4位
仕入先からの値上
げ要請

11.8 4位 利幅の縮小 14.5 4位 利幅の縮小 13.0

今期 （％） 前年同期 （％） 今期 （％） 前年同期 （％）

1位 売上の停滞・減少 48.3 1位 人手不足 41.9 1位
同業者間の競争の
激化

46.9 1位
同業者間の競争の
激化

53.7

2位 人手不足 38.3 2位
同業者間の競争の
激化

35.5 2位 人手不足 34.6 2位 人手不足 31.7

2位
同業者間の競争の
激化

38.3 3位 売上の停滞・減少 32.3 3位 売上の停滞・減少 19.8 3位 売上の停滞・減少 30.5

4位 人件費の増加 18.3 4位 利幅の縮小 16.1 4位 利幅の縮小 13.6 4位 材料価格の上昇 17.1

5位
店舗の狭小・老朽
化

11.7 4位 人件費の増加 16.1 4位 天候の不順 13.6 5位 利幅の縮小 13.4

今期 （％） 前年同期 （％） 今期 （％） 前年同期 （％）

1位
同業者間の競争の
激化

40.0 1位
同業者間の競争の
激化

41.9 1位 人手不足 60.0 1位 燃料価格の上昇 58.1

2位 商品物件の不足 23.3 2位 商品物件の不足 38.7 2位 燃料価格の上昇 46.7 2位 人手不足 35.5

3位 問題なし 20.0 3位 売上の停滞・減少 29.0 3位
同業者間の競争の
激化

26.7 2位
同業者間の競争の
激化

35.5

4位
大手企業との競争
激化

16.7 4位
大手企業との競争
激化

22.6 4位 人件費の増加 13.3 4位 売上の停滞・減少 25.8

4位 利幅の縮小 16.7 5位 地場産業の衰退 12.9 4位
車両・設備の老朽
化

13.3 5位 利幅の縮小 19.4
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令和元年11月1日現在
店 舗 一 覧

　店舗　（ATM稼動は、平日・土曜日・日曜日･祝日稼動　  ◇印のみ平日稼動 ）

蒲郡市　(市外局番 0533)    名古屋市　(市外局番 052)
本店営業部 神明町4-25  68-2121 東郊通支店 昭和区白金一丁目15-7 871-3701

◇蒲郡市役所出張所 旭町17-1  67-2014 瑞穂通支店 瑞穂区瑞穂通二丁目40-1 851-7311

三谷支店 三谷町七舗158  68-3131 名古屋南支店 南区豊三丁目2-1 692-3811

形原支店 形原町下屋敷27-1  57-2181

西浦支店 西浦町南馬相27-1  57-2176

大塚支店 大塚町柴垣52-1  59-7131     岡崎市　(市外局番 0564)
鶴ヶ浜支店 拾石町宮前37-2  68-1315 緑丘支店 緑丘二丁目9-1 53-1321

三谷北通支店 三谷北通四丁目47-1  69-2161 岡崎南支店 羽根西新町2-16 53-8771

太陽の家支店 形原町北浜28-5  57-1115 岡崎北支店 堂前町二丁目2-3 25-6311

八百富支店 新井町3-21  67-1171 岡崎駅東支店 柱曙二丁目3-5 58-3671

豊橋市　(市外局番 0532)    西尾市 (市外局番 0563)
豊橋支店 広小路二丁目6-2  52-8101 しもまち支店 下町神明下52-2 55-0222
花田支店 花田一番町78  31-3196 幡豆支店 西幡豆町池下2-1 62-5315
旭支店 舟原町1-1  54-9146
南栄支店 南栄町字空池59-4  45-4195
牟呂支店 東脇二丁目16-15  32-1231    幸田町 (市外局番 0564)
東田支店 上地町140-2  62-6111 三ヶ根支店 幸田町大字深溝字中池田50 62-6011
曙支店 曙町字測点145  46-7281
岩田支店 中岩田二丁目1-6  63-1311
前田南支店 前田南町二丁目７-1  53-5201    豊川市 (市外局番 0533)
大清水支店 南大清水町字元町215-1  25-5331 豊川支店 中央通五丁目12-1 85-1161
鷹丘支店 忠興一丁目5-17  63-1316 豊川北支店 三蔵子町一里塚48-1 84-5161
多米支店 多米中町一丁目1-1  63-6861 蔵子支店 蔵子六丁目11-21 89-4481

国府支店 国府町流霞1 88-451161 6811
御津支店 御津町西方日暮6 1 75-3101

飯村支店 飯村南二丁目29-11 -
御津支店 御津町西方日暮6-1二川支店 大脇町字大脇53-17  41-5454
小坂井支店 伊奈町新屋70-9 78-3571橋良支店 柱二番町82  48-5011

佐藤町支店 佐藤四丁目1-1  64-9011

   新城市 (市外局番 0536)
新城支店 字東入船121番地3 22-2211

    田原市　(市外局番  0531)
田原支店 田原町稗田76-1 22-1131

北田原支店 田原町南新地65-1 23-1061  静岡県 湖西市 (市外局番  053)
渥美支店 福江町堂前50-6 33-0511 湖西支店 静岡県湖西市鷲津1062-17 575-1211

　店舗外キャッシュサービスコーナー　  （ATM稼動は、平日・土曜日・日曜日･祝日稼動　◇印のみ平日稼動 ）

　　信金共同ＡＴＭ
　アピタ蒲郡店 　　豊橋駅 　　おしろタウンシャオ

　◇豊橋市民病院

　蒲郡市民病院 　　ドミー渡津店

　フィール蒲郡店 　　イオン豊橋南店
　蒲郡元町出張所 　　アピタ向山店
　 　　スーパーアツミ山田店

　イオン蒲郡店 （名古屋市）

蒲郡市  　　　豊橋市 西尾市
ＪＲセントラルタワーズ/桜通口

ＪＲセントラルタワーズ/スカイシャトル

（名古屋市）

中部国際空港セントレア（常滑市）



蒲郡信用金庫 地域振興部
TEL（0533）69-6273  FAX（0533）69-5431




