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継続は力なり 

先日亡くなった作曲家の筒美京平氏 
約半世紀に渡りヒットチャートに名曲を送り込み 
作曲作品の総売り上げ枚数は 7,500 万枚以上 
日本の作曲家歴代 1位の偉人であるが 
「ヒットの職人」として裏方に徹し 
ほとんど登場することはなかった 

 
作曲家生活 30 周年の際 

「最高で月に 45 曲くらい書きました 
レストランはやっていないとダメ 材料が落ちる 

職業作曲家も同じ 
注文が来れば来るほどいい仕事ができる」と 

職人気質に語っている 
 

人生いいことばかりではない 
つらいことや 悲しいこともたくさんある 
そのような中で愚直に実践し続ける 
これほど大変なことはないが 
継続というシンプルな行為が 
誰にも負けない高みへと導き 
大きな未来をもたらす 

 
成功者とは行動を起こすだけではなく 

やり続けた人のことである 



昭和42年発刊以来、ご好評をいただいております

最新の「東経会社要覧」が、ネット接続のパソコンやスマホでいつでも閲覧可能

東経会社要覧のWeb版が運用開始となります。

従来通り九州全域と沖縄を網羅し80,000円（税別）のみで、

ログインIDが3つ登録可能。

追加料金なく契約時より1年間何度でも検索いただける

お得なサービスです。

Web 版

https://www.tokei-data.jp/

マルチデバイスに対応
パソコン、スマートフォン、タブレットどのデバイスから
でもアクセスいただけます。もちろんプリントアウトも
可能です。

掲載データを毎月更新
冷静な判断・すばやい決断が求められる現代ビジネスに
対応し、情報が毎月更新され、常に最新の企業概要を
入手できます。

スマートフォンならではの
便利な機能
外出先からもアクセスでき、掲載住所をタップで
googleマップを表示しナビゲーション。
電話番号をタップで電話に自動で切り替わり
簡単に発信が可能です。

※ 掲載企業住所内容により正確な場所を表示できない場合がございます。
※ 一部の機種では対応していない場合がございます。

◆スマートフォンでのイメージ　（掲載の会社は架空のものです） ※掲載の画像はすべてイメージです。　
※掲載項目・内容は変更になる場合があります。

㈱東経建設

〒 802-0004
所在地

設   立

創　業

代   表

資本金

特　色

主扱分類

1961年３月

1923年４月

東建助　1969年 生

98,000 千円

官公庁、民間、鉄筋コンクリート工事、木造、鉄骨
造等万遍なく受注している総合建設業。

建築 (96)土木(4)

福岡県北九州市小倉北区鍛冶町2-5-11
TEL 093(521)5705   FAX 093(541)3988

㈱東経建設

〒 802-0004
所在地

設   立

創　業

代   表

資本金

特　色

主扱分類

1961年３月

1923年４月

東建助　1969年 生

98,000 千円

官公庁、民間、鉄筋コンクリート工事、木造、鉄骨
造等万遍なく受注している総合建設業。

建築 (96)土木(4)

福岡県北九州市小倉北区鍛冶町2-5-1
TEL 093(521)57

㈱東経建設

※掲載企業住所内容により
正確な場所を表示できない
場合があります。

※電話リンク機能は、スマートフォンでのみ
対応。（パソコン、タブレット端末を除く）

※一部の機種では対応していない場合が
あります。

町2 5 1

㈱㈱㈱㈱㈱㈱㈱㈱㈱㈱㈱
11

タッププタップタタップタップ

タップタタ プタップッタッタタタタタタタタタタタッッタップププププププププププ　　　　 を　　　　　して

スマホなら電話に
自動で切り替わり
掲載先に通話可能！

便利な機能

T E L
データ

700555555   FAX 093(541)39888
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便利な機能

タップタップッッタッタッタタタタタタタッタタッタッタタタップププププププププ      を　　　　　して
電子マップが開き
該当住所の地図が
確認できる！

住   所
データ
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自自
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お問い合わせ・お申し込みは、東京経済の最寄りの事業所まで

場合があります。場合合があります合があります。。
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障害者福祉事業で初のユースエール企業認定 

障害者・児童福祉事業に取り組む
社会福祉法人山陰会（長崎県南島原
市）が 9月 29 日、長崎県内の障害者
福祉事業で初のユースエール企業に
認定され、10 月 22 日に認定通知書
交付式が行われた。 
ユースエール認定企業とは、若者
の採用・育成に積極的で、雇用管理
の状況などが優良な中小企業を厚生
労働大臣が認定する制度。同法人で
は有給休暇の平均取得日数が年間
10.7 日、月平均所定外労働時間が 2.5 時間、育児休業取得率は 100％など、若者雇用促進
法に基づく高い認定基準をクリアした。 
本田 龍一理事長は「職員一人ひとりが心豊かに自らの仕事に誇りを持つことが質の高
い福祉の提供につながる。今後もすべての人にとって働きやすい環境を整備し、利用者
や子どもたちの福祉の向上はもとより、よりよい地域づくりにつながるよう地道に精進
していく」と述べた。 （副 島） 
 

【会社概要】 
社 名：社会福祉法人山陰会 
所在地：〒859-1505 

長崎県南島原市深江町戊 2975-9 
TEL 0957-72-2362 
https://www.yamakage-kai.com/ 

理事長：本田 龍一 
設 立：昭和 40年 5月 
業 種：障害者福祉事業・児童福祉事業 
従業員：79名 

 
≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒ 
 

長崎県鉱工業指数（令和 2年 8月） 平成22年＝100 
区 分 季節調整済指数 前月比（％） 原指数 前年同月比（％） 

長崎県 72.0 ▲7.5 67.1 ▲11.0 
長崎県統計課資料より 
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寒い季節の到来により、新型コロナウイルスはもちろんのこと、インフルエンザの流
行が不安視される中、今回はシャボン玉石けん㈱（北九州市若松区、森田 隼人代表）で
研究開発、品質保証に携わり、医学博士の学位を持つ川原 貴佳部長に話を伺った。 
 
東京経済～10 月 1 日に「感染症対策研究センター」にて、天

然石けん成分である「オレイン酸カリウム」が新
型コロナウイルスを 99.99％以上不活化させるこ
とが実証されましたね。 

川原部長～はい。平成 21 年 12 月にシャボン玉石けん㈱が見
識者とともに「感染症対策研究センター」を設立
しました。産業医科大学名誉教授の松本 哲朗セン
ター長、広島大学の坂口 剛正教授などと石けんの
抗ウイルス効果に関する研究を 10 年以上にわた
って取り組んでおります。今回はシャボン玉石け
ん製品に含まれている「オレイン酸カリウム」の
効果が実証できました。 

東京経済～これまでにも様々な研究をされてきたようですね。 

川原部長～インフルエンザなどのウイルスに対する抗ウイルス効果
や手荒れ予防、傷の治癒などの研究、実験に取り組み、
いずれも効果があることが実証されています。 

東京経済～特に、バブルガードにはオレイン酸カリウムが多く含ま
れているようですね。コロナ禍での反応はいかがです
か？ 

川原部長～新型コロナ感染の拡大により手洗い回数が大幅に増え、
効果とともに手肌へのやさしさも重視されています。合
成系の手洗い石けんと比較すると無添加石けんが肌に優 

天然石けん成分のオレイン酸カリウムが新型コロナウイルスを 
99.99％以上不活化させることを実証 

～シャボン玉石けん㈱ 川原 貴佳氏～ 

interview 

川原 貴佳氏 
美容系企業の化粧品開発に従事し
た後、平成19年にシャボン玉石
けん㈱に入社。以降、シャボン玉
石けん製品の研究開発を中心に取
り組んでいる。現在43歳。 

バブルガード 
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しいことは実証されています。過去には、医療機関からは合成系からバブル
ガードに入れ替えたことで、手洗い回数が増加したという報告も挙がってい
ます。 

東京経済～アルコール消毒液は使用回数が増えると手が荒れると聞きます。医療施設な
どでは手洗い回数を増やした方が良いようですね。 

川原部長～医療施設に限ったことではありません。アルコール消毒液は肌表面に 15 秒間
以上塗布する必要があります。これは、「医療現場における手指衛生のための
ＣＤＣガイドライン」や「環境感染学会の手指衛生資料」などで研究結果が
記載されています。従って、店先で見かけますが、アルコール消毒液を手指
にサッと塗布するだけでは意味がないということです。アルコールが乾燥せ
ず、手に 15 秒以上塗布するためには、手のひらに大量の消毒液が必要になり
ます。 

東京経済～アルコール消毒液による手荒れは耳にします。それが大量とは・・・。 

川原部長～そうですね。加えて、手が汚れている場合も効果が弱くなるので、手がきれ
いな状態で使用することが前提です。私自身は手洗いだけで十分だと思って
います。肌の弱い方、お子さまや女性にはアルコール消毒液の使用回数を増
やすのではなく、手肌に優しい石けんによる手洗いを推奨しています。 

東京経済～注文が増加し、生産体制も大変だったのでは？ 

川原部長～新型コロナウイルスで店頭からハンドソープが一斉になくなった時期があり
ました。私どもの生産工場は供給を絶やさない方針で、必死に稼働し、多い
月で前年比 500％を生産しました。サプライチェーンへの影響もあり、大変
苦労しましたが、少しでも多くの方に新型コロナウイルスの感染症対策とし
て使用していただきたい一心でした。 

東京経済～今回の実証で、バブルガードの期待が一層広がりそうですね。 

川原部長～寒い季節の到来でいまだ予断を許さない状況です。感染症予防・対策として、
ぜひ、多くの方に使用していただきたいと思っております。 

東京経済～本日はありがとうございました。 
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㈱ストライク 福 岡 地 区 

会計事務所向け ＷＥＢ限定セミナー開催 
「税理士が知っておくべき 事業承継対策とＭ＆Ａ支援ノウハウ」 

東証 1 部に上場するＭ＆Ａ仲介の㈱ストライク（本社：東京都千代田区、福岡オフィ
ス：福岡市博多区博多駅前 1-3-3）は、会計事務所向けのＷＥＢ限定セミナー「税理士が
知っておくべき 事業承継対策とＭ＆Ａ支援ノウハウ」を 11 月 17 日（火）にライブ配
信する。11 月 26 日と 29 日には録画配信も行う。 
 

配 信 日：ライブ配信 11月 17日（火） 13:00～14:30 
録画配信  11 月 26日（木） 13:00～14:30 

11 月 29日（日）  9:30～11:00 
演題・講師： 「税理士が知っておくべき事業承継対策」 

税理士法人タクトコンサルティング 代表取締役社長 山田 毅志氏（資産税専門税理士） 
「事務所経営に差をつけるＭ＆Ａ支援ノウハウ」 
㈱ストライク 代表取締役社長 荒井 邦彦氏 

参 加 費：無 料 
申し込み：https://www.strike.co.jp/seminar/2020/20201117.html 
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長崎商工会議所 長 崎 地 区 

パートタイム・有期雇用労働法対応セミナー開催 

長崎商工会議所は 11 月 27 日（金）、パートタイム・有期雇用労働法（同一労働同一賃
金）対応セミナーを開催する。 
令和 3 年 4 月から中小企業にも適用されるパートタイム・有期雇用労働法への対応に
向けて、具体的な取り組みや不合理な待遇差点検などについて社会保険労務士が解説す
る。 （副 島） 
 

開催日時：11月 27日（金） 13:00～16:00 
場  所：長崎商工会議所 2階ホール（長崎市桜町 4-1） 
講  師：社会保険労務士 横田 哲氏 
参 加 料：無 料 
申し込み期限：11月 20日（金） 17:00 
定  員：20人（先着順） 
 
【問い合わせ先】 
長崎商工会議所 経営支援課 （TEL 095-822-0111） 
 
≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒≒ 

㈲渡辺冷暖設備～本社移転 
㈲渡辺冷暖設備は、平成 2 年 4 月に宮崎県西諸県郡（現：小林市）野尻町に本社を置
き創業、宮崎市を主なエリアとして管工事で実績を重ねた。平成 17 年 6 月、規模拡大を
目指して宮崎市へ本店移転。更に平成 20 年 4 月には、関連会社㈱ツー・リーフにより太
陽光発電システム関連工事を加え、大型ショッピングセンター「イオンモール」新築工
事にも携わるなど積極的な展開を示してきた。今回の本店移転に伴い「喫茶ハードトッ
プ」を併設。更に敷地内には代表の趣味を生かして、フェアレディＺ、コロナなどの旧
車を展示しており、親族が運営する喫茶店ではランチも提供。本業とともに趣味を通し
た交流施設を目指しているようだ。 （佐々木） 
 

【移 転 先】 
新所在地：宮崎市高岡町花見 1808-２ 

TEL 0985-72-6200 
旧所在地：宮崎市大字浮田 1391-1 
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倒 産 状 況

令和2年10月度 鹿児島地区企業倒産状況 （負債総額 1,000 万円以上） 
静 寂 

倒産件数 2 件 負債総額 1 億 3,000 万円 
 

前年同月比 
件数 1 件増 100.0％増 

（前年同月） 
1 件 

負債 9,000 万円増 225.0％増 4,000 万円 

前 月 比 
件数 2 件増 ― 

（ 前 月 ） 
0 件 

負債 1 億 3,000 万円増 ― 0 万円 
 
 特  色  

 倒産件数は小康状態。 
 新型コロナウイルス関連の倒産は
ない。 

 新型コロナ関連の各種支援の効果
が持続。 

 概  況  
令和 2年 10月度の鹿児島県整理倒産状
況（負債総額 1,000 万円以上）は、件数 2
件、負債総額 1億 3,000 万円となった。前

月の倒産は 0 件であったため、件数・負
債総額は増加となるが依然として少数で
推移。過去 10 年間の同月比で見た件数は
令和元年 10月度に次いで 2番目に少なく、
負債総額は令和元年 10 月度、平成 27 年
10 月度に次いで 3 番目に少なかった。な
お、新型コロナウイルスの影響による倒
産はない。 
業種別では、「製造業」「卸売・小売業・
飲食店」がそれぞれ 1件（構成比 50.0％） 
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レギュラーガソリン（小売り消費税込み価格：単位【円/リットル】） 

ずつ。2 件とも法的手続きによるもので、
1件当たりの負債総額は 6,500 万円であっ
た。 
 業種・規模別  
業種別では、「製造業」「卸売・小売業・
飲食店」がそれぞれ 1件（構成比 50.0％）
ずつ。従業員数は、全件法的手続きの時
点で 4名以下となっている。 
 原 因 別  
原因では、「売上不振」「その他」がそ
れぞれ 1件（構成比 50.0％）となった。「そ
の他」の理由としては、賃借で操業して
いた工場で火災が発生。複数あった工場
のうち一部が全焼し、従業員も亡くなる
など大きな被害となった。ただ、後に消
防法違反の疑いが浮上し、当時の工場責
任者などが書類送検される事態となり、
事故後も操業を続けていたものの、しば
らくして事業を停止。数年が経過し、法

的手続きに至ったというものであった。 
 見 通 し  
全国的に猛威を振るっている新型コロ
ナウイルスであるが、鹿児島県内も小規
模ながらクラスターが発生し、各企業は
警戒を続けている。日常生活では“慣れ”
が生じているように感じ、徐々に警戒が
緩んでいる節があるが、コロナ禍におい
て生活様式が確実に変化しており、以前
にも増して好況となる企業や、以前の水
準に戻れない企業の明暗が分かれてきた。 
現状、各種金融支援などによって県内
の企業倒産は大幅に抑えられており、し
ばらくは倒産件数が少数推移するものと
推察される。ただ、コロナ前から不振に
あえぎ、以前の水準に戻すことすら見通
せない企業においては、資金需要の増す
年末にかけて“コロナ疲れ”による息切れ
倒産が発生したとしても不思議はない。 

 
 

 
 

年 月 九州平均 全国平均 年 月 九州平均 全国平均 
令和元年 10月 151.9 146.5 令和 2年 5月 131.7 126.9 
令和元年 11月 152.0 147.1 令和 2年 6月 134.8 131.1 
令和元年 12月 153.0 148.8 令和 2年 7月 136.1 132.3 
令和 2年 1月 156.1 151.5 令和 2年 8月 139.4 135.2 
令和 2年 2月 153.9 147.8 令和 2年 9月 140.0 134.7 
令和 2年 3月 143.9 136.3 令和 2年 10月 139.2 133.9 
令和 2年 4月 135.5 129.0 （資料：資源エネルギー庁） 
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倒 産 状 況

令和 2年 10月度 宮崎県内企業倒産状況 （負債総額 1,000 万円以上） 
小康状態で推移 

倒産件数 2 件 負債総額 6,200 万円 
 

前年同月比 
件数 増減なし ±0.0% 

（前年同月） 
2 件 

負債 8,200 万円減 56.9％減 1 億 4,400 万円 

前 月 比 
件数 1 件増 100.0％増 

（ 前 月 ） 
1 件 

負債 800 万円減 11.4％減 7,000 万円 
 
 特  色  

 集計件数は、平成 24 年 11 月以来、
8年間にわたり一桁台で推移。コロ
ナ禍の影響による 5 社目の倒産が
発生したが、各支援策では倒産抑制
の効果が出ている。 

 負債総額は、倒産が小規模零細企業
2件にとどまり、負債額も前月同様
に 1億円以下の小口となり、前月比、
前年同月比ともに減少した。 

 破産手続開始 2件。 
 概  況  
令和 2年 10月度の企業倒産は 2件、負
債総額 6,200 万円と小康状態で推移した。
業種別は、農業、建設業が各1件となり、

原因は両社ともに売上不振による採算割
れと見られる。農業のＡＧＲＩＳＴＲＥ
ＡＭ ＫＩＭＵＲＡ ＦＡＲＭ㈱は、平
成21年創業のマンゴー栽培農家であり、
加工品生産も積極的に取り組んでいたが、
新型コロナウイルス感染症の影響により、
県内外の販売不振から資金繰りが悪化し
た。また、建設業の河野土木㈲は、小規
模零細域の中、慢性的な赤字体質の脱却
ができず、放漫経営もあり資金繰りがひ
っ迫したと見られる。 
 地 区 別  
地区別は、宮崎市、児湯郡が各 1件（構
成比 50.0％）となった。 
負債総額は児湯郡が 83.9％、宮崎市が 
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16.1％となった。 
 原 因 別  
原因別では、売上不振が2件となった。 
 業 種 別  
業種別では、農業、建設業が各 1 件と
なった。 
 規 模 別  
＜資本金別＞ 
資本金別では、500 万～999 万円、99 万
円以下が各 1件となった。 
＜従業員別＞ 
従業員別では、2件ともに 9人以下とな
った。 
<企業年数別＞ 
企業年数別では、20 年以上、11～19 年
が各 1件となった。 
<負債額別> 
1 件当たりの負債額は、前年同月比、前
月比でともに減少となった。 
 見 通 し  
令和 2年 10 月度の倒産件数は 2件、負
債総額 6,200 万円となった。一桁の倒産件
数は 8 年間連続で負債総額も 3 カ月連続
して 1 億円以下と小康状態で推移してい
る。全国的に新型コロナウイルス感染症
の影響が継続しており、前月に破綻した
マンゴー農家ＡＧＲＩＳＴＲＥＡＭ Ｋ
ＩＭＵＲＡ ＦＡＲＭ㈱でも、ブランド

化を図るなど付加価値を高めたものの、
急激な販売不振により資金繰りが悪化す
るなど、同感染症に起因した 5 社目の倒
産となった。 
宮崎労働局発表の9月有効求人倍率は、
前月より 0.03 ポイント低下の 1.11 倍とな
った。有効求職者数は 6 カ月連続して増
加した一方、有効求人数は 23 カ月連続で
減少しているなど、有効求人倍率は徐々
に低下しており、コロナ禍の影響も含め
注視が必要である。 
県内の宿泊業、観光産業など一部業種
では新型コロナウイルス感染症の影響を
大きく受けていたが、ＧｏＴｏキャンペ
ーンなどの支援策により回復傾向が見ら
れている。その他の業種でも、セーフテ
ィーネット、給付金など金融支援の効果
が見られ、倒産抑制につながっている。
しかし、弊社独自の九州・沖縄地区限定
（2,410 社）の 9 月企業アンケートでは、
売上高が前年と比較して約 6 割が減少、
今後の感染拡大に対して約 7 割が悪影響
を及ぼすとしている。更にコロナ禍の勤
務体制の影響など、先行きの不安感も強
く景気回復の不透明感が続くと見られる。
この状況に業種間、企業間の格差の広が
りも見られ、短期的には散発的な破綻が
続くと見られる。 

 

 

【小売店数（人口千人当たり）・2016 年】 
九州 全国 県名・指標値  九州 全国 県名・指標値 
1位  7 位 長 崎 県・10.07 店  5 位 15 位 大 分 県・ 9.47 店 
2 位  8 位 鹿児島県・10.04 店  6 位 26 位 沖 縄 県・ 8.80 店 
3 位 11 位 佐 賀 県・ 9.65 店  7 位 27 位 熊 本 県・ 8.65 店 
4 位 12 位 宮 崎 県・ 9.65 店  8 位 35 位 福 岡 県・ 8.15 店 
 

 出 典 総務省統計局刊行 「統計でみる都道府県のすがた 2020」 

ちなみに全国 1位は高知県の 10.88 店。最下位は神奈川県の 5.52 店。 

統計情報（九州・沖縄なんでもランキング） 
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官 報 公 告  

会 社 合 併 
古手川産業㈱ ㈱三和窯業所 
大分県津久見市合ノ元町 1-4 大分県豊後大野市三重町赤嶺 3061-1 

㈱しまねこ ㈲ウ ナ 
沖縄県名護市大北 5-9-17 リバーパークマンション 101 福岡県朝倉郡筑前町中牟田 631-1 

ライフサイエンス㈱ ＳＯＳ㈱ 
福岡市博多区博多駅南 1-6-9 福岡市博多区博多駅南 1-6-9 

㈱シーライフ ㈱未来創健 
福岡県福岡市博多区東比企 1-4-20-1301 号 長崎県諫早市永昌町 513-1 

㈱Ｄ－ＨＯＲＩＺＯＮ 合同会社ＲＰＭ７ 
熊本県水俣市古城 1-2-23 熊本市中央区九品寺 2-4-10-1201 号 

㈱サンライフ ㈱サニーインターナショナル 
福岡県北九州市小倉北区砂津 1-5-26 福岡県北九州市小倉北区砂津 1-5-26 

㈲ブックヒル ㈱ソシオカンパニー 
熊本県八代市本町 4-4-5-102 東京都台東区上野 5-15-14 

㈱朝日木工 アサヒファニチャー㈱ 
大分県日田市大字十二町 659 大分県日田市大字大肥 2803-1 

 

言葉狩り 

「断捨離」。知らない人はいないほど
世に広まっている概念だが、実は提唱
者のやましたひでこさんが商標登録
をしている。同氏のサイトには「個人
的な断捨離体験を語り発信するのは、
ご自由です。ただし、商業目的、営業
目的が伴う『断捨離®』のご使用に際
しては、明確厳格な基準を設けており、
許可無く使用することはできません」
と明記されている。 
数年前から「断捨離」という言葉を
ハッシュタグやタイトルに利用した
ＹｏｕＴｕｂｅやＳＮＳに削除警告
が弁護士から届くようになり、議論が
深まっている。日本テレビの「ナカイ

の窓」のコーナー「断捨離の窓」に対
して、「登録商標の権利者から警告が
あったことが番組終了に関係してい
たのではないか」という巷説があるほ
どだ。もちろん、二大双璧のもうひと
り同業者の近藤 麻理恵さんは「断捨
離」という言葉は使わず「お片付け」
と表現しているし、マスコミも使い方
には注意を払っているようだ。 
ユーキャン新語・流行語大賞にノミ
ネートされ、すっかり社会に定着し、
普通名称化している言葉だけに、商標
権侵害にはならないとの見解が多い
が、いずれにせよ、“言葉狩り”は勘弁
願いたいところである。 （勝 目）  
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佐賀県の金融経済概況 
日本銀行 福岡支店 佐賀事務所 

【総 論】 
佐賀県の景気は、弱さが残るものの、持ち直しつつある。 
最終需要の動向をみると、個人消費は、緩やかに持ち直している。住宅投資は、弱い
動きとなっている。設備投資は、増加している。公共投資は、増加している。 
こうした中で、生産は、持ち直しの動きがみられている。雇用・所得情勢をみると、
労働需給、雇用者所得ともに弱めの動きがみられている。 
先行きについては、新型コロナウイルス感染症の動向が当地の企業や家計のマインド
に与える影響等に留意する必要がある。 

＜景気判断の前回との比較＞ 

項  目 基調判断 
前回（2020 年夏） 今回（2020 年秋） 

景気全体 
持ち直しの兆しがみられるものの、
全体としては弱い動きが続いてい
る。 

弱さが残るものの、持ち直しつつあ
る。 

需
要
項
目 

個人消費 持ち直しつつある。 緩やかに持ち直している。 
住宅投資 弱い動きとなっている。 弱い動きとなっている。 
公共投資 着実に持ち直している。 増加している。 
設備投資 増加している。 増加している。 

生  産 弱い動きとなっている。 持ち直しの動きがみられている。 

雇用・所得 労働需給、雇用者所得ともに弱めの
動きがみられている。 

労働需給、雇用者所得ともに弱めの
動きがみられている。  

【個人消費】 
個人消費は、緩やかに持ち直している。 

＜個人消費関連の動向＞ 
非
耐
久
消
費
財 

百貨店・スーパー売上高 持ち直している。 

コンビニエンスストア
売上高 持ち直しつつある。 

耐
久
消
費
財 

家電販売 増加している。 

乗用車新車登録台数 
（含む軽自動車） 持ち直しつつある。 

サ
ー
ビ
ス 

旅行・観光 
当地発の旅行は、海外向けは大幅に減少した状況が続いている
ものの、国内向けでは持ち直しの動きがみられている。 
観光面は、厳しさが残るものの、持ち直しつつある。 

【住宅投資】 
住宅投資は、弱い動きとなっている。 
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ブーメラン現象 
またも「ブーメラン現象」が起こった。学術会議、まあ、私もよく分からな
いのだけども、そして現政権の支持者でもないのだけど、私が世間の意見に対
して違和感がある今年の点、まとめてみると、 
 
 論 点 疑問点 

学術会議会員
任命問題 

なぜ学問の自由が危う
いのか 

自由を重んじる議論なら、会議の外
でギャラなしでやればいい？ 

検事定年延長
問題 

なぜ三権分立が危うい
のか 

最高裁判事ならまだしも、検事さん
たちって公務員で“文民統制”人事
でいいんじゃないの？ 

〇井夫妻に 
夏季期末手当 

まだ一応失職してない
のに、支給されるとな
ぜ皆怒っているのか 

拘留・公判中だから支給ストップ、
なんてできるような国なら逆に恐
ろしい国だぜ？ 

など。 
 
まあ、我々普通の人のスタンスは政治の大事な部分。国（社会？）と価値観
の方向性、福祉政策で絵を描く。そして、税金が無駄なく使われるようガバナ
ンスが機能しているかできる限り見る。で、最終的には選挙で決着をつける。
多様な意見の存在は認め合う。これは維持されているのか？ 崩れているの
か？ 
ここはどうなのだろう？ ただ〇井夫妻に票を入れた人は恥じろ。入れてな
いなら、堂々と結末を見よう。というか、文春が存在しなかったら、事案が表
に出ていないのだろうか？ 
 

元新聞記者 H．Y  
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Ａｆｔｅｒインフルエンザ 

今、頻繁に使われている「Ａｆｔｅ
ｒコロナ」「Ｗｉｔｈコロナ」という
言葉。新型コロナウイルスと共生する
「Ｗｉｔｈ」と、それを乗り越えた後
を示す「Ａｆｔｅｒ」。それでは約 100
年前に流行した、いわゆるスペイン風
邪＝インフルエンザの「Ａｆｔｅｒ」
は？ と気になった。しかし、考えて
みて、血の気が引いた。現代の人類は、
ほんの最近、インフルエンザを乗り越
えたばかりなのだ。 
「タミフル」「リレンザ」「イナビル」
など、インフルエンザ治療薬が登場し
たのは 21 世紀に入ってから。それま

での治療は対症療法のみだった。しっ
かりと睡眠をとらせて、体を冷やさな
いようにし、水分を十分に摂

と

らせて、
高熱が出れば解熱剤を使う。予防接種
は今も昔もあるが、それは重症化を防
ぐための手段の一つだ。つまり、人類
にとっての「Ａｆｔｅｒインフルエン
ザ」は、画期的治療薬が登場した最近
のこと。スペイン風邪流行から、実に
100 年近く経ってからということに
なる。そうなると、「Ａｆｔｅｒ」ば
かりに時間を使うのは徒労に終わり
かねない。本当に力を注ぐべきは何だ
ろうか。選択すべき時だ。 （ 森 ）  
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Ｃ-Ｄ企業 

宮 崎 地 区  問い合わせは各事業所まで 

 

 

 
 

 

空調工事 

借入依存が高い中、課題の債務超過は
解消したものの、前期は減収から再度
大幅赤字を余儀なくされ、繰越損失を
抱えた。 

Ａ 社  

建築工事 

建築工事を主体にとび・土工工事、舗
装工事を交えた展開ながら、受注不振
から連続減収、前期は借入負担も重く
赤字決算を余儀なくされた。 

Ｄ 社 

 

とび・土工工事 

県内外業者の下請け工事を主体に営
業基盤を築いているが、収益面は薄利
から赤字を散発。前期は借入負担もあ
り大幅赤字から債務超過に転落した。 

Ｂ 社  

造園工事 

長年の業歴を有するも、減収傾向の推
移で5期連続営業欠損と慢性的な薄利
体質となっている。赤字も散発し繰越
欠損を抱えている。 

Ｅ 社 

 

建築工事 

宮崎市をエリアに公共工事、下請け工
事を手掛けているが、小規模零細域の
運営で収益性は低く、2 期連続赤字か
ら債務超過に転落している。 

Ｃ 社  

鋼構造物工事 

長年の実績を背景に相応の営業基盤
を有するが、過去の労災事故発生に起
因して、外国人技能実習生の受け入れ
認定を取り消された。 

Ｆ 社 
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平成 28年には事実上の事業停止 

≪福岡地区≫ 010-0047786 

破産手続開始決定 

㈲トゥルース 
所在地：福岡市中央区今泉 2-1-28 
業 種：テレビおよびラジオ番組の企画・制作  

再編も業績回復に至らず 負債総額 2 億 1,000 万円内外 

≪北九州地区≫ 110-0053889 

特別清算手続開始決定 

オンウェイ㈱（旧商号・三
み つ

嵩
た か

㈱） 
所在地：北九州市八幡西区千代 3-1-6 
業 種：携帯電話販売代理店  

㈲トゥルース（法人番号：3290002011996、
設立：平成 8年 4 月、代表者：萩原 治、
資本金：300 万円）は 10 月 19 日、福岡地
裁より破産手続開始決定を受けた。破産管
財人は鍋嶋 隆志弁護士（佐藤・林法律事
務所、福岡市中央区大名 2-4-22 新日本ビ
ル 5階、TEL 092-712-6543）。負債総額は
200 万円内外。 

テレビやラジオの番組制作や、各種イベントの企画、制作などの事業を手掛けていた。
しかし、インターネットなどの登場により、テレビやラジオの番組制作に必要な広告主
やスポンサーが少しずつ離れていった。特にここ 10 年のテレビやラジオの番組制作に関
する費用は大幅に削減され、同社の経営は徐々に悪化していき、平成 28 年には事実上、
事業停止の状態に陥っていた。 

オンウェイ㈱（旧商号・三嵩、㈱法人番
号：2290801013500、設立：平成 6 年 10
月、代表清算人：香月 智明、資本金：1,500
万円）は 10 月 15 日、福岡地裁小倉支部よ
り特別清算手続開始決定を受けた。負債総
額は精査中だが、2 億 1,000 万円内外が見
込まれる。 

平成 6年 10 月、香月 智明氏が㈲三嵩の
商号で設立、平成 16 年 10 月、株式会社へ改組した。㈱ティーガイア（東京都渋谷区）
の一次店として携帯電話販売代理店の運営を手掛け、北九州市小倉北区の「チャチャタ
ウン」と八幡西区の「イオンタウン黒崎」のａｕショップ 2 店舗に加え、ソフトバンク
ショップを運営。「ｉＰｈｏｎｅ」などのスマートフォンの普及に伴って売上高を伸ばし、
平成 26 年 3 月期は年商 22 億円内外を計上した。また、平成 28 年 11 月に三嵩エージェ
ント㈱（法人番号：2290801023029、北九州市小倉北区浅野 1-2-39、古野 貴洋代表）を
設立。三嵩エージェント㈱と連携して大学や日本語学校の留学生に対し、銀行口座の作
成、携帯電話販売などといった生活支援コンサルを手掛けていた。 

携帯電話業界の再編や格安スマホの台頭などの影響を受け、平成 29 年 4 月には運営し
ていたソフトバンクショップを同業他社に譲渡し、売上高が急減。同時に事業再生を図 
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新型コロナウイルス関連倒産 

≪北九州地区≫ 110-0041670 

破産手続開始申立 

松屋商事㈱ 
所在地：北九州市八幡東区宮の町 1-3-6 
業 種：パン・菓子販売  

っていたが、先行きの見通しが立たないことから事業継続を断念し、5 月にはａｕショ
ップ 2店舗を、福岡市に本店を置く同業他社に譲渡した。6月、香月 智明氏は三嵩エー
ジェント㈱の代表を退き、7月 15 日には同社の商号をオンウェイ㈱に変更し、株主総会
の決議により解散、今回の経緯に至った。 

松屋商事㈱（法人番号：6290801009429、
設立：昭和 36 年 5 月、創業：昭和 28 年、
代表者：川原 柳太郎、資本金：1,500 万円）
は、10 月 20 日までに事業を停止し、事後
処理を荒牧 啓一弁護士（小倉東総合法律
事務所、北九州市小倉北区片野新町 2-12- 
21 朝日センタービル 201、TEL 093-932- 
5575）に一任、破産手続開始を申し立てた。
負債総額は 8,200 万円内外。 

昭和 28 年、松山 節氏が北九州市八幡東区荒生田 1-1-10 にて個
人創業、昭和 36 年 5 月に法人化した食品小売業者。自社製造の
パンや和洋菓子類といった食料品の販売を手掛け、当初は本店の
荒生田の他、小嶺店および東筑紫短期大学（北九州市小倉北区）
内に売店を出していた。平成 13 年 3 月、現本店所在地である北
九州市八幡東区宮の町に「ロア・まつや」を出店し、本店も同所
へ移転、長年地元の人々に愛されるパン屋となった。 

西日本工業大学や真颯館高校など、北九州市内の学校や寮の食
堂・売店の運営も手掛け、年商 2億円台で
推移していたが、コンビニエンスストアや
ドラッグストアの台頭による競争激化に
より売り上げ不振に陥り、令和元年 12 月
25 日付で「ロア・まつや」を閉店した。
以降も学校への販売を継続してきたが、今
般の新型コロナウイルス感染症拡大に伴
う一斉休校により売り上げが急減。7月 28
日には川原 柳太郎代表が所有する自宅不
動産に対し差押が設定され、資金繰りの厳
しさが表面化。先行きの見通しが立たない状況から、抜本的な経営改善は困難と判断し、
事業継続を断念した。北九州地区では 4例目の新型コロナウイルス関連倒産となった。 
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立地を生かせず集客に苦戦 新型コロナで状況悪化 

≪大分地区≫ 060-0025387 

破産手続開始申立準備 

㈱小田村 
所在地：大分県別府市鶴見 3262-13 
業 種：飲食店の経営  

徐々に経営に陰りが見え始め平成 30年末に閉店 

≪福岡地区≫ 010-0111012 

破産手続開始決定 

㈱Ｃ’ｅｓｔ ｌａ ｖｉｅ 
所在地：福岡市中央区今泉 1-2-23 
業 種：飲食店  

飲食店「侘
わ

び寂
さ

び屋」を運営する㈱小田
村（法人番号：6320001011512、店舗所在
地：大分県別府市北浜 1-10-12、設立：平
成 23 年 12 月、従業員：4名、代表者：小
田村 旭、資本金：100 万円、年商：3,000
万円内外）は、大分地裁への破産手続開始
申立の準備に入った。申立代理人は原口 
祥彦弁護士（弁護士法人アゴラ、大分市千

代町 2-1-23、TEL 097-537-1200）。負債総額は 4,000 万円内外。 

代表者の小田村 旭氏が別府市
北浜の和食料理店「侘び寂び屋」
の営業権を買い取り独立。平成 23
年 12 月法人設立。別府駅東口から
駅前通りを直進、別府駅から徒歩 5
分圏内の地元百貨店の向かいに店
舗を構え、カウンターと小上りの
ある個室の和食料理店を経営。地
場産の食材を使った和食料理を売りに年間 3,000 万円内外の売上高を上げていた。 

立地を生かせず集客に苦戦していた上、別事業（他の居酒屋）への資金流失なども影
響し資金的にも余裕が乏しかった中、新型コロナウイルスの感染拡大で状況が更に悪化、
事業継続が困難となっていた。 

入り口には 10 月 30 日付で申立代理人弁護士による告示の文書が貼られ、通りから見
える活魚水槽にはまだ数匹の魚が残り泳いでいた。 

㈱Ｃ’ｅｓｔ ｌａ ｖｉｅ（法人番
号：4290001076131、設立：平成 28 年 12
月、代表者：友滝 智彦、資本金：900 万
円）は 10 月 23 日、福岡地裁より破産手続
開始決定を受けた。破産管財人は塩飽 梨
栄弁護士（福岡国際法律事務所、福岡市中
央区赤坂1-15-33 ダイアビル福岡赤坂5階、
TEL 092-781-7440）。負債総額は調査中。 

上記所在地にてフレンチレストラン「エルミタージュ」を平成 27 年 2 月 14 日にオー 
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プン。代表の友滝氏は、本場・フランス・プロヴァンス地方を経て、アメリカ・ニュー
ヨークへ渡り、ヘッドシェフとして働き、ミシュランを 2回獲得した本格派。そのため、
同店オープン当初は地元のラジオやテレビ番組、グルメ本などにも取り上げられ、料理
業界では著名人だった。平成28年3月には毎月、料理教室を開始し好評を博していたが、
徐々に経営に陰りが見え始め、平成 30 年末に閉店、今回の措置に至った。 
 

 

 

 
010-0023289 法人番号：6290001011747 本誌（令和元年 11 月 6 日号他）既報。10 月

21 日、福岡地裁にて破産手続を終結した。理
由の要旨は、配当が終了し、破産管財人の任
務終了による計算の報告を目的とした債権
者集会は終結した。 

㈱エイコー 

破産手続終結 
所在地：福岡市博多区豊 1-5-24 
代表者：加藤 聡 
 
050-0012000 法人番号：7310001010381 10 月 27 日、長崎地裁佐世保支部にて特別清

算手続を終結した。 
ＨＴＢクルーズ㈱ 

特別清算手続終結 
所在地：長崎県佐世保市ハウステンボス町 1-1 
代表清算人：和田 光 
 
090-0035944 法人番号：3340001009318 本誌（1 月 8 日号）既報。10 月 29 日、鹿児

島地裁加治木支部にて破産手続を終結した。
理由の要旨は、配当が終了し、破産管財人の
任務終了による計算の報告を目的とした債
権者集会は終結した。 

㈱リーガルホーム 

破産手続終結 
所在地：鹿児島県姶良市東餅田 461-1-101 
代表者：岩元 清治 
 

あの会社は・・・いま？ 



https://www.tokyo-keizai.co.jp/ 0I20-55-9986

流動資産 510,140 流動負債 464,554

固定資産 71,956 固定負債 31,501

繰延資産 0 自己資本 86,041

合 計 582,096 合 計 582,096

企業番号 0101234567

商 号 （株）東経建設 （トウケイケンセツ）

実質上住所 〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町X-X-X

〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町X-X-X登記上住所

ＴＥＬ 093-000-0000 ＦＡＸ 093-000-0000

代表者 東経 太郎 （トウケイ タロウ）

取材日 2019年 7月 7日 評 点 57点

設 立 1983年XX月XX日 創 業 1983年XX月 

資本金 1,000万円 従業員 20人

業 績

決算期
売上高

（千円）

総利益

（千円）

営業利益

（千円）

経常利益

（千円）

当期利益

（千円）
ＢＳ有無

2015年 3月 1,875,671 39,007 10,007 18,008 9,007 有

2016年 3月 1,555,617 38,300 12,305 11,001 8,787 有

2017年 3月 1,685,604 28,078 15,469 12,916 9,009 有

2018年 3月 1,840,002 22,594 22,594 11,501 9,355 有

2019年 3月 1,783,863 21,708 21,708 13,940 15,752 有

貸借対照表

2019年 3月期 （単位：千円）

業 種 土木・建築工事

取引銀行 福岡(本店)西日本シティ(本店)

借入金 短期：150,000、長期：10,000、合計：160,000

氏 名 東経 太郎 （トウケイ タロウ）

生年月日 1943年 XX月 XX日

住 所

ＴＥＬ

経 歴 昭和59年当社入社､63年取締役､平成16年社長就任｡

仕入先 東経リビング､東経興商､東経システム

受注／販売先 一般個人､東経緑地建設､東経工業､他

代表者

役 員
2019年 7月現在

代表：東経 太郎、取締：東経 次郎、取締：東経 三郎、監査：東経 史郎

株 主
2019年 7月現在

東経興商（株）： 640株、（株）トーケイ： 240株

特 色

企業情報サンプル

〒802-0004 北九州市小倉北区鍛冶町X-X-X

業歴30年余りで、もともと土木工事が主力だったが、近年は建築分野の比重がアップ。
技術力が高く、安定した利益体質を構築している。リフォームやソーラー発電分野を
育成中。

INFOLINK21は企業情報をはじめ、ビジネスで必要な情報を提供する検索サ
イトです。東経会員様には無償でパスワードをご提供します。
企業情報検索、調査・コピー依頼、決算書購入をインターネットで２４時間いつ
でも検索・購入いただけます。お支払いは便利な口座引き落としをご利用くだ
さい。

東京経済が独自取材した

インフォリンク

詳細はフリーダイヤルでお尋ねください。（平日９時～17時）

企業情報検索▶  無 料 詳細表示▶1200円/件（消費税別）

調査に定評がある東京経済が取材した企業情報が閲覧できます。
貸借対照表（バランスシート）要旨・借入金データ付き

●企業情報・調査・コピー依頼
全国の企業情報データの中から、ご要望に応じた形での情報提供が可能です。

■企業概要検索：無料、詳細表示：1200円/件（消費税別）
■新規調査・コピー依頼
■決算書購入：３,９００円 /社 (３期まで・消費税別)

■WEBで２４時間 情報取得可能
■貸借対照表（要旨）・借入金も閲覧可
■新規調査・コピー依頼もできます

東京経済が
会員様限定でお届けする
企業情報サービス
「インフォリンク２１」




