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潮風を受けながら五感を刺激する瀬戸内の絶景しまなみ海道。広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ全長約60㎞におよぶ自動車専用道路で、自転車歩行者道も整備（一部に）されている。
瀬戸内海国立公園に指定されている地域もあり、自然環境保全や周辺の自然景観との調和にも配慮した橋梁が美しい。
（４面に関連記事）

こんな時代だから知っておきたい―

療養中の役員報酬

見舞金も損金に制約が…

社長の代わりはすぐには見つからない ―。特に組織が経営者と一体不可分である中小
企業であればなおさらだ。持病が悪化しても簡単に辞意を表明するわけにはいかず、多くの
社長は療養しながら経営を続ける。その際の役員報酬や見舞金の処理が国税当局と争いに
なることもある。無理なく損金化するために知っておくべき注意点を調べてみた。―（10面）
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最新の注目物件を探る

の皆様に読者を限定したフリーペーパー
です。
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経営者の珠玉の言魂

エヌピー通信社のホームページに有益情報が満載！
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約束手形 全 面 廃 止 へ

切り捨てられる中小企業も
約束手形について、政府は２０２６年をめどに紙から電子へ全
面移行し、将来的には電子手形を含む約束手形制度そのものを廃
止する方針を示した。手形廃止の目的を〝中小事業者の資金繰り

とで向上する」との提言が出て

企業数を半分程度まで減らすこ

本企業の生産性について「中小

を簡略化するため、個別の払込

では、多数の仕入先への支払い

ることが一般的だ。また卸売業

製造業では手形を用いて決済す

済が重用されている。建設業や

性もある。

難に陥る事業者が増加する可能

ないデメリットが発生し、資金

れば、受取人自身も予想してい

の字面通りに手形制度を廃止す

あるとはいえ、手形の不渡りに

る信用低下の懸念は

しても、うわさによ

支払いの遅れが発生

金決済のみになると、

するために必要となる手数料は

に、手形を期日より前に現金化

～３倍は長くなっている。さら

０～１５０日で、現金取引の２

化できるまでの平均期間が１０

は振り出されてから実際に現金

したアンケートによれば、手形

めだとしている。経産省が実施

業の資金繰りを圧迫しているた

する理由として、手形が中小企

政府は約束手形の廃止を促進

る。

早期に当座の資金を確保でき

などを活用することで、事実上

渡することで決済する廻し手形

受け取った手形を別の会社に譲

期日前に現金化する手形割引や、

取人は金融機関に持ち込んで満

人から手形が発行されれば、受

た机上の空論だ」と憤る。振出

だことのないお役人たちが考え

府の主張に対して「お金に悩ん

の資金繰りが改善するという政

約束手形の廃止により中小企業

神奈川県のある建設事業者は、

れる可能性も否定できない。

サイトが手形の期日より延ばさ

発注者側の意向で、決済までの

る。さらに、取引上立場の強い

決定的なペナルティーがなくな

よる銀行取引停止処分のような

金繰り支援策の対象は受取人で

ているはずだが、掲げている資

こうした現状を政府は認識し

はリスクが大きいといえる。

りに苦しむ中小事業者にとって

利貸しも存在しており、資金繰

リングに見せかけた事実上の高

改善のため〟と説明。その一方で、菅義偉首相は「手形払いの慣

約束手形とは、商品やサービ

受取人が負担している。手形制

形の廃止による中小事業者への影響を考えてみた。

討していく考えを明らかにし
た。
２０２６年までに紙の約束手
形を廃止するよう調整するが、
一気に廃止すると支払いサイト
が短くなることにより支払う側
の負担が増してしまう。そこで
まずは移行段階として電子手形

支払いまでの期間の短縮など、

受取人への条件改善に取り組む

振出人を対象にした日本政策金

融公庫による低利融資制度や、

下請振興法に基づく債務保証を

通じて支援を続ける方針だとい

針を明確にした。手形制度は、

の利用を廃止していく」との方

開 し、
「（ 将 来 的 に ） 約 束 手 形

１月の施政方針演説で菅首相は

る」という思惑がある。実際に

めに多すぎる中小企業を再編す

菅義偉首相の「生産性向上のた

を推し進めようとする背景には、

ただ、政府が手形制度の廃止

年は３％まで縮小して１３４兆

０６億円と比較すると２０２０

た１９９０年の４７９７兆２９

が減少しており、ピーク時だっ

場により、近年では手形交換高

ターネットバンキングなどの登

として多用されてきたが、イン

ことだ。企業間取引の決済手段

を支払うことを約束する証書の

いというものであり、手形制度

など資金繰りの不安を解消した

払いを繰り延べないでほしい」

り の リ ス ク を 回 避 し た い 」「 支

見てみると、その理由は「不渡

しかし受取人の回答を詳しく

た。

回答した受取人が９割を超え

では「約束手形をやめたい」と

者は多く、経産省のアンケート

度に不満を感じている中小事業

日通りに決済することは振出人

態に陥る。このため、手形を期

止処分となり、事実上の倒産状

度の不渡りが出れば銀行取引停

くなる。さらに６カ月の間に２

下がり、新規の借入などが難し

情報が共有されて信用が大幅に

所を通じてすべての金融機関で

まり不渡りを出すと、手形交換

形が決済できていない状態、つ

また、支払期日を過ぎても手

一般に手形割引と比較して手数

グという手段は残されているが、

とで現金化できるファクタリン

売掛債権を期日前に譲渡するこ

なる。金融手形に頼らなくとも、

形」
（融通手形）が活用できなく

が金融機関に持ち込む「金融手

し合った約束手形を、それぞれ

現金が必要な企業同士が振り出

的な資金調達もできなくなる。

さらに、手形を利用した緊急

い。

事業者が発生しないよう求めた

ば、その過程で切り捨てられる

りを支える」ことにあるのなら

の言う通り「中小企業の資金繰

けた取り組みの趣旨が、経産相

手形制度そのものの廃止に向

こともあり得るだろう。

ことになる下請企業がでてくる

測される。取引を打ち切られる

る取引先の選別が進むものと予

的に短期化すれば、発注側によ

う。

受取人となる下請けの中小事業

「手形払いの慣行の見直しを通

ピーク時の３％とはいえ１３

２５３４億円となっている。

にとって絶対的なルールとなっ

料が高額になるうえ、ファクタ

ているという事情もある。

みではなくあえて手形を活用し

スを発注した事業者が、受取人

行の見直しを通じて生産性の底上げを図る」と発言している。手

への切り替えを行い、印紙代や

に対して決められた期日に代金

者などの資金繰りを悪化させて

じて生産性の底上げを図る」と

そのものを否定しているわけで

てきた。

る。

いるというのがその理由だ。梶

述べ、
手形廃止の真の目的が
〝資

はないことがわかる。
むしろ「約

する検討会の報告書の骨子を公

を全廃して支払いサイトを強制

しかし今後、政府が手形制度

山弘志経産相は会見で「（手形

４兆円という金額が動いている

束手形をやめたい」という回答

めるという。

の廃止に向けた）自主行動計画

金繰り支援〟ではなく〝生産性

ことは確かで、業種によっては

政府はさきごろ約束手形に関

の策定や改定を求めたい」と述

今も取引慣習上、手形による決

ところが手形が廃止されて現

向上〟にあることを示唆してい

下請企業が
選別される恐れ
た。政府の成長戦略会議でも日

日まで短縮する案の検討も進

はなく振出人に絞られている。

年をめどに手形の期限を

紙での保管コストなどを削減す

利用者は激減したが
あえて使う慣例も

べ、産業界、金融業界と連携し

60

24

て手形廃止に向けた具体策を検

まずは電子手形への
切り替えが進む

いる。

真の目的は再編・淘汰の促進
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行政内部の デ ジ タ ル 化 が 加 速

税務調査は大激変するか

預貯金者情報をその番号（マイ

業務処理合理化といった問題に

タと提携した実証実験を昨年

ナンバーおよび法人番号）によ

口座の紐付けを国民・納税者は

月からスタートさせている。紙

り検索することができる状態で

イナンバーを活用して納税者と

で行っている照会手続きをペー

管理しなければならないことと

すでに国税当局は納税者の預

ル改革関連法」が成立した。菅政権ではあらゆる社会インフラのデジタル化につ

パーレス化することで大幅な業

され、また国税通則法施行令

とどまらない。預貯金等の照会

いて普及を進めるというが、税務調査の視点では納税者の権利を侵害することに

務効率化が見込め、納税者の所

の６では、金融機関は預貯金者

どこまで許容するのだろうか。

つながる危険性を指摘する声も聞かれる。

得を捕捉する動きがよりスピー

情報のデータベースで、預貯金

金融機関との取引情報に対する

イナンバーを絡めた税

ディーになるという。国税局・

口座のレコード（データの単位）

き慎重を期するため」
「税務署

貯金情報を入手する手続きをデ

務調査についてだ。衆

税 務 署 が、 金 融 機 関 に 対 し て

ごとに、
その預貯金者の「番号」

長等の証印のある書面を調査先

は、銀行調査そのものであり、

議院内閣委員会の附帯

行っている預貯金等照会は、紙

を記録（表示）することとされ

税務調査で利用しやすくなる

の金融機関に呈示する」とされ

この点についてはもっと議論さ

決議には、「預貯金口座

ベースで行われている。そのた

ている。

可能性があるとはいえ、国税庁

ている。当局が金融機関と納税

税務調査（反面調査）がしやす

への個人番号の付番に

め金融機関では開封・仕分け、

これにより、預貯金者の氏名

の預貯金照会業務は、国税通則

ジタル化するため、ＮＴＴデー

より個人資産が国によ

作成した回答書類を紙出力し郵

および住所のほか、顧客番号、

法の規定による質問検査権行使

納税者本人への税務調査ではな

り把握されることに対

口座番号、口座開設日、種目、

者の情報を入手するには、質問

以外で国が預貯金口座

等の法令に基づく調査

事務作業が発生していた。

書類の開封・仕分け・保管等の

バーと紐付けすることができ

の利用状況を確認する

る。

コロナ関連の各種給付金のオ

法（デジタル関連法に含まれる

これにより、税、社会保障、

預貯金管理法改正により、マ

仕事も変わる

また預貯金管理法の改正では、

「災害時または相続時に預貯金

者またはその相続人から求めら

れた場合に、預金保険機構が個

人番号を利用して当該預貯金者

を名義人とする預貯金口座を特

定し、当該預貯金口座に関する

情報を提供できる仕組みを創設

することにより、預貯金者の利

益の保護を図ることができる」

と、一生に一度あるかどうかと

いう事態に備えているが、複数

らない。

大いなる警戒を強めなければな

デジタル化を推進させることに

形成することなく、徴税面まで

根強い。コロナ禍に乗じて合意

ることに対し、国民の不信感は

政府が個人情報の管理を強め

ないとされている。

た調査要求などに応じる必要は

融機関はマイナンバーを指定し

ことができない。そのため、金

その行使は事前通知抜きに行う

け る 」 と し、
「通達の運用につ

を行うようなことは、これを避

的に、個人別の預貯金等の調査

行調査についても通達で「普遍

る」との記述がある。そして銀

の事前連絡の適否を十分検討す

は、その必要性と反面調査先へ

する反面調査の実施に当たって

運 営 指 針 に は、
「取引先等に対

査にもつながる。国税庁の事務

く、その取引先に対する反面調

する国民の懸念がある

送するといった業務負担が生じ

元本の額、利率、預入日、満期

に当たるもので、公権力の行使

れるべきだろう。

ことに鑑み、税務調査

ており、国税当局の側でも回答

日が当局に筒抜けになることも

預貯金者の意思に基づく個人番

災害の３分野の行政事務に限っ

ことがないようにする

なった。菅政権はむしろこれを

号の利用による預貯金口座の管

ンライン申請ではトラブルが続

千載一遇の好機と捉え、一気呵

理等に関する法律）の改正によ

こと」
と記されている。

成に行政内部のデジタル化を推

て活用できるとされていたマイ

出し、日本のデジタルインフラ

し進めようとしている。身分証

り、税務調査で預貯金口座の利

つまり、預貯金管理

明書や預金口座とマイナンバー

ない状況になってきた。デジタ

ナンバー制度が、用途を際限な

ル法案の成立によって税務調査

用状況を確認できるようになる。

座紐付けの意思確認をすること

にも大きな影響を与えることに

を紐づけ、役所に行かなくても

が義務化され、他の金融機関が

なりそうだ。

く拡大していくことも否定でき
することを政策の大きな柱に掲

管理する預貯金口座についても

金融機関が預貯金者に対して口

げている。

希望の有無を確認し、マイナン

あらゆる手続きができるように

デジタル関連法で納税者が注

マイナンバーの普及で
国税当局の

30

「質問検査権」との
兼ね合いを注視

10

の整備不足が改めて浮き彫りに

進むペーパーレス
税務署の省力化に
視しておく必要があるのは、マ

否定できない。

検査権を行使しなければならず、

くなると言われる。金融機関は、

⁉

に対する金融機関内部の単なる

デジタル庁創設や個人情報保護法改正、預貯金管理法改正を盛り込む「デジタ

預金情報も丸裸にされる
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賢者がこよなく愛した旅

広 島 県・愛 媛 県

しまなみ海道

㎞のしまなみ海道。

「 広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ、
全長約

サイクリストの聖地とも呼ばれ、

瀬戸内海の島々を７つの橋で

な、大島の亀老山展望公園から

く村上海賊の本拠地として有名

ました」と語ってい

ら多くの影響を受け

人々を魅了する絶景が広がる。 」

結ぶ「しまなみ海道」は、海や

望む多島美の景観は見逃せな

リアだ。日本で初めて海峡を横

海の幸など多彩な魅力に富むエ

レモンやはっさくなどの柑橘類、

る神社仏閣や歴史的スポット、

県今治市に続いており、由緒あ

三島〜伯方島〜大島を経て愛媛

海の美しい風景を愛でる場所と

仰の場所としてではなく、多島

てもきた。しかし、古戦場や信

の神社が、古来より信仰を集め

海上の安全や武運を守る数多く

代には合戦の舞台ともなった。

動脈であり、源平時代や戦国時

は大和朝廷の時代から交通の大

ている。

平凡社

１９６７年）と描写し

に展示された作品で彼の足跡を

が出身地で、「平山郁夫美術館」

島としても注目を集める生口島

奪をする「海賊」とは違い、通行

有名になったが、船を襲って略

ラー小説『村上海賊の娘』でも

にかけて海域を支配。ベストセ

気を漂わせる大山祇神社の宝物

０年の神木・大楠が荘厳な雰囲

と呼ばれていた。樹齢約２６０

神 社 」があることから「 神の島 」

る。ここは日本総鎮守の「大山祇

と、愛媛県側の島、大三島に入

生口島から多々羅大橋を渡る

「島ごと美術館」との名も持つ。

のアート作品が設置されており、

異なる魅力を持つ島々が連な

料、高台からの眺めを楽しめる。

れぞれ村上海賊ゆかりの品や資

上海賊ミュージアムがあり、そ

も因島に因島水軍城、大島に村

寄せつけなかったという。他に

に激しい潮流があり容易に敵を

置する小さな島・能島は、周囲

小説の舞台になった大島沖に位

戦時には水軍として戦っていた。

料を徴収して水先案内人を務め、

館では、日本最古の平安中期の

るしまなみ海道。景観、
アート、

心の大三島美術館、現代アート

のところミュージアム大三島、

国内では珍しい建築ミュージア

贅沢な時間を過ごせるだろう。

歴史、
グルメ、
サイクリングなど、

鎧をはじめ、全国の国宝・国の

島は自然と風景に溶け込んだ

たどることができる。また生口

年、瀬戸田レモンの

中ほどに位置し、近

夫。しまなみ街道の

た日本画家・平山郁

空、緑の自然、美しい橋梁が織

断できる自転車道としても整備

してスポットライトが当たった

しまなみ海道がある瀬戸内海

され、素晴らしい眺めが堪能で

のは、幕末から明治になってか

市から向島〜因島〜生口島〜大

きる世界有数のサイクリング

らで、案外新しい。

「この内海の航海をはじめて以

ロードでもある。ビュースポッ

そのきっかけとなったのが、

トには事欠かないが、村上海賊
やはっさく発祥の地として知ら

来、われわれは日本におけるこ

い日々を送った。船が向きをか

れまでの滞在中最も楽しみの多
灘や島として認識

えるたびに魅するように美しい

まではいくつもの

されていた海を、

島々の眺めがあらわれ、島や岩

日本を訪れた外国人たち。それ

瀬戸内海という一

れる因島の天狗山展望台、同じ

学の父と言われるシーボルトは、

い。

戦勝祈願や謝礼として武具が奉納されてきた

つの内海（
重要文化財の指定を受けた武具
島の間に見えかくれする日本
Inland
類の約８割が保存展示されてい
）ま た は 多 島 （ 本 州 ） と 四 国 の 海 岸 の 景 色 は
Sea
驚くばかり…」
（江戸参府紀行 : る。大三島にも現代日本画が中
海（ Archipelago
）
と捉え、地中海や

この美しい風景にルーツを持

ム・今治市伊東豊雄建築ミュー

ジアムがあり、芸術と景観の両

方に触れることができる。

しまなみ海道がある芸予諸島

は島が密集しており、潮流も複

雑な海の難所であったため、能

島・来島 因
· 島 に 本 拠 を お き、

自在に船を操った村上海賊（水

軍）が南北朝時代から戦国時代

瀬戸内海の多島美が楽しめる

エーゲ海になぞら
えて称賛したので

ある。私

ずまいで

島のたた

り、また

り海であ

の山であ

常に故郷

つ芸術家が「私の持つ原風景は

因島産の果実が贅沢に使われた
はっさく大福

ある。日本近代医

除虫菊の産地として有名だった因島。
今も観賞用に栽培されている

激しい潮流に囲まれた能島城跡。能島
城跡上陸と潮流クルーズの体験も可能

現代アートの美術館、ところミュージアム大三島では

愛媛県内最古の神社、大山祇神社には多くの武将から

は故郷か

写真協力：広島県、（一社）愛媛県観光物産協会、大山祇神社
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60

りなす絶景の宝庫。広島県尾道

大島の亀老山展望公園から望むしまなみ海道。晴天の日には西日本最高峰の石鎚山まで見渡せるという
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こんな時代だから知っておきたい ｰ

療養中の 役員報酬 と 損金 の関係

とするべきではないとしてい

念上妥当な金額と判断し、９回

税当局に高額とみなされた部分

る。

舞金」などの名目で支払う一時

は損金にできず、役員個人の給

いては、入院中や退院直後が一

割増しになっ

ているなど、元代表の増額が特

与所得として課税対象となる。

般的であることから、退院から

員の報酬は最大
に分掌変更す

段大きなものではなかったこと

ある建設工事業者は、１年間

数年経ってから支払われたもの

社長を取締役

るとともに月

できるだけ多くの額を損金に

も判断材料のひとつとなった。

で９回入院した役員に対して合

万円を超える部分は損金

額報酬を１０

するには、報酬額の根拠となる

計約４００万円を「見舞金」の

分の

０万円から

証拠を残しておくことが重要だ。

金についても注意が必要だ。国

さらだ。たとえ持病が悪化しても簡単に辞意を表明す

万円に減額し

例えば株主総会に参加して議事

は、たとえ「見舞金」の名目で

。特に組

るわけにはいかず、多くの社長は療養しながら経営を

た。数年後、

名目で支払い、その金額を損金

も損金算入が認められない可能

――

続けることになるだろう。その際の役員報酬や見舞金

入退院を繰り

録に押印すれば、療養中でも経

にしたことで税務署と争うこと

社長の代わりはすぐには見つからない

の処理が、国税当局と争いになることもある。無理な

返しながらも

営に携わっていたことを示すこ

認められない。仮に事業年度の

場合でも原則として損金算入は

変更したうえで損金算入したと

会社は報酬を再び１００万円に

元代表に対し、

く関わってきたことを示す証拠

印も会社の資金調達の判断に深

の借入に必要な書類への署名押

とができる。また金融機関から

１回当たり「５万円」が社会通

種の法人の見舞金を調べ、入院

その事業者と類似する規模・業

となった。最終的に審判所は、

ければならない。

課税されてしまうので注意しな

性が高い。その際は賞与として

途中に臨時株主総会で月額１０

になる。たとえ「会社の忘年会

万円に下げたとす

２倍にする特段の事情がないと
いうことだった。
報酬の適正額を巡って争われ
たこの不服申し立てでは、元代
表が増額に見合う仕事をしてい

た程度のことでも、療養中に仕

事をしていたことの証拠となり

得るので、めぼしい文書は残し

い。恣意的に支給額を変えて全

同じ額を支払わなければならな

ど決められたタイミングで毎回

には、原則として１カ月ごとな

役員報酬を会社の損金にする

なっている。同様に、社長の体

額を損金にすることが可能と

与を減額しても、当然ながら全

より仕事量を減らした社長の給

含まれている。つまり、療養に

できない状態になったケースも

病を患い、従前と同様の仕事を

た事例をいくつか見つけること

酬の適正額を巡って争いになっ

入退院によって変更した役員報

だ。
国税不服審判所の裁決でも、

きが極めてあいまいであること

化は難しいが、問題はその線引

に即した報酬額でなければ損金

入院中も退院後も仕事の実態

時から増額時までの間に他の役

に戻すものだったが、その入院

報酬月額の増額は入院前の金額

いたと判断した。また元代表の

達の全ての分野で深く関わって

持って、営業、人事労務、資金調

は元代表が
「絶対的な支配権」を

表の指示を受けており、審判所

就任後も経営全般について元代

分を認めた。新しい代表は社長

報酬だけではなく、会社が「見

役員の入院を巡っては、月額

ておくようにしたい。

額を損金にできてしまうと、会

調が回復したことで報酬額を元

ができる。

たことから審判所は会社の言い

社の利益が多い時に役員給与を

に戻す増額改定の際にも損金化

ておきたい。

示せるようにし

るという根拠を

正当な金額であ

ゆる資料を残し、

としては、あら

ある。事業者側

しまうケースも

争いに発展して

線はあいまいで、

だが、その境界

筋合いではない。

やかく言われる

あり、当局にと

定できるもので

は企業ごとに決

でなければ本来

に非常識なもの

などは、社会的

入院した役員の報酬や見舞金

ころ税務署に否認された。国税

０万円から

万円が損金不算

ると、増額前の支給分にさかの
ぼって差額の

入となってしまう。
事業年度の途中での金額変更
は、報酬の増減の背景に「やむ
を得ない事情」があると認めら
れると損金化が可能となる。こ
の「やむを得ない事情」には、

増やして法人所得を減らすとい

が認められる。

国税が重視する
〝社会通念〟 の壁
ある会社では、体調を崩した

う利益調整が可能となってしま

天災事変などに加え、役員が大

といっ
いた元代表の報酬月額について、 「代表の名刺を発注した」

当局の言い分は、病気がちでオ

また見舞金を支払う時期につ

45

に出席してあいさつをした」
、

50
フィスに顔を出す機会が減って

60

40

うためだ。役員給与を減額する

「定期同額」 が大原則
経費に
できないケースも

織が経営者と一体不可分である中小企業であればなお

く損金化して憂いなく経営を続けるために知っておく

仕事を続けた

10

べき注意点を調べてみた。

入退院の繰り返し
仕事量に応じてー

見舞金にも国税当局との争いが…

特集３
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先人に学ぶ経営者の心意気

まつざわ・たくじ
大正２
（１９１３）
年、
東京・日
本橋蛎殻町で生まれる。父は弁
護士で裕福な家庭で育った。東

ひらつか・つねじろう

明治 （１８８１）年生ま

れ。北海道函館市出身。明

治 （１８９８）年、札幌の

露清語学校に入学しロシア

語を学んだ。明治 （１９０

１）年から同 （１９０４）

年まで軍役につき、入隊前

後にはロシア領の漁場で鮮

魚の買付・調達を経験する。

除隊後は北洋の漁場開発を

志し、カムチャツカ半島に

渡 っ て サ ケ・マ ス の 漁 場 を

調 査 し た。 明 治 （ １ ９ ０

６）年、新潟で呉服商を営ん

でいた堤清六とともに日魯

漁業の前身となる堤商会を

創立し、ロシア領海内での

操業を開始。明治 （１９１

０）年 に は カ ム チ ャ ツ カ 半

島沿岸に工場を建設してサ

ケ・マ ス 缶 詰 の 輸 出 を 開 始

した。
大正 （１９２１）年、

水産会社３社の合併によっ

て発足した日魯漁業の常務

に就任。昭和 （１９３８）

年には社長に就任するとと

もに、太平洋漁業や千島水

産などでも社長を歴任し、

北洋漁業の覇権を手中に収

めた。しかし、敗戦によっ

て 日 魯 漁 業 は 海 外 資 産（ 施

設・漁場）
の全てを失った。

戦後は政界に進出。昭和

（１９４６）年の総選挙で衆

議院議員に初当選。第１次

吉田内閣では北海道出身者

として初の入閣となる運輸

大臣に就任するが、その翌

年にはＧＨＱにより公職追

放処分を受けた。追放解除

後は日魯漁業社長に復帰。

昭和 （１９５５）
年の総選

挙では北海道３区から立候

補し当選、政界にも復帰し

みしま・かいうん

明治 （１８７８）
年生ま

教学寺の 世住職で、海雲

山教学寺。父の三島法城は

家は浄土真宗本願寺派水稲

れ。大阪府箕面市出身。生

11

はその長男。 歳で得度し、

13

京府立第六中学校から旧制第六
高等学校を経て東京帝国大学法
学部法律学科に学ぶ。卒業後は
安田財閥の持株会社である安田
保善社の入社試験に合格。富士
銀行の前身である安田銀行に入
行する。召集されて満州に渡る
と幹部候補学校へ入校。少尉に
任官するが実戦を経験すること
なく昭和 （１９４２）
年に除隊
となった。帰国後は馬喰町支店
や本店営業部貸付課に勤務。戦
後は業務部業務課に異動となり、
最年少の課長代理としてＧＨＱ
を担当。預金封鎖や新円切替へ
の対応に奔走した。
昭和 （１９
４８）
年、
財閥商号の使用禁止に
よって安田銀行は富士銀行に名
称変更。松沢は人事課長を経て
本 店 営 業 部 貸 付 課 長 と な り、
「経済主流取引」
プランを立案し
て融資対象企業を選別。高度成
長期にはこれらの企業への融資
を推進した。富士銀行からの潤
沢な資金提供によって急成長を
遂げた親密企業群は、後に芙蓉
グループの中核メンバーとなっ
た。昭和 （１９５９）
年に総務
部長、同 （１９６１）
年に取締
役、同 （１９６３）
年に常務と
なり、同 （１９７５）
年には頭
取に就任。カードローンの取扱
開始、現金自動預払機
（ＡＴＭ）
の設置、オンラインシステムの
構築など新基軸を次々に打ち出
した。
昭和 （１９７８）
年、
全銀
協会長に就任すると金利自由化
の第一歩として譲渡性預金
（Ｃ
Ｄ）
を創設。その行動力から
「金
融 界 の ナ ポ レ オ ン 」の 異 名 を と
った。昭和 （１９８１）
年には
歳で死去。

21

舎に寄宿する。
明治 （１９

を勧められ、北京の東文学

局から中国大陸へ渡ること

するが、復学直後に大学当

大学
（ 現・龍 谷 大 学 ）に 編 入

任。２ 年 で 職 を 辞 し て 仏 教

中学校に英語教師として赴

ぶ。卒業後は山口県の開導

京都の西本願寺文学寮に学

13

０ ３）年 に は 北 京 で 雑 貨 貿

易の
「日華洋行」を設立。日

本軍部からの依頼で軍馬の

調達なども手掛け、中国と

モンゴルで十数年を過ごし

た。この当時、遊牧民が好

んで飲んでいた
「酸乳」
に出

会う。大正４（１９１５）年

に帰国すると酸乳、乳酸菌

の普及をめざして製品化に

取り組み、同６
（１９１７）

年にはカルピスの前身とな

るラクトー株式会社を設立。

発酵クリーム「醍醐味」
や、

乳 酸 菌 の 入 っ た「 ラ ク ト ー

キ ャ ラ メ ル 」な ど を 販 売 す

るがどれも失敗に終わる。

しかし、その後も諦めるこ

となく試行錯誤を繰り返し、

遂に日本初の乳酸菌飲料と

なる
「カルピス」の開発に成

功。大正８
（１９１９）
年７

月７日に発売すると瞬く間

に大ヒット商品となった。

七夕に発売されたことを記

念して、大正 （１９２２）

和 （１９７４）年、 歳で

グセラー商品となった。昭

となり、長く愛されるロン

用。このデザインも大好評

した水玉模様の包装紙を採

年からは天の川をイメージ

11

43

36

死去。

96

会 長 に 退 い た。 平 成 ９
（１９９
７）
年、

歳で死去。

49

34

39

13

た。昭和 （１９７４）
年、
49

カルピス

三島 海雲

37

10

平塚 常次郎
日魯漁業（現・マルハニチロ）

14

30

23

31

92

56

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

17

36 34

38

50

53

84

富士銀行（現・みずほ銀行）

松沢 卓二

珠玉の名言集

方向性を示すことのできる人が
経営者であって、
示せない人は単なる管理者にすぎません。

自分から
落伍してはだめだ。

真心をぶつけなければ
人を感動させることはできない。
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