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○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
　㈱東京商工リサーチ��佐世保支店�
　支店長　長沼　宏昌�様
◯ビジター
　大阪南RC　薮本　恭明さん

� 幹事　円田　浩司さん

１．国際ロータリー第2740地区ガバナー
	 　福元　裕二さん
　　ロータリー財団委員会委員長
	 　石坂　和彦さん
第5回地区ロータリー財団委員会のご案内
　日時／平成25年1月13日㈰
　　　　委員会　15:00～17:00
　　　　新年懇親会　17:30～20:00
　場所／長崎インターナショナルホテル（大村市）
　ご案内／ロータリー財団地区委員会各位

２．地区ロータリー財団委員会委員長
	 　石坂　和彦さん
　　地区次年度ロータリー財団委員会委員長
	 　山田　　晃さん
ロータリー財団第2回補助金セミナーのご案内
　日時／2013年1月26日㈯�12:30～受付開始
　　　　13:00～セミナー　17:00閉会予定

� 会長　長島　　正さん
　皆さん今日は。来週12月26
日㈬は指定休会日であります
ので、本日の例会が今年の最
終例会となります。
　先日の忘年家族会は大変
お疲れ様でした。多くの皆様のご出席を頂
き、手作りの忘年家族会で盛会裏に終わる
ことが出来ました。親睦活動委員会の皆様
方を始め、ご協力頂きました会員の皆様に
心から感謝申しあげます。
　年末年始の事務局と例会の日程をお知ら
せ致します。
　事務局は12月29日㈯～1月6日㈰�休みと致
します。
　1月2日㈬�指定休会日
　1月9日㈬�理事会・クラブ協議会
　1月16日㈬�クラブ協議会
　上期事業報告書及び下期事業計画書の大
委員長さんから幹事への提出期限は、本
日、12月19日までとなっていますので宜し
くお願いします。
　今年も残すところ10日余りとなってきま
した。会員の皆様方には大変お世話になり
ました。温かいご支援ご協力に感謝申しあ
げます。健康で幸せな新年をご家族で迎え
られます様に祈念しまして挨拶といたしま
す。有り難うございました。
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� 出席・例会委員会　圡井　弘志さん
◯出席100％表彰
　増本　一也さん（19回）
　納所　佳民さん（5回）

	 親睦活動委員会　白田　浩一さん
○結婚記念月のお祝い
　井手　常博・見幸　さん�ご夫妻（3日）
　池田　　豊・秀子　さん�ご夫妻（4日）
　圡井　弘志・郁子　さん�ご夫妻（4日）
　中島　祥一・和子　さん�ご夫妻（8日）
　松尾　慶一・富士子さん�ご夫妻（9日）
　山縣　義道・良子　さん�ご夫妻（13日）

	 親睦活動委員会　松瀬　茂雄さん

長島　　正会長、円田　浩司幹事
松本　由昭さん、圡井　弘志さん
大久保利博さん、増本　一也さん
　㈱東京商工リサーチ佐世保支店長�長沼宏昌
様の卓話に期待してニコニコします。

　場所／西九州大学　神園キャンパス
　　　　　　　　　　　（佐賀市神園）
　クラブより出席者／地区ポリオ・プラス委
員長、クラブ会長エレクト、クラブ幹事エレ
クト、クラブ事務局
　※�各クラブの参加が義務付けられており
ます。本セミナーの受講が、2013年度
からの未来の夢計画における補助金受
給の必須の条件となっております。

３．第2740地区　福元裕二ガバナー事務所
　�ホームページ更新（12月10日、14日）のお
知らせ

４．（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース
　「�ハイライトよねやま153号（2012年12月12
日発行）」が届いております。

５．一般財団法人		比国育英会バキオ基金
	 会長　前川　昭一さん
	 副会長　斉藤　　実さん
	 幹事　佐久田昌昭さん
　�2011年度事業報告書と基金へのご寄付の
お願い

６．長崎県	障害福祉課
　�障害者福祉施設の取り組みなどを紹介する
「長崎県CSR通信～第95号～」が届いて
おります。

親睦活動委員会	 委員長　中村　徳裕さん
　15日㈯に行われました忘年家
族会は、皆様の絶大なるご協力
で、楽しい会となりました。あ
りがとうございました。
　森白汀様のご協力で、今週
の週報に間に合って写真を掲載することが
できましたが、良い写真が多く、1枚1枚が
小さくしか掲載できませんでした。
　記念に写真が欲しいという方は、森白汀
さんまでご相談ください。

委員会報告

ニコニコボックス

慶　　　祝
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遠田　公夫さん
　長島会長、昨夜は評論家福岡政行氏との
ひと時、お疲れ様でした。彼によれば、円
安は更に進み、85円～90円が落とし所との
事、今後、補正予算規模も拡大し景気も右
肩上がりになるであろうとの事、ビジネス
業界には朗報ですね。ところで、誕生祝の
ドンペリ、ひと口しか回ってきませんでし
たが、ブランドを聞いただけで、旨いもの
ですね。ロータリーでの卓話、いい線まで
行ったのに、時間調整できず残念でした。
進む円安とドンペリにニコニコします。

池田　　豊さん、中島　祥一さん
圡井　弘志さん、山縣　義道さん
井手　常博さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。

増本　一也さん、納所　佳民さん
　出席100％表彰ありがとうございます。

『社会におけるTSRの役割』

　㈱東京商工リサーチ
　佐世保支店長  長沼　宏昌	様

■調査業界の現状
◯調査業界の歴史
　調査業は、1892年、当社が国からの要請
に基づき、創業したのが始まりです。
　当時は「商工社」とよばれていました。
４年後の1896年に日銀の補助を得て、渋沢
栄一氏が「東京興信所」を興されました。
　現在は、調査機関と呼ばれているのです
が、以前は興信所と呼ばれていました。そ

れは、渋沢栄一氏の「信用は興すもの」と
の考えに起源があるようです。
　全国展開している業界大手は、東京商工
リサーチを含め２社のみです。
　東京商工リサーチはアメリカを本拠地と
するＤ＆Ｂ（ダン＆ブラッドストリート）の独
占販売権を保有しています。ダン＆ブラッド
ストリートは世界一の調査機関で、創業150
年以上を経過しており、リンカーンなどの
４名の大統領を出したことで有名です。現
在、世界200カ国、２億件のデータを構築し
ています。

◯調査機関の位置づけ
　企業をまわっていて「景気が悪いと危な
い会社が増えて、不安から調査が増えてい
るのでは？」とよく言われますが、決して
そうではありません。なぜなら、事業拡大
や新規取引など「経済活動の流れ」で取引
が増えるときに調査やデータが一番使われ
るからです。
　ここ数年の全国的な傾向として、海外に
進出される企業が多いので、海外調査の利
用が増えています。ちなみに、当社はダン
＆ブラッドストリートと提携していますの
で、国内のみならず海外の調査データもそ
ろえています。佐世保においては、米軍と
の取引の際は、ダンズナンバーが必要なん
ですけれども、商工会議所様のＨＰでも紹
介して頂いてます。

■調査業とは
◯信用調査の進め方
◯会社を見極めるポイント　　　　　

■その他の事業
◯�企業データベースの販売ですが、現在日
本の法人数270万社のうち97％にあたる
264万社をカバーしています。
　　
◯�情報事業では情報誌の発行、倒産集計・
セミナーなどをやっています。
　�「�倒産」の言葉を定義づけた会社としても

卓　　話

ニコニコボックス� 本日合計�　14,000 円

� 累　　計� 507,000 円

◇
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（今週の担当　見藤　史朗）
（カメラ担当　圡井　弘志）

クラブ会報委員会 委 員 長　髙瀬　宏滋　　 委　員　圡井　弘志 ・ 坂本　　敏
副委員長　黒木　政純　　 　　　　見藤　史朗  

知られており、情報誌のパイオニアでも
あります。

　
◯市場調査
　中小企業庁からの依頼が定期的にあるほ
か、最近は北九州市からの依頼がかなり多
いです。
�
■2012年の倒産動向
　全国で1～10月の倒産件数は、1万270
件、11月の964件を追加して今年の累計が1
万1234件です。皆さんご存知の通り、政策
支援効果で抑制されているから減っていま
すが、2012年10月以降、動きが変わりまし
た。産業別でみると製造業が、増加に転じ
ました。今年最多です。
　長崎県内では、2010年以降、年間倒産件
数は100件割れです。ちなみに、倒産集計を
開始した1971年以降、40年間のうち100件
を下回った年は1971年、1972年、1973年、
2010年、2011年。今年も1～11月累計が現在
71件で、100件を下回る見通しです。

　政策や景気動向にもよりますが、2013年
夏ごろから企業倒産の動きに再度変化が生
じるとみています。ですから、今までのよ
うな件数推移ではないということは間違い
ありません。ただし、金融円滑化法が終了
するからといって、一気に倒産が増加する
ことはないとみております。

■県内企業特集
◯�日本一企業　県内11社うち佐世保5社（勝
ち組企業に共通すること）
　厳しい時代にあっても独自のアイデアと
技術力や営業力を結集して他社の追随を許
さない、キラリと光る日本一企業。この調
査は売上高・シェアなど、あらゆる分野の
日本一を集めています。1986年の調査開始

＊1月　例会予定＊

　1月16日� クラブ協議会

　1月23日� 会員卓話� 福田　金治さん

　1月30日� 新会員卓話
� ジェイアール九州ハウステンボスホテル㈱�
� 代表取締役社長� 前田　勇人さん

以来で2013年新春号で８回目となります。
12月に佐世保地区でも５社取材をさせて頂
きました。
　ハウステンボスなど日ごろなじみ深い身
近な企業から、JDCさんのように世界トッ
プシェアの製品にいたるまで多岐にわたっ
ています。

◯元気印企業　県内22社うち佐世保11社
　（�算出基準は２期連続前期比110％増収、
３期連続黒字、伸長比など厳しい条件を
クリアしている）

　今年は佐世保の老舗企業ランキングや新
設法人分析などをしましたが、今後もいろ
いろな特集をしたいと思いますので、皆様
のご協力をお願いします。
　
　短い時間でしたが、これで私の話を終わ
ります。ご清聴ありがとうございました。


