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ル電化と太陽光発電の工事を手がけるようになって、事
業の規模はさらに拡大しました。「時代が変われば、お
客様も変わります。今何が必要とされているかを見極め
てその分野を開拓していく。そうやって新しい市場を獲
得してきたことが、当社が長く続けてこられた秘訣で
す」と小林孝裕様。2020年4月にご子息の小林武尊様
が起業した株式会社建設みらい総研も、代々受け継がれ
てきたナカノヤのスピリットによるものといえます。

公共工事案件に絞った
建設業のマッチングサイトを開発

　公共工事案件の元請け企業と協力会社を結ぶマッチン
グサイト「案件タンク」。建設みらい総研がリリースし
たこのサービスは父・小林孝裕様の話がきっかけでした。
　「公共工事を受注すると、基本的には自社で付き合い
のある協力会社に依頼します。ただし工事の種類や時期

　公共施設の設備工事やリフォーム事業を手がける株式
会社ナカノヤは、常に時代の潮流を捉え、変革を続けて
きた企業です。1913（大正2）年に埼玉県越谷市に創業。
当初は生活雑貨を販売する荒物屋でしたが、取り扱い商
品だった炭や薪などの家庭用燃料が灯油、プロパンガス
に取って代わると、燃料器具を扱い始め、それにともな
う設置工事や水道工事も担うようになりました。
　工務店の下請けだった各種工事を元請けとして受注す
るようにしたのが5代目社長の小林孝裕様です。
　「私が建設会社、市役所勤務を経てナカノヤに入社し
た頃、越谷や春日部では下水道本管の敷設工事が進めら
れていました。前職で下水道を担当していた私は、これ
を契機と捉えて下水道工事部門を新設し、工事を受注。
下請けから脱却するとともに売上が1.5倍近く伸びまし
た。現在はすべての工事を元請けで受注しています」
　家庭にIHが普及し始めたときもいち早く対応。オー

百年培ってきたパイオニア精神で
建設業界の未来を牽引していく

時代の流れ、顧客のニーズに合わせて変革を重ねてきた百年企業「ナカノヤ」。
その精神を受け継いだ建設みらい総研は、ITの活用がまだ少ないといわれる建設業界で
公共工事案件の元請け企業と協力会社を結ぶ初のマッチングサイトをリリースしました。
業界が秘める可能性を見据えて、新しい分野に積極的に取り組む開拓者としての心を
ナカノヤ社長・小林孝裕様、建設みらい総研社長・小林武尊様に伺いました。

株式会社ナカノヤ 
代表取締役社長 小林 孝裕様

株式会社建設みらい総研  

代表取締役社長 小林 武
た け

尊
る

様
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お客様ご紹介 お客様ご紹介

ご保有物件のご紹介

に案件も動いています。しかし、普段からネットを使っ
ていない方にはなかなか良さが伝わらない。今は裾野を
広げるために一軒一軒説明をして、無料会員から始めて
もらうなど、工夫しています」（小林武尊様）
　「何事も開拓には苦労がともなう」と話すのは小林孝裕
様。ボルテックスの区分所有オフィスの話を初めて聞い
たときも同じことを感じたと振り返ります。
　「最初は『新しい不動産保有の形』という未知の部分
に不安もありました。しかし、都心の一等地にあり管理
も行き届いている。この価値は高いと判断して購入を決
めました。納得できるまで根気よく説明してくれた担当
者の熱意も大きかったですね」（小林孝裕様）
　現在、案件タンクの会員は首都圏が中心。小林武尊様
は全国規模でマッチングできる環境を目標に掲げます。
　「建設業界はIT化が緩慢な分、最後のフロンティアと
いわれるほど大きな可能性を秘めている。会員が増えれ
ばマッチング以外にも多彩な展開ができると思うんで
す。そのためにも地道に開拓を進めていくつもりです」

によっては必ずしも企業を確保できるとは限らず、その
場合は人づてに探すことも多く手間がかかります。そこ
で、法人向けに公共工事を安心して請け負える企業が見
つかる、Web上の場があればと思ったのです」
　かねてより起業を志していた小林武尊様は、父の話に
可能性を感じて構想を練り始めます。重視したのはほか
にはないサービスであること、そして信頼性です。
　「職人個人が仕事を探すためのマッチングサイトはす
でにいくつかありましたが、公共工事の協力会社を探す
ものは過去にありませんでした。さらに職人向けのサー
ビスでは登録企業の信頼性が見えにくいという課題も感
じていました。それなら身元や実績がわかるようにしよ
うと思い、案件タンクは建設業許可の取得を会員の必須
条件としています」（小林武尊様）
　一方、案件を国や県などが発注する公共工事に限定し
たことで、元請け企業の身元も保証されました。公共事
業は入札制のため、元請け企業は経営状況や技術的能力
などの経営事項審査に通る必要があるからです。
　「万が一、公共事業であれば元請け企業様に何かあっ
ても中止になることはまずないので、協力会社様も安心
してご利用いただけます」（小林孝裕様）

自身のサービスを通して
IT最後のフロンティアを開拓

　2020年11月のサービス開始から話題を集めている案
件タンクですが、課題もあります。
　「加入してくださった会員の方々からは好評で、実際

株式会社 建設みらい総研
代表取締役社長小林武尊様
不動産の法人仲介営業などを担当したのち、2020年4月に建設み
らい総研を創業。感銘を受けた本は『生き方─人間として一番
大切なこと』（稲盛和夫著）。

https://anken-tank.com
[所 在 地] 〒131-0032   東京都墨田区東向島6-9-13  MTビル2階
[事 業 内 容] マッチングプラットフォーム「案件タンク」の

企画・開発・運営

株式会社 ナカノヤ
代表取締役社長小林孝裕様
建設会社、公務員を経て1992年に5代目としてナカノヤに入社。
座右の銘は「夢は逃げない　逃げるのは　いつも自分」。趣味は
ゴルフで、ご子息ともコースを回る。

https://www.nakanoya.co.jp
[所 在 地] 〒343-0025 埼玉県越谷市大沢3-28-11
[事業内容] 冷暖房空気調和工事、給排水衛生設備工事、リフォー

ム工事、土木工事一式、プロパンガスの販売及び配管工
事、オール電化工事、太陽光発電工事

建設みらい総研運営のマッチングサービス
「案件タンク」。公共工事案件に絞り、協
力会社とのマッチングが簡単にかなう

DATA
［専有面積］ 62.87㎡（19.01坪）
［ 最 寄 駅 ］ 半蔵門線・副都心線・東急田園都市線・東急東横線「渋谷」駅 徒歩1分

JR各線・銀座線「渋谷」駅 徒歩3分、京王井の頭線「渋谷」駅 徒歩5分
［構造・規模］鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付き15階建
［ 総 戸 数 ］ 161戸（事務所26戸、店舗7戸、住居128戸）［ 築 年 月 ］ 2020年7月　新耐震基準適合
［敷地面積］ 1,317.34㎡（398.49坪） ［延床面積］ 13,604.77㎡（4,115.44坪）2020年7月撮影

宮益坂ビルディング THE SHIBUYA OFFICE
（渋谷区・区分所有オフィス）
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節税の肝は財産の評価を下げること

　曽根氏は円満な相続をするために、「みえる化」と「わ
かる化」をキーワードにあげます。
　「相続対策は複雑でわかりにくい、という方が多いで
す。相続実務士はまず、土地や預貯金、有価証券などお
客様の財産を概算で表示します。その上で課題をあげ、
相続人の感情面を加味して節税対策プランをご提案。対
策後の概算を『みえる化』し、効果を『わかる化』する
ことで、納得してご決断いただけます」
　ここで大切なのが、財産を活用することです。預貯金
のように貯めて残すだけでは多額の相続税がかかり、財
産は守れません。とはいえ、株は世界情勢に左右されま
すし、仮想通貨など新しい金融資産は市場が未成熟です。
　「私どもが考える相続対策は、財産を活用して収益を
上げ、その評価自体は下げて相続税を節税すること。そ
れができるのは不動産です。預金と不動産では評価の仕
方が異なり、同じ価値でも預金で持つか、不動産で持つ
かによって相続税は大きく変わってきます」
　たとえば1億円を預金で持つ場合、預金は額面どおり
の評価となり、1億円に対しての相続税が課税されま
す。ところが、1億円で土地5000万円、建物5000万円
の土地付き1棟アパートを購入した場合、土地は路線価
（時価の8割程度）、建物は固定資産税（同4割程度）で
評価されます。さらに、部屋をすべて貸せば借家（同7
割程度）、貸家建付地（同8割程度）の評価も加味され
て、財産の評価額は4600万円となり相続税を抑えられ
ます（図1）。
　「節税しつつ、家賃という形で収益が得られるのも不

貯めるだけでは相続対策にならない

　「相続を円満に進めるためには『感情面』と『経済
面』の双方に配慮することが大切です」
　夢相続の代表取締役・曽根恵子氏はそう強調します。
夢相続は相続対策の提案やサポートを主な業務とする企
業。1万4700件以上におよぶ相談実績の中で、感情面で
最も多い問題が「家族間の争い」だといいます。調停や
裁判のすえに家族が絶縁になることも少なくありません。
　一方の経済面では、知識があれば節税できる相続税を
余分に負担している人が増えています。
　「相続税に備えて金融機関に預金する方もいますが、
今は1億円を1年預けても利息の手取りはたった800
円。しかも10年以上放置すると休眠預金とされ、国に
活用されるケースもあります」と曽根氏。休眠預金の発
生額はなんと年間1200億円。預金で保有することは相
続対策にはならないのです。
　「今は生前に相続対策をしておかないと大きな損をす
る時代。だからこそ相談する相手が重要ですが、事後に
詳しい方はいても生前対策の専門家はいませんでした。
そこで夢相続では相続実務協会を設立し、相続実務士の
育成に努めています」
　相続実務士とは相続対策の提案や実務ができる専門家
のこと。相続には財産評価や遺産分割協議などさまざま
なプロセスがあり、不動産鑑定士、弁護士、税理士と
いった複数の専門家が携わります。しかし、それぞれの
連携がとれていないのが現状。そこで顧客の相談内容に
応じて専門家とチームを組み、その中心となって問題に
取り組むのが相続実務士の役目です。

現在、日本の総人口の4人に1人が65歳以上の高齢者という超高
齢化社会です。高齢化にともない、資産を次世代に継承する相続
の問題が増加しています。さらに今、「争族」と揶揄されるほど遺
産を巡るトラブルが多発しています。大相続時代到来を前に、家
族が納得する円満な相続をするにはどうしたらいいか。相続対策
を専門に扱う株式会社夢相続の代表取締役・曽根恵子氏が登壇し
たオンラインセミナーをレポートします。

株式会社夢相続 代表取締役

曽根 恵子氏

相続実務士®。宅地建物取引士。公認不動産コンサルティングマスター。相
続対策専門士。2001年より相続対策の専門会社・夢相続を運営。相続実務
士の創始者として1万4700件以上の相続相談に携わる。新刊『図解90分
でわかる！ 相続実務士が解決！ 財産を減らさない相続対策』をはじめ、著
書は多数。セミナーなども多数行う。

相続実務士が解決！
財産を減らさない相続対策

現在、日本の総人口の
齢化社会です。高齢化にともない、資産を次世代に継承する相続
の問題が増加しています。さらに今、「争族」と揶揄されるほど遺
産を巡るトラブルが多発しています。大相続時代到来を前に、家
族が納得する円満な相続をするにはどうしたらいいか。相続対策
を専門に扱う株式会社夢相続の代表取締役・曽根恵子氏が登壇し
たオンラインセミナーをレポートします。

株式会社夢相続

曽根 恵子

財産を減らさない
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め、1億円を借り入れて賃貸マンションを建設するな
ど、財産の評価を基礎控除額内に下げて、相続税の申告
が不要な状態にまで節税することに成功しています。
　「マンションを購入する際は高額な1部屋よりも、複
数の部屋を立地も変えて購入すると相続の際に分けやす
いのでおすすめです。また、贈与税の非課税枠で財産の
一部を生前贈与するのも1つの方法。このように生前に
対策をすれば節税は難しくありませんし、ご家族で情報
を共有しながらより良い選択ができるので後々『感情
面』で揉める心配もなくなります。まずは『みえる化』
し、そこからプランをつくって『わかる化』すること
で、節税に取り組んでいただきたいですね」

動産の強み。もし、アパートではなくタワーマンション
1部屋にしたら、土地の所有面積が小さい分評価額はさ
らに下がります。相続対策は、節税になるように資産を
組み替えていくことが重要です」

2億円の財産も対策次第で相続税０円に

　事例でより詳しく見てみましょう。図2の場合、何も
対策をしないと財産2億円から相続人2人分の基礎控除
4200万円を引いた1億5800万円が課税対象となりま
す。しかし、図3では生命保険に加入し、区分マンショ
ンを購入。駐車場も更地だと土地の評価が下がらないた

Online Seminar Report
［2020.12.16］

図2

図1 同じ1億円でも、財産評価を効率よく下げることで相続税を抑えることができる

財産が2億円で相続人が2人いる場合、
相続税は3,340万円かかる 図3 生命保険への加入やマンションの購入などで財産評価が下がり、

相続税は0円に

預金

額面
どおり

建物
5,000万円

土地
5,000万円

借家評価
70%

2,000万円 1,400万円 （建物28％）

路線価評価
※時価の約80％程度

貸家建付地評価約80%
※借地権により変わる

4,000万円 3,200万円
（土地64%）

評価額 4,600万円（46%）1億円（100%）

約1,064万円

約1,355万円

建物44%

土地56％

評価額　約 2,419万円（24.19%）

財産 財産評価を下げる

自宅建物
（固定資産税）

自宅土地
（路線価）3,500万円

500万円 自宅建物

自宅土地 700万円

1,800万円

6,210万円

1,350万円

生命保険 0万円

500万円

駐車場
（路線価）4,500万円

空き地
（路線価）

相続税の計算

 2億円

生命保険

負債
（残高証明書）

基礎控除を超えると
相続税が課税される

4,500万円

0 円

0 円

現金・有価証券
（残高証明書）

7,000万円

同居する人がいると小規模宅地等の特例が使える
330㎡まで80％減⇒20%
 3,500万円×20％＝700万円

①同居

④活用

②加入

③購入

空き地を売却して区分マンションを購入する
 4,500万円×約30%=1,350万円

借入

（空き地売却）
区分マンション

事業（貸家）

②～⑤を実行し、

・現金
・預金
・有価証券1

億円

時価
1
億円

評価額
24.19%

・評価は減らせない
・持ち続けては節税
　できない

固定資産税評価
※時価の40%程度

区分マンション

▲4,200万円
（3,000万円十600万円×2人）

1億5,800万円

⑤売却
⑤購入

現金1,000万円で生命保険に加入する
非課税枠1,000万円＝0円

現金6,000万円で区分マンションを購入する
 6,000万円×約30%＝1,800万円

駐車場を貸家に活用する
土地4,500万円×貸家建付地82％＝3,690万円
建物9,000万円×固定資産税評価40％×貸家70％
＝2,520万円 合計　6,210万円

事業費として1億円を借り入れる
（諸経費：1,000万円）

財産価格
基礎控除

▲4,200万円
基礎控除

相続税（1人）

1億5,800万円÷2＝7,900万円
7,900万円×税率30%－700万円

1,670万円

相続税（2人）合計

④借入 ▲1億円

2億円
財産
合計 合計 3,360万円3,340万円 0円

②～⑤を実行すれば、
①を実行しなくても
相続税はゼロ

不動産
（1棟アパート）

不動産
（区分マンション）

相続人2人

課税財産額

生前に対策を
とらない場合

生前に対策をすれば
節税は可能になる

一般的には時価の
30％相当

or
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築地本願寺
の経営学

け」と言います。
　「企業社会では、ずいぶん前から『プロダクトアウト
からマーケットインへ』といわれてきました。つくり手
側がすばらしい価値があると思っていても、受け取り手
がそこに価値を見出せなければビジネスは成立しませ
ん。たとえ宗教であっても、それは同じです。サービス
の受け手である信者の皆様が価値を決める。仏教の教え
は変わらなくても今の人に伝わるように、お寺のほうが
変わらなければならない。大手だから、老舗だからと
いって現状にあぐらをかいてきたために経営が行き詰
まった企業は枚挙にいとまがありません。400年の歴史
を持つ築地本願寺も、決して例外ではないのです」
　かつてのお寺を支えていた檀家制度は、急速にほころ
び始めました。「家」という考え方そのものが希薄にな
り、個々人が多様な価値観で生きる時代を迎えていま
す。葬儀や法要にかけるお金は減少傾向が続き、コロナ
禍をきっかけにさらに拍車がかかると考えられます。
　現在、日本には7万7000のお寺があるといわれ、こ
の先20年で約30％が消滅するという予測もあります。
お寺の改革も“待ったなし”の状況だったのです。

都市生活者のニーズを発掘し
“新たな顧客”を創造する

　安永氏は、築地本願寺の事務執行機関の代表責任者で
ある宗務長に就任する前から、評議員（一般の企業でい
えば社外取締役的存在）の立場から、改革提案を続けて
きました。ただ、職員・僧侶の大半がお寺に生まれ育っ
た人たちで、具体的な組織改革のスキルもノウハウもあ
りません。そこで「外の世界」を知る安永氏に白羽の矢
が立ったというわけです。
　まずはプロジェクトチームをつくり、新しい門信徒＝

衰退の一途をたどるお寺の改革は
“待ったなし”

　かつての築地本願寺には、参拝を目的とする人以外は
何となく近寄りがたい雰囲気が漂っていました。ところ
が近年、境内の大規模改装が行われ、瀟

しょうしゃ

洒なインフォ
メーションセンターが完成。カフェ、ショップ、ブック
センターなどを併設したことで、誰もが気軽に立ち寄れ
るオープンなスペースに生まれ変わりました。
　ほかにも、銀座にサテライト・テンプル「銀座サロ
ン」をオープンしたり、過去の宗派を問わず入れる「合
同墓」を設置したりするなど、これまでの築地本願寺に
はなかった新しい施策を次々と打ち出しています。
　改革を主導する築地本願寺の代表役員（宗務長）・安
永雄彦氏は元銀行マンで、経営コンサルティング会社を
経て僧侶になったという異色の経歴の持ち主です。メ
ディアの注目は「教義と伝統を重んじる宗教の世界に、
ビジネスの視点で改革のメスを入れた」という点に集ま
りましたが、安永氏は「当たり前のことをしているだ

日本人の「お寺離れ」が進む中、築地本願寺が大胆な経営改革を成し遂げていま
す。檀家制度に守られた昔ながらの在り方を徹底的に見直し、顧客志向に基づく
「開かれたお寺」へ。改革を先導したのは、ビジネス界から僧侶に転身し2015年に
築地本願寺宗務長に就任した安永雄彦氏です。昨年『築地本願寺の経営学』を上梓
した安永氏に、改革への思いとその実践内容を伺いました。

『
経営者は自己否定を恐れず経営者は自己否定を恐れず
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築地本願寺
の経営学

ビジネスマン僧侶に
まなぶ常識を超える
マーケティング

顧客をどう獲得していくのかについて議論しながら、幅
広くマーケティングを実施しました。
　「お寺離れが進んでいるからといって、現代人が不安
や悩みから解放されているわけではありません。むしろ
個の時代であるからこそ、生きることや死をどう迎える
のかという問題により大きな不安を感じているという現
実があります。ですから『亡くなってから』ではなく、
『亡くなる前』をサポートすること。仏教の教えを伝え
るとともに、終活という言葉に表れるように、自分のエ
ンディング・ステージをどうするのかという問題にお応
えしていこう、という方針で臨むことにしました」
　これまで築地本願寺にご縁のなかった人たちに、築地
本願寺との接点を持っていただく──そのためには、座
して待つのではなく、みずから外に出向いていく姿勢が
必要です。そこでオープンさせたのが「銀座サロン」で
す。ここでは仏教に限らず幅広いテーマでカルチャーセ
ンター的な教養講座を開催したり、悩みごとを僧侶が聴
く場を設け、一般の方とのご縁づくりを始めました。
　また、マーケティングで浮上したのが、都心に住むシ
ニア層の「お墓の悩み」です。「お墓がない」「あっても
世話ができない」という人は多く、「自分の墓のことで
子どもに迷惑をかけたくない」という思いを強く持って
います。新しいお墓の在り方は社会的課題の1つです。
　こうしたニーズに応えるべく築地本願寺が設置したの
が「合同墓」。過去の宗派を問わず、初期費用（30万円
～）を支払えば、年間管理費不要で築地本願寺がお骨を
預かり、永代にわたってお守りしてもらえるものです。
開始から大きな反響があり、「すでに1万人以上の方か
ら申し込みをいただいています」と安永氏は言います。

事業構造改革に妙手はない
地道な努力で“見える成果”の積み重ねを

　古い枠組みにとらわれがちな組織をどう変えていった
のか、安永氏は次のように説明します。

　「顧客志向、マーケティング……ビジネス界では当た
り前の考え方も、『お寺は株式会社ではない』と言われ、
当初はまったく理解されませんでした。しかし、10年
計画で新しい布教活動をすることは宗派（企業でいえば
親会社）の決定事項なので、後に引くことはできませ
ん。繰り返し説明し、理解してくれる人に思い切って仕
事を任せる。一つひとつ地道に続けていくだけでした」
　安永氏が宗務長に就任して2年後の2017年にイン
フォメーションセンターができました。カフェの人気メ
ニューを目当てに人が集まって1日の参拝者数が倍増、
合同墓には多数の申し込みがあるなど、改革の成果が目
に見える形で表れ始めると、組織内の空気も変わりまし
た。「半信半疑だった気持ちが、『やっぱり正しかったの
だな』と思えるようになったのではないでしょうか」
　事業構造改革は、頭では理解しても、実践するのは容
易ではありません。安永氏はその要諦をこう述べます。
　「自己否定を恐れないことです。誰にでも、ここまで
やってきたという自負や成功体験があります。改革はそ
れを否定することですから、反対があるのは当然です。
みんなが賛同する事業構造改革などありえない。だか
ら、一つひとつ説明し、小さな実績を積み重ねていくし
かありません。努力精進です。本当に改革の意識が根づ
くには何年もかかります」
　新規事業は今までの事業で成功してきた人を充てても
なかなかうまくいきません。本流から外れていた人をあ
えて抜擢する、あるいは社外からその道のプロを登用し
て任せるのが良いと、安永氏は考えます。彼らが孤立し
ないように内部から参謀役を付けることも重要です。
　「決してあきらめないこと。そして精進する。最後は
経営者の執念です」
　築地本願寺の改革は、事業構造の変革や新規事業開発
を目指す企業にとっても多くのヒントがあるはずです。

安永 雄彦（雄玄）氏（やすなが ゆうひこ）

築地本願寺代表役員・宗務長。三和銀行（現三菱
UFJ銀行）に21年間勤務。外資系大手エグゼク
ティブ・サーチ会社（ラッセル・レイノルズ）を
経て独立、島本パートナーズの代表取締役社長と
して経営幹部人材のサーチ・コンサルティング業
務に従事、企業経営者や大手企業幹部向けのエグ
ゼクティブ・コーチング活動を展開。2015年7月、
築地本願寺代表役員・宗務長に就任。僧侶組織の
トップとして法務に従事するとともに、新しい形
の伝道布教活動を企画推進中。

』
改革をあきらめるな

この続きは「100年企業戦略オンライン」に掲載予定です

https://100years-company.jp
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注 目 コ ラ ム をピックアップ！

100年企業戦略研究所 所長 堀内 勉
　私が所属する多摩大学社会的投資研究所は、具体的な社会
的事業の支援を通じて、国内のソーシャルファイナンス、そ
の中でも特に、収益性（経済的価値）と社会性（社会的価
値）を同時に追求する新たな投資手法である「社会的投資」
の普及を目指す、日本初のシンクタンクです。
　社会的投資研究所は、おカネが社会の中で好循環すること
で、社会がより良い方向に変わっていく未来を構想していま
す。コーポレートファイナンスは、グローバルな資本市場

（株式市場、債券市場など）をバックに、営利法人である株
式会社がどのように企業価値を上げていくかに焦点を当てた
ものですが、これがSDGsの考え方の浸透とともに、今、大
きく変容してきています。
　こうした社会性や持続可能性を意識した企業活動は、日本
で古くからいわれている近江商人の、「売り手良し、買い手
良し、世間良し」という「三方良し」の発想に極めて近いも
のがあります。営利法人は、より事業活動の社会性を意識す

るようになり、非営利法人は、より社会活動の収益性を意識
するようになることで、お互いが相互に歩み寄り、それぞれ
の重なり合う領域が増えていくというのが、社会的投資研究
所が構想している金融の未来です。
　こうした問題意識の下で、社会的投資研究所が第1号の支
援案件として手がけているのが、ライフイズテック株式会社
との「ソーシャルIPO（社会的新規上場）」の共同研究です。
　ライフイズテックが「ソーシャルIPO」を通じて世の中
に問いかけようとしているのは、収益性と社会性の双方を
ベースに企業価値が決まる新しい資本主義の世界観です。そ
こでは、経済的価値だけが判断基準であった株式市場の中に
社会的価値という新しい尺度が組み込まれることで、これま
でとはまったく異なった資本の論理が駆動し始めることにな
ります。（以下略）

堀内勉コラム－le vent－  ソーシャルファイナンスとは何か？②
～ソーシャルIPOとは

https://100years-company.jp/articles/members/080286

日本大学教授　東京大学特任教授 　清水 千弘

　経済学では「外部性」が存在する場合は、正しく市場が機
能しないと考えます。不動産市場では、事業への外部性、空
間・スペースなど都市への外部性、社会への外部性の3つの
外部性が存在します。
　まず、事業への外部性であるFinance & Asset Valueに
ついて考えてみましょう。不動産は、金融資産としての側面
を持っています。投資資産として不動産の価値が上昇したと
きは事業に利益をもたらします。また、企業融資を受ける担
保としての価値もあります。実際に使っていない土地でも、
抵当に入っている場合もありますし、いざというときに資金
を借りる際、借り手の信用力の補完となり融資審査が通りや
すくなる場合もあります。単純に不動産を所有するか賃貸す
るかの問題だけではなく、1990年代後半からはセールス＆
リースバックや不動産証券化などのさまざまな手法を組み合
わせながら、企業は不動産に向き合うようになってきました。
　都市への外部性であるLandscape & Social Costはどう

でしょうか。自社ビルがデザイン面でシンボル性を持ってい
る場合は、それが企業の付加価値となって人材採用がやりや
すくなるかもしれません。東京・丸の内、大手町のようにブ
ランド性のある場所に立地することで、企業イメージを向上
させることができます。アーリーステージの企業にとって
は、銀座に土地を買って象徴的な本社ビルを建てることで社
会的信用を獲得することもあるでしょう。
　社会への外部性であるCSR & Environmentとは何か。こ
こには地球環境への配慮が入ってきます。不動産の取得・売却
の総合的なデューデリジェンスや、取引過程における適正な
主体の選択と手続きも重要になります。環境問題では消費者
との接点でどのようなリスクにさらされるかもわかりません。
　それらの問題をすべて考慮しながら意思決定していくこと
が「外部性」への対応になります。（以下略）

企業は不動産とどう向き合うべきか？③
～不動産が持つ外部性を知る

https://100years-company.jp/articles/members/080299
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書にはそれらのサポートを行う事業承継のプロたちが数多く
登場、それぞれの立場からノウハウを開陳している。
　2015年に相続税制が改正、2019年には相続法（民法）
が約40年ぶりに大改正されるなど事業承継・相続関連法令
の改正施行が続いている。相続税の改正では課税対象者が一
気に増え、相続法の改正では「配偶者居住権」や「自筆証書
遺言書保管制度」が新設された。事業承継に直接関わる「事
業承継税制」も2018年に大幅な緩和が実施され、2020年
4月には事業承継にまつわる銀行借入が新旧の経営者保証な
しでできる「事業承継特別保証制度」も設けられた。
　事業承継や相続は法律や制度に沿って進める必要がある。
そのため事業承継や相続の図書は最新の法律にのっとった新
刊やロングセラーの改訂版を選ぶことが重要だが、本書は
2020年12月の発刊であり、直近の法や制度の改正をすべ

て盛り込んだ内容となっている。

　事業承継は、社長の座と自社株を後継者に譲るだけのこと
ではない。経営の3要素である「ヒト」「モノ」「カネ」はも
ちろん、取引先や銀行からの信用、人脈、顧客情報、知的財
産、経営理念など、これまでみずから築き上げてきたすべて
の企業資産を次世代に伝える経営者の一大事業となるもの
だ。当然、時間はかかるが、社長が健康・気力に自信がある
と「まだ、その時期ではない」と準備を先送りにしてしまい
がちだ。中小企業庁の試算によると、2025年には日本企業
全体の3分の1に当たる127万社が後継者不足などによって
廃業リスクに直面するとされる。そしてその多くが、70歳
を超える高齢社長だ。年齢が高くなると打つ手は限られる。
事業承継はできるだけ早くから準備しておくに越したことは
ない。
　本書は、これから事業承継に取り組もうとする経営者や後
継者に向け、必要な情報が盛り込まれた入門書である。
　事業承継は大きく分けて、子供や兄弟姉妹などに譲る「親
族内承継」、従業員などに譲る「親族外承継」、M&Aによる
「第三者への承継」がある。それぞれのメリット、デメリッ
トをわかりやすく解説しており、コロナ禍によって今後増加
すると思われる「廃業」や親族間のトラブルを防ぐための
「相続」の問題にも触れられている。
　中小企業では、かつては「親族内承継」が8割以上を占め
ていたが、昨今は少子化に加え、子供たちが親の事業を継ぎ
たがらないことから、その比率は大きく下がっている。
　替わって増加しているのがM&Aによる「第三者への承
継」だ。M&Aによる承継は、オーナーは個人保証から免れ
て売却益を手にでき、経営能力や経営資源を持つ経営者に会
社を譲ることで会社の発展が望めるというメリットがある。
もちろん、第三者から見て“買う価値のある会社”であるこ
とが条件だが、売る側、買う側双方の要望をすり合わせる
マッチングサイトの登場など市場環境が整備され、後継者探
しに苦労している企業は検討の余地が十分ありそうだ。
　100の企業があれば100種類の事業承継があるといわれ
るように、会社ごとに複雑な事情が絡み合う事業承継は経営
者の独力ではなしえない。実際、自社株の相続方法、個人保
証や税金など、事業承継の前に立ちふさがる障害は多い。本

❶
『ゼロからわかる事業承継・相続』
プレジデントムック／プレジデント社／1000円＋税

企業資産を次代につなぎ、発展し続けるための「準備」

◉そのほかのおすすめ書籍

❷

5000人の相談にのってきた相続専門の税理士が節税ノウハウを公開
『ぶっちゃけ相続  日本一の相続専門YouTuber税理士がお金の
ソン・トクをとことん教えます! 』
橘 慶太 著／ダイヤモンド社／1500円＋税

❸

相続を前に親がやっておくべきことを知るために
『子どもに迷惑かけたくなければ相続の準備は自分でしなさい  
2019年法改正完全対応［改訂版］』
五十嵐 明彦 著／ディスカヴァー・トゥエンティワン／1200円＋税

❹

波平がもし亡くなったら
……サザエさん一家を例に相続の仕組みをわかりやすく

『磯野家の相続［令和版］』
長谷川 裕雅 著／PHP研究所／840円＋税

❺
親族内承継やM&Aなど中小企業の事業承継対策のすべてを本格解説

『中小企業が“本当に”使える 最新 事業承継対策の法務と税務』
タックス・ロー合同研究会／日本法令／3000円＋税

事業承継と相続を知る
ビジネス書

5選

02

❶
『ゼロからわかる事業承継・相続』
プレジデントムック

5000人の相談にのってきた相続専門の税理士が節税ノウハウを公開
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デザイン性と機能性を兼ね備えたバリューアップオフィス
東京・港区の中心に位置する麻布は、六本木や赤坂といったビジネスエリアに近
く、東京タワーや芝公園などのランドマークも徒歩圏内。一帯には大使館が点在
し、高層オフィスビルや高級マンションも建ち並ぶハイエンドなエリアとして知

られています。近隣では虎ノ門・麻布台地区の大規模な再開発プロジェクト（2023年竣工
予定）が進められ、三田小山町西地区の再開発も計画されるなど、さらなる魅力的な街づく
りが始まっています。
大江戸線「赤羽橋」駅の中之橋口を出てすぐ隣と
いう、非常に良好な立地にある本物件は、基準階
専有面積が約150坪と広く、周辺エリアでは希少
な中規模オフィスビルです。現在はさらに、高い
デザイン性と快適なオフィス環境を実現するため
のバリューアップ工事が進んでおり、麻布という
場所柄、外資系やメディア企業などのオフィス需
要も期待されています。VORTシリーズの中でもひ
ときわハイグレードな「VORT麻布maxim（仮
称）」を、ぜひご検討ください。

アピール
ポイント

VORT麻布maxim（仮称）

■名称/VORT麻布maxim（仮称）●所在地/東
京都港区東麻布一丁目28番12号●構造/鉄骨造
陸屋根6階建●用途地域/近隣商業地域●敷地面
積/901.15㎡（272.59坪）●延床面積/3,753.64㎡

（1,135.47坪）●土地権利/所有権●総戸数/6戸
（事務所：5戸　店舗：1戸）●基準階専有面積
/502.36㎡（151.96坪）●築年月/2002年9月　新
耐震基準適合●施工/㈱竹中工務店●管理/〔全
部委託〕〔巡回〕ボルテックス合人社建物管理㈱
に変更予定●管理費271,275円（月額）●修繕積
立金216,518円（月額）●設備/エレベーター2基
●駐車場/13台●現況/現テナントは2021年3月
31日退去予定●引渡し/相談●取引態様/売主

※坪表示は1㎡=0.3025坪で換算した表示です。 
※徒歩分数は1分=80mとして換算したものです。
※掲載の情報は2021年2月10日現在のものです。掲載情

報は予告なく変更される場合があります。
　また万一ご成約済みの際は、ご容赦ください。
※現況に相違がある可能性があります。その場合は現況を

優先といたします。
※広告有効期限：2021年3月9日

アクセス

＊大江戸線「赤羽橋」駅 徒歩1分　　＊大江戸線／南北線「麻布十番」駅 徒歩8分
＊三田線「芝公園」駅 徒歩8分　＊日比谷線「神谷町」駅 徒歩13分

販売物件については、
弊社担当営業まで
お問い合わせください。

環状三号線に面した好立地（2020年3月撮影）

直線的なビルのファサードに高級感を加え、
エントランスにもデザイン性の高い空間演出
を施します

バリューアップの一例

基準階
4〜6階

VORT麻布maxim
実需での使用も可能

（2020年3月撮影）

（イメージ図）

周辺エリアの様子周辺エリアの様子周辺エリアの様子周辺エリアの様子周辺エリアの様子周辺エリアの様子周辺エリアの様子周辺エリアの様子周辺エリアの様子

複数の再開発が進む
麻布エリアの希少物件

1フロア約150坪の
需要も高いオフィス

11V-Value    Vol.57

（2020年2月撮影）

赤羽橋交差点から東京タワーを望む（2020年3月撮影） 隣接する「赤羽橋」駅・中之橋口（2020年3月撮影）

各フロアのエレベーターホールもデザイン性
を高めるほか、全館の空調やセキュリティの
システムを強化します

VORT麻布maxim（仮称）の立
地環境や物件概要について、動
画で公開しています。詳しくは
こちらをご覧ください。

（イメージ図）

（2020年3月撮影）

物件PVをYouTubeにて公開中！

https://youtu.be/EevqQ3iVOuM

VORT麻布maxim（仮称）
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ボルテックスのサービス

500万円から始める不動産小口化商品 LINEはじめました賃料コストを削減する実需という選択肢充実のサポート! 全国の賃貸オフィス検索サイト

2021年3月4日［木］15：00～16：10

仕事全般から顧客や社員までを含めた「事業承継」を成功
させるために後継者を育てたいが、なかなか思うようにい
かないというお悩みは、経営者の皆様から常にお聞きする
テーマです。なぜ、優秀な経営者であっても、次の経営者
を育成することは難しいのでしょうか？　優秀な経営者だ
からこそ陥る育成の盲点を明らかにするとともに、どうす
ればご自身の経験を次世代経営者の育成に活かすことがで
きるかについて、日本のコーチング業界を牽引する第一人
者、株式会社コーチ・エィ代表取締役 社長執行役員である
鈴木義幸氏にご講演いただきます。

　  オンライン配信セミナー

＊オンラインでの開催のため、会場でのご参加はできません。

お申し込み方法について

https://www.vortex-net.com/seminar/form/831

締切：2021年3月3日（水）　昼12時
＊上記URLまたは右記二次元バーコードよりお申し込みく
ださい。お申し込み後、受付完了メールが届きます。
＊開催当日までにお申し込みいただいたメールアドレス宛に
セミナーご視聴方法の詳細とご参加URLをお送りします。
＊開催時刻になりましたらパソコン、またはスマートフォ
ン、タブレットの画面でご覧ください。

講演
株式会社コーチ・エィ
代表取締役 社長執行役員

慶應義塾大学文学部卒業。メディアプラ
ンナーとして㈱マッキャンエリクソン博
報堂勤務を経て渡米。ミドルテネシー州
立大学大学院臨床心理学専攻修士課程を
修了。帰国後、有限会社コーチ・トゥエ
ンティワン（のち株式会社化）の設立に
携わる。2001年、法人事業部の分社化に
より株式会社コーチ・エィ設立と同時に
取締役副社長就任。2007年1月、取締役
社長就任を経て2018年1月より現職。

各種ご案内
◦「区分所有オフィス®」について
◦次回セミナーのご案内
◦「100年企業戦略オンライン」
　メンバー登録のご案内

第1部
15:00～16:00 

第2部
16:00～16:10 

鈴木 義幸氏

プログラム

なぜ次世代経営者育成は
うまくいかないのか？

～教える指導から
　  教えない指導へ～

株式会社コーチ・エィ×株式会社ボルテックス 共催
参加費

無料

◦セミナー後はご希望により、個別相談（対面、オンライン方式等）の場をご用意
しますのでお気軽にご相談ください。なお、個別相談ではセミナー内容に関連す
る商品等の勧誘を行う場合がございます。

◦主催側のシステム不具合やご視聴される環境等で視聴できない場合がございま
す。ご理解の上、お申し込みいただきますようお願い申し上げます。

◦システム状況、またはその他の事情により開催を中止、または中断させていただ
くことがございます。あらかじめご了承ください。

◦PCやスマートフォン等のネット環境があれば参加可能です。セミナーは「Cisco 
Webex」のシステムを使用して実施いたします。Webexの推奨環境は以下のホー
ムページをご確認ください（2021年2月現在の情報）。　　

　https://premiere-marketing.jp/products/webex/spec.html

◦弊社ホームページよりお申し込み後、開催当日までに「視聴用URL」をメールに
てお届けいたします。

◦お申し込み時にご申告いただいた個人情報は、弊社の個人情報保護方針に則って
適切に取り扱いさせていただくとともに、参加者名簿の作成に利用させていただ
くほか、共催・協力・講演・各登壇会社への参加者名簿の共有、セミナーに関す
る連絡、サービスのご案内をさせていただく場合がございます。

◦下記個人情報保護方針を必ずご確認ください。
　＜個人情報保護方針＞
　株式会社コーチ・エィ ：https://www.coacha.com/etc/privacy.html
　株式会社ボルテックス：https://www.vortex-net.com/policy/privacypolicy/
◦セミナー内容、講師、時間などは予告なく変更となる場合がございます。

■オンラインセミナーご視聴に関するご案内

お問い合わせ先
セミナー担当：向井・松村
電　話：03-6893-5311（直）
メール：info-seminar@vortex-net.com

経営塾
第 6回


