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「豆富かすてら	こまちっこ」
　■製造・販売　有限会社藤倉食品（横手市）
　■販売価格　　189円（税込）
　■商品概要　　�焙煎米粉と豆腐の焼き菓子です。

秋田の郷土料理「豆腐かすてら」に
焙煎したあきたこ
まちの玄米粉をプ
ラスした、香ばし
く優しい味わいの
お菓子です。

「秋田の米菓子	淡雪こまち	五穀豊穣」
　■製造・販売　北秋田名物株式会社（北秋田市）
　■販売価格　　1,000円（税込）
　■商品概要　　北秋田で収穫された雑穀、ひえ、

あわを炊いた日本酒風味
の「雑穀」と、秋田産こは
ぜと無農薬ブルーベリー
を入れた「紫果」等、季節
毎に変わる「季節限定品」
とのセット商品です。

秋田県産米粉で作った新商品を
首都圏で販売！

〜首都圏攻略プロデュース事業で採択した２商品の販売会を開催〜

　2月18日㈮〜20日㈰の3日間、東京都「あきた美彩館」において、本会の首都圏攻略プロデュース事業で

採択し商品化した『豆富かすてら�こまちっこ』と『秋田の米菓子�淡雪こまち�五穀豊穣』の販売会を開催し

ました。

　販売期間中、なまはげによる誘客の効果もあり会場には大勢の来館者が訪れ、珍しい米粉商品の説明

を聴き購入する来館者が多く、販売会終了を待たずに完売となった商品もあるなど盛況のうちに終了し

ました。なお、「あきた美彩館」の来館者・売上が通常よりもアップする等の相乗効果も得られました。

　また、販売会に先立ち、18日午前中は首都圏の新聞社等へのメディアキャラバンを実施し、新商品の

PR活動を行い、各新聞紙面やインターネット記事に取り上げられ注目を集めました。

　今後は、「あきた美彩館」で常時販売を行う予定であるほか、首都圏のスーパー等での販売促進支援も

引き続き行っていくこととしています。

メディアキャラバンの様子 「あきた美彩館」屋外特設テント
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平成23年度　税制改正について
〜監事講習会を開催〜

　 中小軽減税率の引き下げ

　現在、中小企業は、年所得800万円以下の部分については18%の軽減税率が適用され、年所得800

万円超の部分については30%の法人税の基本税率が適用されるところ、軽減税率は15%に基本税率は

25.5%に引き下げる。

区　分

現　行 改正後

H21年度

H22年度

H23年度

以降

H23年度〜

25年度

H26年度

以降

中小法人

（資本金1億円以下）

年所得が

800万円以下の部分

（軽減税率）
18％ 22％

➡
15％ 19％

年所得が

800万円超の部分

（基本税率）
30％ 25.5％

　本会では、1月下旬から2月上旬にかけ、県内3カ所において、監事講習会を開催しました。

　大館会場では九嶋信正税理士、秋田会場では宇佐見康伸税理士、また、横手会場では飼田一之税

理士を講師に迎え、監査業務の留意点や会計監査のポイントについて講習を行ったほか、昨年12月

16日に閣議決定された平成23年度税制改正について解説をしていただきました。

　今回の改正措置のうち、中小企業関係の税制改正についてご紹介します。

平成23年度　中小企業関係税制改正のポイント
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　 繰越欠損金制度の見直し

　発生した損失（欠損金）は、7年後まで所得金額から差し引くことが可能。中小企業については、差し

引くことができる金額を維持するとともに、9年後まで差し引くことができるよう変更する。

※　平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金について適用

　雇用促進税制の創設

　中小企業が、従業員を10%以上かつ2人以上増加させた場合に、増加した従業員1人当たり20万円

の税額控除ができる制度を新たに創設する。� 　【平成26年3月31日までの時限措置】

※　税額控除額は、法人税額の20%が限度

　 グリーン投資減税の創設

　中小企業が、エネルギー起源CO2排出削減等に効果が見込まれる設備を取得した場合に、取得価格

の30%の特別償却又は7%の税額控除を適用できる制度を新たに創設する。

　【平成26年3月31日までの時限措置】

＜対象設備の例＞

　①省エネルギーの推進（例：高効率工業炉、ハイブリッド建設機械）

　②非化石エネルギーの導入拡大（例：太陽光発電設備、風力発電設備）

　③低炭素化（例：電気自動車、高効率ヒートポンプ）

※　詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2010/101228KaiseiGaiyou23.htm

＜具体例＞

20万円
40万円の
税額控除

当年度末
従業員数8名

前年度末
従業員数6名－ × ＝－ × ＝

従業員2名増（33％増）

所得

欠損

現在 1年 2年 3年

300

200

100

100 100 100

最大9年間の
繰越が可能に
（現行7年）
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業 界 の 声

豆腐油揚製造… …消費は依然として低迷しており、燃料費、ガソリンの値上がりに加えて、今後、原料大豆や食用油
なども値上げの気配があり、見通しは悪い。

パン製造… …冬のため売上が上昇している企業もあるが、大雪のため、除雪作業が操業に影響している企業もあ
る。1月より原料価格の上昇が続いており、原価の高い商品が多くなった。

繊維製品　　　　	［秋田市他］先月に引き続き、春夏物の生産が最盛期のため受注が好調であり、各社ともキャパシ
ティが一杯である。

　　　　　　　　…［由利本荘市］メーカーが中国生産から国内生産に移行しており、どの工場も受注が増加している。
また、中国の旧正月の影響による受注増が目立つ。メーカーによっては国内工場の規模縮小及び廃
業により工場確保に時間を要し、未だ国内生産に切替ができてないところがある。

一般製材… …昨年暮れから値上げ交渉に入っていたのが、新年からいくらか値戻しができるようになった。地場
需要は大雪のため見込めず、首都圏を中心とした消費地に頼らねばならない。

プレカット… …大雪により、住宅の着工が進まない。新築住宅の年間着工戸数も3年連続で前年を下回る見込みだ
が、年度の後半からは回復の兆しを感じている。

生コンクリート… …4月〜1月までの生コン出荷数量は、前年比88.4%。特に、1月は豪雪の除排雪優先による土木工
事の遅れ及び公共工事の中断等が影響し、前年同月比66.6%と非常に厳しい数字となった。

自動車販売… …1月の新車販売台数は、登録自動車が1,244台（前年同月比68.4%）､軽自動車が1,191台（同
90.1%）で、合計2,435台（同77.5%）であり、5ヵ月連続の前年割れとなった。

石油販売… …ガソリン1ℓ当たり135円で前月比3円引き上げ、軽油1ℓ当たり115円で前月比2円引き上げ、配
達灯油は18ℓで1,512円と前月比74円の引き上げとなった。エジプトなどの中東情勢の緊迫で、
更なる原油価格の上昇が懸念される。

商店街　　　　　…［秋田市］売上は前年同月比横這いか若干悪化となっている。家電販売はエコポイント付与以前の状
況となり、テレビは殆ど売れなかった。

　　　　　　　　…［湯沢市］48豪雪（昭和48年）以上の豪雪で、連日除雪作業に追われ、売上、来街者共に激減した。
民家でも多額の除排雪費用がかかっており、購買意欲が減退している。

　　　　　　　　	［鹿角市］除雪費用や灯油の値上がりが生活費を圧迫し、消費者は節約志向に向かっている。

一般建築… …建築は福祉関係での補助事業（スプリンクラー等）とエコ関係（断熱等）で忙しい。土木は本業工事が
雪のため難儀しているが、除排雪で忙しくなっている。

電気工事… …豪雪の影響で、雪害等（家屋側断線等）に関連する仕事が増えた。

景況レポート
（1月分・情報連絡員80名）

大雪の影響で業界に明暗

【概況】1月の県内景況は、前年同月と比較して、景況が「好転」
したとする向きが11.3%(前月調査12.5%)､「悪化」が48.8%
（同41.3%）で、業界全体のDI値は−37.5となり、前月調査と
比較し8.7ポイント下回った。…
　内訳として、製造業全体のDI値は−25.0で前月調査（0.0）に
比べ25.0ポイント下回った。また、非製造業全体のDI値は−
45.8で前月調査（−47.9）と比べ2.1ポイント上回った。
　繊維製品は引き続き受注が好調であったが、全体では、除排
雪の作業のため計画通りの操業が出来なかった企業も多く、売
上や資金繰りが悪化した。
　非製造業は、大雪で商店街や旅行の客足が減少し、運送関係
に遅れが出た反面、建設関係では除排雪の請負、破損した設備
等の修理・修繕で忙しくなった。

（回答数:80名　回答率:100%）

※DI値とは、Diffusion…Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、増加（好転）したとする企業割合から、減少（悪化）したとする企業割合を差し引いた値です。
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［天気図の見方］
  前年同月比のDI値を
  もとに作成しています。

［凡例］
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県内各業種の景況推移を振り返って
〜情報連絡員報告より〜

　毎月、情報連絡員のご協力をいただき、業界全体のDI値（前年同月比）の推移をお伝えしておりますが、

主な業種別に見た景況について、平成21年2月から平成23年1月までの推移をご紹介します。

　　
＜食料品、繊維製品、木材・木製品＞

　　
＜卸売業、小売業、建設業＞
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「国・県の前倒し発注により
前年同月比で受注量が増加し
た。」（H21.8／一般建築）

「国産材の利用を促進する国の施策により、大手ハウ
スメーカーが外材から国産材に転換しているため、乾
燥設備、集成材生産ともに操業度を上げている。」
(H22.7／一般製材)

「クリスマスケーキは不景気の影響によ
り予約数の減少が見られた。帰省等の土
産品も、動きが良かったものは手頃な値
段の商品であった。」(21.12／菓子)

「中国経済の上昇により加工賃が高
くなったため、他国へシフトできな
い分が国内生産に戻りつつある。」
(H22.11／繊維製品)

「登録車は10カ月連続
して前年同月を上回っ
ている。」
(H22.4／自動車販売)

「3月31日までの駆け込み需要後、メーカーの出荷が
減少して品不足になっており、販売の減速に繋がるこ
とを懸念している。」(H22.4／電機販売業)

「前年同月比76.9%、計画対比
85.3%で推移した。冬期の落ち込
みは例年にないほどの状況である。」
(H22.1／セメント卸)

「国の補助金も終了が近づき、駆け込
み需要があり、全国では146.7%と
大幅に前年同月を上回った。」
(H22.9／自動車販売)

製　造　業

非　製　造　業
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※本コーナーは、全国中央会が取り纏めた「先進組合事例」をもとに編集しています。

◆背景と目的
　�　平成17年度に京都府・京都市の補助金を受け、
平安女学院大学短期大学部と連携して、「子育て広
場」を実施したところ、地域生活者の利便性として
の評価が高く、継続的な実施を求める声が高まっ
た。
◆事業・活動の内容
　�　平成20年に京都府の地域子育てステーション事
業費補助金が立ち上がったことを受け、学生の教
育実践の場を求めていた京都光華女子大学短期大
学部こども保育学科と連携し、同年8月から「子育
て広場」を再開した。
　�　商店街コミュニティホールを活用し、買い物が
てら立ち寄れる気軽さをコンセプトに毎月3〜5回
程度開催し、学生が「絵本・紙芝居の読み聞かせ」
「お絵かき、折り紙を教える」「お母さん向けの子
育て相談」など、ニーズの高いメニューを提供して
いる。
◆成果
　�　本事業の成果は大きく3つある。1つは、地域子
育ての拠点としての役割を果たせるようになり、
就学前の子供同士のみならず、保護者同士の情報
交換の場としてコミュニティ形成に寄与している

【組合の概要】
　所在地：京都市中京区今新在家西町1-1…
　電　話：075-811-4472
　設　立：昭和38年 8月　　　組合員：175名
　ＵＲＬ：http:/www.eonet.ne.jp/~sanjo/index.htm

地 域 商 業
の 活 性 化

「子育てステーション」で街に活気を呼び込む
〜京都三条会商店街振興組合（京都府）〜

◆背景と目的
　�　平成14年度にネットビジネスを研究し、イン
ターネットショッピング「Viento卸問屋ショッピ
ング」を立ち上げた。
　�　平成20年度には、より多くの組合員への販売機
会の拡大と新規事業への取り組み支援を目的に、
新時代に即したインターネットショッピングモー
ル「Web版どっと楽市」を構築し、オープンした。
◆事業・活動の内容
　�　インターネットショッピングサイト「どっと楽
市」は、ネットの専門知識がなくても出店しやすい
環境となっており、受注監理、品揃え・梱包、出
荷は出店者自身が行う仕組みである。
　�　一方、委託販売にも取り組み、組合子会社の㈲
問屋町商事を活用して、委託販売用のショップ「と
ことんや」を「どっと楽市」の１ショップとして開設
した。このことにより、出店者のように自社ペー
ジを作らなくても商品のみを出品できるように
なった。受注監理は組合が請け負い、梱包・出荷
を出品者が行う。。
◆成果
　�　出店者・出品者は「Web版どっと楽市」へ出品す
ることで、どんな消費者にどんな商品や情報が有

効であるかを体得できる。
　�　サイト開設時にはプロモーションに力を入れた。
高崎市ホームページへのバナー広告の掲載を機に、
アクセス数がアップしている。以前より電話の問
い合わせが増え、本業での受注に結びついたとい
う事例も現れている。
　�　今後は卸売業ならではの魅力を一層発信し、全
国の卸売団地と連携して、全国の卸売商品から検
索できるシステムを構築していく。

【組合の概要】
　所在地：高崎市問屋町2丁目7
　電　話：027-361-8243
　設　立：昭和38年4月　　　組合員：123名
　ＵＲＬ：http:/www.viento-takasaki.or.jp…

IT を活用した
事 業 推 進

問屋町を新時代商店街に変革するクリック＆モルタル事業
〜高崎卸商社街協同組合（群馬県）〜

こと。2つ目は、「子育て広場」の利用を目的とし
た来街者が増え、組合員各店舗と消費者の繋がり
ができたこと。3つ目は、大学との連携の成果と
して、教科書では分からない実践的な教育の場が
実現されたことにより、保育士の育成に貢献でき
たことである。
　�　また、特に、若いお母さんという新たな顧客が
増加し、商店街全体の活性化に貢献している。多
種多様な販売促進策が相乗効果を生み、通行量は
5年前に比較し1.5
倍となり、近年の
新規出店も毎年15
店程度となるなど、
街の活性化に向け
て大きく進化して
いる。
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第2回官公需対策懇談会を開催
　2月10日㈭、秋田市のホテルメトロポリタン秋

田において、平成22年度第2回官公需対策懇談会

を開催しました。

　懇談会では、秋田県出納局総務事務センターの

田村巖班長及び秋田県建設交通部建設管理課の田

中等副主幹から、平成22年度の官公需の発注状

況について説明を頂いたほか、活発な意見交換が

行われました。

　出席者からは、「落札した後の原材料の値上が

りが予想される場合、それを踏まえた価格設定は

できないものか。」「県産の骨材を使ってもらう

よう行政との懇談や要望を行ってきた結果、以前

より多く使ってもらえるようになった。」といっ

た意見等が出されました。

　また、当日は、懇談会に先立ち秋田県官公需受

注対策協議会の平成23年度通常総会が開催され、

平成22年度事業報告、平成23年度事業計画等、

すべての議案が原案どおり満場一致で可決・承認

されました。総会終了後は、独立行政法人中小企

業基盤整備機構東北支部の小島壯司統括プロジェ

クトマネージャーを講師に迎え、「中小企業の新

分野進出について（建設業を中心に）」をテーマに

セミナーを開催し、小島氏からは経営革新のポイ

ントなどの説明がありました。

【組合の紹介･PR】
　各地域の乳製品販売事業者は、地

域に根ざした販売手法が事業運営上

の強みである反面、全国的に広く成

功しているビジネスモデルの情報収

集や、販売活動等が難しいという弱みを持って

います。

　そこで、地域の事業者が長期的な発展成長を

遂げるためには、志を同じくする事業者同士が

連携し、地域の垣根を越えて事業の成功体験や

ノウハウを共有し、共同の経済事業を行いなが

ら自社の経営革新を行っていくことが必要と考

え、秋田県、福島県、千葉県の事業者で協同組

合を設立しました。

　さらに経営基盤を強化し、消費者ニーズに

合った商品開発・提案力を醸成するとともに、

調査研究事業を通じたビジネスモデルの革新を

図ります。また、「食の安心・安全」等、消費者

からの信頼を高めるための教育情報事業を積極

的に行い、経営の安定と社会的地位及び経済的

地位の向上を図ります。

◆住　　所　　秋田市東通四丁目1番31号

◆代表理事　　鈴木嘉久

◆出 資 金　　400,000円

◆組合員数　　4名

◆主な事業　　�飲食料品等の共同購買、ビジネ

スモデルの構築に向けた調査・

研究

◆成立年月日　　平成23年1月25日

東日本ミルクネットワーク協同組合

鈴木嘉久理事長
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　1月31日㈪、ホテルメトロポリタン秋田にお

いて、協同組合秋田古紙回収協会（佐沢均理事

長、5組合員）の青年部の創立総会が開催されま

した。

　創立総会には、青年部員14名が出席し、発起

人代表の宮沢俊史氏を議長として、会則などの

議案が承認されたほか、役員選出では宮沢俊史

氏が初代の会長に選任されました。

　宮沢会長は、「初めての組織であり、これから

先に向け意欲で一杯です。周りの皆様の力をお

借りしながら、積極的に活動していきたい。同

業者同士の交流はもとより、他の業界や団体な

ど様々な方々と交流する機会を多くつくり、研

修を行いながら、会員が人間的にも成長できる

ような組織にしていきたい。」と述べました。

　本青年部は、組合の健全な発展を目指し、よ

り良い経営者、指導者をつくることを目的とし

て設立されました。今後は、研修会を開催する

ほか、各種情報交換など、活発に事業を実施し

ていく予定です。

挨拶する宮沢会長

　本会では、中小企業青年中央会を通じて、組

合青年部への支援を積極的に行っています。組

合の将来を担う人材の育成や組合活性化の原動

力として、組合青年部の役割は重要です。是非、

お気軽にご相談ください。

組合青年部を設立！
	 〜㈿秋田古紙回収協会〜

年度末事務セミナーのご案内

　本会では、事業年度末における決算関係書類

の作成や通常総会の開催、定款・役員変更の手

続き、税務申告等に関するセミナーを、下記の

とおり開催します。是非、ご参加ください。

○日　時　平成23年3月16日㈬

　　　　　午後1時30分〜4時30分

○場　所　秋田市

　　　　　「ホテルメトロポリタン秋田」

○開催内容及び講師

　①「年度末における決算・税務申告のポイント」

　　�講　師：武田亨税理士事務所

　　　　　所長　武田　　亨氏

　2月1日(火)、秋田商工会議所において、東

北経済産業局による「TPP協定に関する説明

会」が開催されました。

　この説明会は、各商工団体や経済団体等を

対象として東北6県で順次開催されており、

当日は、本会からは桺田聰副会長（秋田県主食

集荷商業協同組合理事長）が出席しました。

　説明会では、東北経済産業局の豊国浩治局

長がTPP協定交渉の現状や内容などについ

て説明し、出席者との意見交換が行われまし

た。

	TPP協定について意見交換
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―仕事の内容を教えてください。

　経理や労務などの事務管理業務の他に、ＬＰガススタンドの設備管理責任者

として、現場での燃料取扱い作業や、技術管理・在庫管理なども行っていま

す。�

―今、熱中していることは何ですか?　

　マラソンです。たばこをやめて太ってしまったことをきっかけに、走り始め

てから、今年で４年目になりました。これまでは10キロマラソンに出場してき

ましたが、今年の目標は20キロです。過酷なレースであっても、それを乗り越

えたときに得られる達成感は格別です。また、周りの景色を眺めながら走るの

も楽しみの一つです。全国には風光明媚な名所を走るマラソン大会がたくさんあるので、いつかは各地

の大会を巡ってみたいと思っています。

―座右の銘は何ですか？　

　中村天風の「怒らず、恐れず、悲しまず」です。何事においても、積極的にプラス思考に転じていくよ

う自分に言い聞かせて、仕事でもそれを心掛けています。たとえ不景気な時代であっても、逃げ出さず、

気高い気持ちを持っていたいものだと思います。　

―組合のPRをお願いします。　

　ＬＰガスは、燃費が良く、二酸化炭素の排出量が少ないクリーンエネルギーです。ＬＰガス燃料を

使っている各組合員タクシー会社ではサービスの質を上げる取り組みを行っており、接客マナーの優れ

た乗務員が皆様をお迎えします。是非、タクシーをご利用ください。

秋田ハイタク事業協同組合
総務課長　瀬　浪　幸　雄さん

平成23年3月分から
健康保険料が上がります
	 〜協会けんぽ	秋田支部〜

　協会けんぽ（全国健康保険協会）の財政状況は

依然として厳しく、また、現在抱えている累積

債務を着実に解消する必要があることから、本

年3月分（4月納付分）の保険料から保険料率が引

き上げになります。

　秋田支部の健康保険料率は、9.54%（現行

9.37%）となります。加入者や事業主の皆様の

ご理解をお願いします。

　詳しくは、協会けんぽ秋田支部企画総務グ

ループ（TEL018-883-1841）までお問い合わせ

ください。

　②「登記・諸届出事務手続きについて」

　　�講　師：本会指導員

○受講料　2,000円

○持参物　電卓、筆記用具

○申込締切　平成23年3月9日㈬

【申し込み・お問い合わせ】

　本会　工業振興課　TEL018-863-8701

平成23年度

本会通常総会開催（予定日）の
ご案内

○日　時　平成23年6月3日㈮

○場　所　秋田市「ホテルメトロポリタン秋田」

　　　　　（秋田市中通7丁目2−1）

※�　正式には、4月以降に開催される理事会で決

定されます。
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「中小企業あきた」有料購読について

　「中小企業あきた」では有料購読会員を募集

しております。組合員企業等に、是非、お薦

めください。

【お問い合わせ先】

　本会　調査広報課　TEL�018-863-8701

中央会メール情報サービス（無料）のご案内！

　本会では、各種補助金の募集やイベント・セ

ミナー情報等を、組合や組合員企業へ電子メー

ルにてお届けする「中小企業メール情報サービ

ス」を提供しております。皆様の経営の一助とし

て、是非ご活用ください。

　お申し込みお問い合わせは、本会調査広報課

(☎018-863-8701）までご連絡ください。なお、

下記URLから直接申し込みできます。

http://www.chuokai-akita.or.jp/mails/mail.html

本会ホームページをご覧ください！

　「中小企業あきた」を本会のホームページに
掲載しています。
　ホームページでは、バックナンバーもご覧
いただけます。是非、ご活用ください！

http://www.chuokai-akita.or.jp/kaihou/
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