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栃木県北部。那須野が原は多くの華族によって開墾された土地。青木農場もそのひとつ。並木道のアプローチを抜けると白く壮麗な洋館が現れる。
蔦形と鱗形の壁材を使い、軽快な印象を与える外観。とくに、寄棟屋根の中に設けられた窓が特徴的だ。
（９面に関連記事） 写真提供：那須塩原市教育委員会

税制改正で有利になった

自社株贈与を賢く使いこなす
今年の税制改正では、事業承継の際の税負担を大きく減らすことのできる「事業承継税制」が見直
されている。同制度はこれまで何度も拡充が図られているが、今回の見直しでさらに自社株の生前
贈与にかかる課税リスクが大きく軽減された。中小企業にとって自社株引き継ぎにかかる税負担の
重さが承継の高いハードルとなるなか、同制度の利用は今後ますます増えそうだ―（２面）
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臨時増刊

事業承継税制が有利になった

事業承継税制のメリットがど

なく相続時精算課税の方と相性

の贈与制度のうち、言うまでも

する事業承継税制は、この２つ

い小規模事業者では要件割れの

前述したように、従業員の少な

持しなければならない。しかし

税優遇を受けるための要件は

は利用が伸び悩んだ。

あまりにも高かったことで当初

のの、適用のためのハードルが

条件だ。

んなに大きかろうとも、将来的

リスクは大きい。それを踏まえ

れまで多かった。その点を改善

適用に踏み切れない事業者はこ

認定を取り消されてしまった時、

た。仮に生前贈与して３年目に

課税しか使うことができなかっ

消された時の税額計算では暦年

業 員 数 が １ 人 の 時 は、 ０ 人 に

条件を緩和する。ただし元の従

減っても猶予を継続できるよう

下 の 事 業 者 に つ い て は、 １ 人

しろ」というもので、後継者要

要件は「毎年雇用の８割を維持

の２つだ。創設当時の雇用維持

用維持要件」と「後継者要件」

従業員を維持しなければならな

がいい。しかし、これまで事業

は少人数の退職でもすぐに要件

しようというのが、今回の相続

件は、制度を使えるのは先代経

に認定が取り消された時のリス

色々あるが、大きなものは「雇

割れしてしまう可能性は低くな

時精算課税の導入ということに

なってしまうと猶予は受けられ

い」
という雇用維持要件があり、

年度改正では、従業員４人以

い。要件が満たせなくなればそ

２５００万円分の自社株を贈与

承継税制では、納税猶予が取り

の時点で納税猶予は取り消され、

なる。

クを考慮して、事業承継税制の

本来納めるべきだった税負担に

従業員の少ない小規模事業者で

して、承継前の雇用数の８割の

の一つに「承継後５年間を平均

自社株贈与 を賢く使いこなす
特集１

要件緩和で利用者が急増
２０１７年度税制改正では、事業承継の際に生じる税負担を大きく
減らすことのできる「事業承継税制」が見直されている。同制度はこ
れまで何度も拡充が図られているが、今回の見直しでさらに自社株の
生前贈与にかかる課税リスクが大きく軽減された。多くの中小企業に
とって自社株引き継ぎにかかる税負担の重さが承継の高いハードルと
なるなか、同制度の利用は今後ますます増えていきそうだ。

なる。

一括して２５００万円までが控

「暦年贈与」か、将来にわたって

毎年１１０万円が控除される

本来、
生前贈与をする時には、

も相続税の納税猶予に使うか贈

制を使うかどうか、使うとして

渡しに使えばいい。事業承継税

続時精算課税は別の資産の受け

は事業承継税制で免れつつ、相

ば自社株の贈与にかかる税負担

なる。認定が取り消されなけれ

社株の引き継ぎができるように

同じケースでも税負担なく、自

税を使えるようになったことで、

贈与から適用されている。

しについても今年１月の相続や

り込まれている。これらの見直

免除するよう改める見直しが盛

猶予していた税負担そのものを

を得なかった企業については、

れた。要件緩和を受けて、これ

族外の承継も適用可」と緩和さ

の平均で雇用８割を維持」、
「親

それぞれ「毎年ではなく５年間

税制改正では２要件について、

営者の親族のみに限るというも

制を拡充する複数の改正が

除される「相続時精算課税」の

与税の納税猶予に使うかを含め、

ない点には注意したい。

盛 り 込 ま れている。そのな

どちらかを選択する。贈与でき

経営者が取れる選択肢が大きく

していたら、暦年贈与の非課税

自社株にかかる税負担を軽減す

かでも最も大きな見直しが、

る総額に上限はないものの、非

加えて、猶予されていた期間の

るという制度だ。譲り渡した自

要件を満たせずに納税猶予

課税枠を使うためには少しずつ

例えば評価額６千万円分の株

社株と後継者がもともと持って

が取り消された時に、２５

万円に税金がかからない。
また相続なら、本来６千万
円分すべてに相続税がかか

税ということになる。

まうわけだ。

２３９０万円分に課税されてし

は、雇用確保要件を免除する。

で被害を受けた事業者について

さらに猶予期間中に自然災害

かったと言えるだろう。

は中小企業の実態に沿っていな

承継が増えるなかでの親族要件

のだった。後継者難から親族外

多くの要望を受けて 年度の

また被害が大きく、倒産せざる

年度改正で相続時精算課

承継後５年間を平均して、承継

納税猶予を受けるためには、

設された。優遇は大きかったも

すことを目的に２００９年に創

から廃業を選ぶ中小企業を減ら

社株の引き継ぎにかかる税負担

事業承継税制はもともと、自

に至ったわけだ。

改正での利便性向上と要件緩和

促すための施策として、 年度

り中小企業の円滑な事業承継を

すればごく一部だ。そこで、よ

む中小企業経営者の全体数から

年 度 改 正 で は、 同 税

前の雇用数の８割の従業員を維

まで年間約１７０件程度にとど

近い将来の事業承継を見据え

わけだ。

年の利用件数は前年の２・６

まっていた利用件数は増加し、

を受けるためには、複数の

て自社株を一括して生前に贈与

和が図られている。

要件を承継後に継続して満

きる相続時精算課税かを選べる
亡や倒産、あるいは三代目への

たし続ける必要がある。そ

事業承継税制の納税猶予

さらなる事業承継が行われれば、

必要はなく、二代目後継者の死

猶予されていた税負担は免除と

続や贈与で後継者に譲り渡した

枠１１０万円を使っても残りの

いた自社株の合計のうち、発行

００万円までの贈与を非課

広がったと言えるだろう。

利子税も加算されるというのだ

済議決権株式の３分の２までの

しか贈与できない暦年贈与か、

また、同税制を適用する際の

その３分の２に当たる４千

部分について、相続税なら評価

税にできる「相続時精算課

上限は決まっているもののまと

「雇用維持要件」についても緩

から中小企業にとっては厳しい

るところを、３分の２×８

額の８割、贈与税なら全額が納

税 」 が 利用できるように

まった額を非課税で一括贈与で

15

17

後継者が
親族以外でも
利用可能

17

営者が事業を承継する際に、相

税猶予される。猶予といっても

なったことだ。

式を持ち株ゼロの後継者に譲り

割＝３２００万円分が非課

17

要件を満たしている限り納める

渡したとすれば、生前贈与なら

事業承継税制は、中小企業経

実質的には
税負担の
〝免除〟

認定取消でも
課税されない？

しかし要件緩和を受けて利用

んでいる。

倍に当たる４５６件にまで膨ら

15

が増えたとはいえ、高齢化の進

17
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03

融資の“絶対条件”が様変わり

経営者の資

ができたという。

考慮され、個人保証を外すこと

資産や収益

と、会社の

きているこ

確に分離で

とだ。成功事例の多くでは、専

付ける客観的な見通しがあるこ

な意思があることと、それを裏

ているのは、返済へ向けた確か

個人保証を外せた例に共通し

長を悩ませる個人保証債務から解放される道が開けつつある。

具体的に、個人保証を外すた

められていることから、上記の

仮に先に挙げた３つの条件を厳

全に満たしているケースだが、

る要件を完

インの求め

はガイドラ

この会社

た。

勝ち取っ

あったため、個人保証を外すこ

情報の適切な開示にも問題が

明確に分離されておらず、財務

は、法人と経営者の資産区分が

都内で小売業を営むある会社

につなげるという手法もある。

活用することで個人保証の解除

Ｌ（ 動 産・ 債 権 担 保 融 資 ）」 を

の在庫や売掛金といった「ＡＢ

個人保証を外せなくても、商品

また、たとえ条件を満たせず

解放は積極的な事業展開につな

められる。だが保証債務からの

強化し、経営努力することが求

なく、企業自身にも財政基盤を

ければならないことに変わりは

こと」を金融機関に納得させな

終的に「返済能力に問題がない

個人保証を外すためには、最

ことは意味がある。

た時の一策として検討しておく

の話にはなるが、交渉が難航し

もちろん自社の状況を踏まえて

月の半年間で２２８件あった。

外すために企業と金融機関それ

ライン」
。適用開始から

％に当たる

万１８８２件

だった。またそれぞれ、既存の
契約について期限延長の際など
にそれまで付いていた個人保証
を外せた契約が、政府系で１３
５４件、民間で１万８１８５件

それによれば、商工組合中央

月当たりの個人保証なしの融資

増えているし、民間系でも１カ

人保証なしの割合は２倍以上に

はないものの努力義務として求

ガイドラインに従う法的な義務

要だとしている。金融機関には

を求めた。交渉の結果、会社と

ンクである信用金庫に保証解除

ドラインを利用して準メーンバ

図る意向が示されていることが

今後さらに解消に向けて減少を

定が近年減少していることや、

う。

供せずに融資を受けられたとい

とすることで、経営者保証を提

していきたい。

めるのではなく、粘り強く交渉

保証は取られるもの」とあきら

いう条件を

金庫や日本政策金融公庫といっ

件数は４倍以上に増加している。

あった。

た政府系金融機関で昨年４月～

経営者を悩ませる個人保証から
33

―
９月の半年間に行った新規融資

う実績を公表した。

今後は経営

めには何が必要なのだろうか。

条件を満たした企業からの交渉

格に満たしていなくても個人保

とは難しいと判断された。しか

がるだけでなく、社長自身の人

信用金庫などの民間系金融機関

ガイドラインでは、企業が金融

については、少なくともテーブ

建設業を営む別の会社は、会

証は外せる。

し商品がブランド化されていて

生プランや事業承継にも大きく

では、同時期に行った新規融資

割合では民間系金融機関では

機関に対して保証解除を求める

ルにつかざるを得ないというわ

在庫の固定化の懸念が小さかっ

関わってくる。最初から「個人

などの条件を付けることで個人

いまだに１割強、政府系でも３

ためには、①法人と経営者の資

けだ。

社から経営者個人への立替金勘

たことなどから動産担保として

され、保証の解除につながって

割強にとどまるとはいえ、個人

産関係が明確に区分・分離され

定があった上、法人と経営者の

の評価が高く、商品在庫を担保

者保証を提

ぞれが取り組むべき基準を定め

保証なしの融資はガイドライン

ていること、②返済能力に問題

実際に交渉をして保証を外せ

資産の明確な区分ができている

24

のうち、個人保証を外せたのは

た「経営者保証に関するガイド

の適用開始以来、着実に増えつ

た建設機械のリースを行うある

とは言えなかったが、立替金勘

保証を外せた例は、昨年４～９

年半

つある。政府系では適用を開始

会社は、現経営者の抱える多数

いる。

を経過した時点で中小企業庁と

のない財政基盤があること、③

の債務保証に不安を覚え、ガイ

14

のうち ％に当たる３万６８１

2

供しないと

金融庁は実際にどれだけの融資

した２０１４年２月～３月頃に

財務状況を適時適切に開示する

交渉に必要な
3つの条件とは

中小企業経営者の個人保証を

契約で個人保証が外せたかとい

比べると、新規融資に占める個

の３条件を満たすことが必

経営の透明性を確保すること

基準制定から3年
着々と成果が ―

産経理が明

個人保証はもうたくさん！
中小企業経営者が金融機関から融資を受けようとすると、これまでは経営者個人の

力で十分な

門家の支援を受けた上での中長

連帯保証を求められることが当たり前だった。しかし個人保証を外すための枠組みを

返済能力を

定めた「経営者保証に関するガイドライン」が２０１４年にスタートしてから３年が

解放される可能性は、格段に高

経ち、徐々にそうした状況に変化が起きている。会社としての取り組み次第では、社

５件が個人保証なしの融資だっ

期的な事業計画の策定と進捗の

金融庁によると、このＡＢＬ

見込めたこ

報告、財務状況の正確さを確保

くなっていると言えるだろう。

できる透明性が金融機関に評価

た。一方、メガバンクや地銀、

となどから、

社長の人生プラン
にも好影響が

新規、既存問わず外せます

特集２
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終活に欠かせない大事な話

、少し考えてみると、お墓

ることはない。この使用権は、

約上の土地使用料の名目が「永

意したのは管理料で、たとえ契

これらの支出のうち、特に注

一人が承継する。

的には分割することができず、

なお、承継した際の墓地等と

の永代使用権契約は名義変更だ

けで済むが、多くの場合で名義

変更手数料が必要になる。寺院

では宗教的費用として
「寄附金」

としていることも多い。

は、人生においてかなり高額な

初期費用に数百万円もの支払い

～１万２０００円になるという。

円、年間の管理費は１８００円

寺院墓地で２２０万～５００万

理者（昔でいえば家長など）が、

ことが多い。もちろん、墓の管

点から生前贈与を禁止している

院や霊園が、トラブル防止の観

から、墓そのものについても寺

や転売が認められていないこと

産を縮小することになる。さら

のの、生前に購入しておけば財

として相続財産にはならないも

ことは可能だ。お墓などは資産

にお墓や仏具を購入するという

きないが、相続対策として生前

お墓の生前贈与は基本的にで

そして、墓地は使用権の譲渡

永代供養費の平均は、社団法人

キロ圏内の

買い物といえるだろう。やはり

病気などで管理者としての責任

～

きちんと子々孫々に承継して

と、東京近郊

日本墓苑協会などの資料による

いま改めて考えたい お墓
お墓は「建てる」とか「買う」とかいうものの、実際にお骨を埋める土地そのものは自

―

分の土地なのだろうか。また、永代供養とは本当に永遠を意味するのか、お寺と霊園で
手続きに違いはあるのか、墓の生前承継は可能なのか等々

建前上は子々孫々と半永久的に

に関しては実は知らないことも多い。お墓にまつわる「なんだろう？」を調べてみた。

続くとされていることから、一

代」供養費となっていても、管

るため、不動産取得税も固定資

般的に「永代使用権（料）
」と呼

そこで相続時には、お墓も財

は条件つきで認められることも

産税もかからない。
社会通念上、

に、土地についてはこれまで述
新規に墓石を注文すると、大

産のひとつとして誰かが受け継

ある。

よほど高価な墓石や仏具でない

べてきたように、
「使用料」であ

間以上途絶えれば、墓の使用権

きさ、石質、細工などによって

ぐことになる。お墓は民法上の

限り、広く認められていること

を果たせないうえ、生前承継の

この永代使用料につき、運営

は消滅する仕組みとなっている。

異なるものの、一般的に建立費

なお、お墓を承継すると「墓

必要性があると判断されたとき

側は「永代供養費」と名を替え

古寺などを訪れると、裏手に無

を護る」という責任から、供養

守ってもらいたい。

て顧客にアピールしているが、

あり、相続税の対象外だ。基本

る）にあたっては、墓石の代金

お墓を新規で購入する（建て

永代供養代」という新商品

のため最近は「期限付きの

縁仏は増加傾向にある。そ

の進展により、いわゆる無

になる。

うに家庭裁判所が決定すること

なければ、通常の財産と同じよ

それに従い、それでもまとまら

そうした際には、遺言があれば

い」
というケースも少なくない。

現実には「墓守の成り手がいな

る権利と義務を負う。そのため、

には、祭祀主宰者として決定す

い。

の会話をオープン化していきた

し合うことから、相続について

う？」という疑問をみんなで話

集 ま っ て「 こ れ っ て な ん だ ろ

化していることが多い。親戚が

する手続きはブラックボックス

維持管理に至るまで、相続に関

葬儀からお墓の購入、そして

改装などの申し出があったとき

だ。上記のように一般的に数百

「祭祀財産」と呼ばれる財産で

に加えて、この永代使用料と、

を提供する寺院や霊園も増

や追悼を行い、毎年の管理費（寺

を含めて１００万～３００万円

墓石そのものは基本的に一品生

さらに大抵は「管理料」が必要

えてきた。一定期間を経た

万円からの現金を減らすことに

が相場だと言われている。また

産で発注するものなので
「購入」

になる。また霊園でなく寺院の

後は、その遺骨や位牌を共

院によっては数年に１度）の支

造作に積み上げられた墓石を見

で間違いないが、土地に関して

場合には檀家になるための入檀

同墓地に合祀することで、

なるので、資産圧縮方法として

かけることがあるが、これらが

厳 密 に い う と、
「墓地として使

料を請求されるのが一般的だ。

ベンダーとサプライヤー双

は効果的な手段といえよう。

実はこの永代使用権を購入すれ

用する権利を買う」ということ

なお、基本的に永代使用料と入

方に合理的なシステムと

払いなど、多くの義務が発生す

ば、その後は何もしなくても僧

になり、あくまでも使用権を取

檀料は非課税だが、墓石と管理

なっているようだ。

る。また、相続に際して分骨や

管理費の切れた
「永代供養」

理費の継続的な支払いが一定期

生前に購入すると
相続対策として効果

侶などが永久に手厚く弔い続け

ばれていることが多い。

40

の末路だ。

遺産分割できない
祭祀財産の重み

てくれるというものではないの

得することを意味する。そのた

費については消費税の対象とな

現在、少子化や核家族化

め「お墓を買った」としても、

るので覚えておきたい。

で注意したい。

地面については土地（墓地）を

を買う」とか「建てる」という。

運営する者から所有権が移動す

お墓を入手することを「お墓

消費税がかかったり
かからなかったり

20

永代とは？ 分割は？ 税金は？

特集３

07 【広告】
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歴史建築探訪

も、そうした華族農場のひとつ。

明治 （１８８８）年に建築され

場管理施設を兼ねた別荘として

れた。旧青木家那須別邸は、農

印象を与える外観。とくに、寄

形と鱗形の壁材を使い、軽快な

と白く壮麗な洋館が現れる。蔦

（栃 木 ・ 那 須 塩 原 市）

水は、安積疏水（福島）
、琵琶湖

林業を目的として明治 （１８

旧 青木家那須別邸
栃木県北部。那須野が原は那

疏水
（京都）と並んで日本三大疏

地を開拓しようという計画が持

明治に入ると、この広大な土

ったという。

ど住む人のいない原野の状態だ

は不向きな土地とされ、ほとん

期までは水利の悪さから農耕に

た華族たちが大農場を次々と開

業政策に基づいて、
政府高官だっ

「華族農場」。明治政府の殖産興

たのが華族の資本・経営による

ようになった。その中心となっ

なると、続々と入植者が集まる

へ農業用水が供給されるように

これによって那須野が原全域

青木農場は広大な原野約５７

も就任している。

内閣、松方内閣では外務大臣に

正交渉に深くかかわった。山縣

本大使も務め、各国との条約改

全権公使を歴任したほか在米日

オーストリア、ハンガリー等の

ドイツ、オランダ、デンマーク、

の外交官。イギリス、ベルギー、

４４～１９１４年）は長州出身

開設者の青木周蔵子爵（１８

が、日本国内に現存する作品は

めたほどの著名な建築家だった

日本建築学会）の創立委員を務

当。松ヶ崎は造家学会（現在の

手掛けた松ヶ崎萬長が設計を担

行本店や台湾鉄道ホテルなどを

築を学び、帰国後には七十七銀

ドイツのベルリン工科大学で建

央棟屋上の物見台も設置された。

９）年に増築され、同時期に中

る東棟と西棟は明治 （１９０

みだったという。これに接続す

たもの。当初の建物は中央棟の

い。マントルピースには栃木県

で、華美な装飾は施されていな

見 出 せ る。 室 内 は 簡 素 な 造 作

などにドイツ建築の影響が強く

構造面では軸組や小屋裏の扱い

どの空間構成にも優れており、

が施されている。階段ホールな

窓）には、和風建築のような飾り

成した出窓やドーマー窓（屋根

ムトラスの手法をモチーフに構

用いられており、ハンマービー

徴的だ。屋根には独特の意匠が

棟屋根の中に設けられた窓が特

８１）年に開設されたものだ。

ち上がり、まず「那須疏水」が設

設。毛利元敏子爵（旧豊浦藩主）

７町歩（約５・７㎢）を国から借

水にも数えられる大規模なもの

珂川と箒川との間に形成された

けられる。疏水とは、給水や灌

や戸田氏共伯爵（旧大垣藩主）
ら

り受けて開墾し、最終期の明治

複合扇状地で、その面積はおよ

漑、水運などのために新しく土

の旧大名家当主をはじめ、松方

だ。

地を拓いて水路をつくること。

正義公爵や山縣有朋公爵といっ

そ４００㎢にもおよぶ。江戸末

明治 （１８８５）
年に、わずか

21

14

これが唯一のものとなっている。

産の大谷石を使用。展望台の手

すりは飾り柵をイメージさせる

デザインとなっている。

旧青木家那須別邸は、那須野

が原の開拓の歴史と、農場経営

者であった明治の元勲たちの生

活を物語る数少ない建築遺産だ

が、一時は存続が危ぶまれたほ

年代までは青木家の別

ど破損がひどかった。

昭和

年にかけて大規模な保

されている。

る資料展示室として一般に公開

青木周蔵とその那須別邸に関す

らには那須野が原開拓の歴史や、

部は情報案内所、休息の場、さ

施設として活用されている。内

の駅「明治の森・黒磯」の中核

存修理事業を実施。現在は、道

年から

た。そこで栃木県では、平成８

が、その後は長く放置されてい

荘として実際に使用されていた

40

10

21

０町歩（約 ・７㎢）まで拡大さ

並木道のアプローチを抜ける

（１８８８）
年には総計１５８
持った。
「青木農場（青木開墾）
」

た明治の元勲もこの地に農場を

写真提供：那須塩原市教育委員会

42

５カ月間の工期で開削され、明
導水路なども整備された那須疏

15

治 （１９０５）
年までに水門や

18

38

先人に学ぶ経営者の心意気

いぶか・まさる
明治 （１９０８）年、栃木県日光
町（現在の日光市）に生まれる。青
銅技師・水力発電所建設技師だっ
城市の祖父の家へ２歳のときに引

なかしま・とういちろう

明治 （１８８３）
年、愛知県

西 尾 市 に 生 ま れ る。 生 家 は

代々続く眼科医で、祖父も父

も当地で開業していたが、父

の代で親戚の借金の保証人に

なってしまい家が破産。名古

屋 市 内 に 転 居 し、 明 治 （ １

歳で上京し、明治 （１９０

８ ９ ３）年 に は 母 を 亡 く す。

26

た父が死去したことで、愛知県安

16

学）へ進み、明治 （１９０７）

水産大学。現在の東京海洋大

業。水産講習所（のちの東京

（現在の都立日比谷高校）
を卒

２）年 に 東 京 府 立 第 一 中 学 校

35

ある神戸 市へ転居。兵 庫県 立第一

もろい・かんいち

明治 （１８９６）年、秩父セ

メント（現在の太平洋セメン

ト）の創業者である諸井恒平

の長男として東京に生まれる。

生家は本庄宿（現在の埼玉県

代目当主。

本庄市）に代々続く名主で、
父の恒平はその

東京高等師範学校を経て大正

（１９２１）
年に東京帝国大

学大学院経済学研究科を修了。

その後も東京帝大の工学部と

経済学部で工業経済論の講師

を 務 め て い た が、 大 正 （ １

９ ２ ５）年 に 父 の 要 請 で 秩 父

セメントへ入社。支配人、常

務などを歴任する一方で、東

大での講義も昭和 （１９４

０）年まで継続した。姉の夫で

同社の２代目社長だった大友

幸助が交通事故で急逝すると、

昭和 （１９４８）年には社長

に就任。秩父鉄道、埼玉銀行

（現在の埼玉りそな銀行）、日

本煉瓦製造の会長職も歴任し、

埼玉の地場産業育成に尽力し

た。経団連、日経連、経済同

友会の創設に参加するなど財

界活動にも積極的に取り組み、

日経連では初代会長に、経済

同友会では初代代表幹事に就

いた。上の言葉は日本経済界

のリーダーとして述べたもの。

「マジョリティ（多数派）が現

在を作り、
マイノリティ（少数

派）が未来を創る。全員反対

したものだけが一考に値する。

経営者はこうしたマイノリテ

ィの理論を駆使しなければな

10

き取られる。のちに母の再婚先で

万円、社
数人でスタートした同社は、

秩父セメント（現・太平洋セメント）

諸井 貫一

全員反対したものだけが
一考に値する。

神戸中学校から第一早稲田高等学
院を経て早稲田大学理工学部に学
ぶ。卒業後は東京芝浦電気（現在
の東芝）の入社試験を受けるが不
採用となり、写真科学研究所（Ｐ
ＣＬ）に入 社。同 社の取 締 役 だっ
た増谷麟の屋敷に下宿する。この
ＰＣＬ時代には、パリ万国博覧会
に出品した
「走るネオン」
で金 賞 を
獲得している。日本光音工業に移
籍後、同社からの出資を受けて日
本測定器を設立。常務に就任し、
戦前・戦中は軍需電子機器の開発
に取り組む。終戦翌日には疎開先
の長野県須坂町
（現在の須坂市）
か
月、東 京・日 本

ら上京。わずか２カ月後の昭和２
０
（１９４５）年

京 通 信研 究 所 」
を立ち上げると、
戦

橋の旧白木屋店内で個人企業「東
争中に「戦時科学技術研究会」で
知り合った盛田昭夫（元海軍技術
中尉）が合流。この年、早くも日本
初のテープレコーダーを開発する。
昭 和 （１９４６）年５月には「 東
京通信工業」の社名で株式会社化
し、井深が技術担当の専務、盛田
が営業担当の常務、ＰＣＬ時代に
上司だった増田が監査役に就任。
社長には井深の義父で、終戦直後
の東久邇内閣で文部大臣を務めた
前田多門を据えた。設立趣意書に
は「 真面目ナル技 術 者ノ技 能ヲ最
高度ニ発揮セシムベキ自由闊達ニ
記されている。資本金

シテ愉快ナル理想工場ノ建設」と
員

昭 和 （１９５５）年にトランジス
タ ラ ジオ を 発 売。昭 和 （ １９５
８）年には商標の「ＳＯＮＹ」を社

29

らない」と語った。昭和 （１

の明治 （１９０９）年、缶詰

隊に１年間入隊する。除隊後

簿係などを経て近衛輜重兵大

年に卒業すると採掘工場の帳

40

会社の若狭商会へ入社。大正

元
（１９１２）
年には農商務省

の海外実業実習生に選ばれて

欧米に渡り、現地でマヨネー

ズと出会う。帰国後の大正７

中島商店（その後、中島董商店

（１９１８）年、缶詰販売業の

と改称）を設立し食品業界へ

進出。翌年には食品工業株式

会社（現在のキューピー）
を設

立して食品製造も開始する。

マヨネーズは大正 （１９２

売は昭和 （１９７２）
年まで

５）年に製造を開始し、
その販

14

中島董商店が行っていた。み

かん缶詰の製造販売でも成功

し、昭和７
（１９３２）
年には

広島県竹原市で旗道園（現在

のアヲハタ）を設立。水産講

習所の後輩で中島董商店に入

社していた地元出身の廿日出

要之進（はつかで・ようのし

ん）に経営を任せた。上の言

葉は後継者の藤田近男に向け

てのもの。昭和 （１９７１）

年、

たという。昭和 （１９７３）

を藤田に任せる際、こう語っ

年、キューピーの２代目社長

46

歳で死去。

48

10

９６８）年、 歳で死去。

47

11

15

42

90

キューピー

中島 董一郎

14

43

名にも採 用。ソニーはこの年、東
証一部上場を果たした。平成９
（１

72

19

33

23

10

９９７）
年、 歳で死去。
89

古今東西、格言や故事は数々あれど、企業経営に日夜汗を流すオーナー社
長にとって、経営の最前線で華々しく活躍した先人の声は、まさに金言と
言える輝きを持つ。本紙姉妹紙の月刊『社長のミカタ』で大好評を博して
いるコーナー「賢者の言魂」から選りすぐりの名言を集めてみた。

賢者の言魂

41

21

20

30

鍬を持って耕しながら、
夢を見る人になろう。
ソニー

井深 大

10
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珠玉の名言集

会社は社長の人格以上にはならない。
この言葉さえ覚えておいてもらえれば
何をやってもよい。
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11

賢者がこよなく愛した旅

滋賀県

琵琶湖

「 日本最大の湖・琵琶湖は、約４００万年前に誕生したといわれる。

自然の恵みと風景の美しさはもちろんのこと、歴史的スポットも

琵琶湖が誕生したのは約４０

本州のほぼ中央に位置する

１１００ｍに位置す

い。昨年７月、標高

テラス」かもしれな

数多く存在し、訪れる人を飽きさせることがない。 」

ほ

どしかない古代湖のひとつ。

生したテラスからは、

るびわ湖バレイに誕

０万年も前で、世界でも

万

年前だが、長い間安定した環

染み入るような壮大

が一望のもと。心に

北から南まで琵琶湖

現在の姿になったのは約

種もあ

境であったため、ここでしか
見られない固有種が

な風景を見つつ、琵
琶湖の歴史に思いを

琵琶湖周辺は交通

馳せたい。
ントも多い。江戸時代に歌川

の要衝の地であった

雄大な琵琶湖には絶景ポイ

ている。

（安藤）広重の浮世絵によっ

ため、天智天皇の近

くから歴史の舞台となってき

の安土城が置かれるなど、古

迎えた国宝・彦根城は築城時

でも、今年築城４１０年目を

な城も築かれている。城の中

江大津京や織田信長
年 ）に 選 定 さ れ た 琵 琶 湖 八 景

た。戦国時代以降は、羽柴秀

の姿をよく留めており、訪れ

年（ １９４９

などが有名だが、今なら、ま
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光秀の坂本城、

注目を集める神社仏閣も点在

築城410年の彦根城では、2017年12月10日まで
特別展やイベントなどが開催される

井伊家の彦根城
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近江商人の像
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