
謹 賀 新 年

【第２７回　企業情報ネットワーク卓話会】

県内企業の現在（いま）を一挙公開！
■ 主　　催／㈱企業情報ネットワーク
■ 開催日時／２０１７年１０月６日（金）　＜１７：００開場、１７：３０開演～２０：００閉会＞
■ 会　　場／くまもと県民交流館パレア　９階・第１会議室　（熊本市中央区手取本町８－９）
■ 出席者数／約１１０人
■ 講座内容／①主催者代表挨拶　　吉田宗治・㈱企業情報ネットワーク代表取締役社長－１０分－

②第１部　
　Ｐａｒｔ１　演題　『鹿児島市内の再開発事業から学ぶこと』　―３０分－
　　　　　　　　　　担当：佐土原親憲・鹿児島支店長
　Ｐａｒｔ２　演題　『グループ補助金に見る復興の現況と課題』　―３０分－
　　　　　　　　　　担当：吉田浩希・副社長
③第２部
　Ｐａｒｔ１　演題　『県内チェック企業リストアップ』　―３０分－
　　　　　　　　　　担当：岡村秀平・調査部次長
　Ｐａｒｔ２　演題　『注目企業の現状を探る』　―３５分－
　　　　　　　　　　担当：山下雄一郎・情報部部長
　〔司会：立中文雄・㈱企業情報ネットワーク執行役員常務〕　

くまもと県民交流館パレアで開催した第２７回卓話会

開会の挨拶をする吉田宗治・代表取締役社長
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　弊社は１０月６日、毎年恒例の「企業情報ネットワーク卓話会」

を開催した。熊本地震の影響により、昨年まで会場としていた

熊本県立劇場が補修工事で使用できず、今回初めて、熊本市中

央区手取本町のくまもと県民交流館パレアを会場に開催するこ

ととなった。

　弊社では、会員各位からの企業情報の照会にお応えするとと

もに、週報のＥＩＳ特報などを通して企業情報を提供している。

当卓話会は、取材過程での当該企業とのやり取りや誌面には書

けない極秘情報など、取材現場で得た生の情報を会員に直接お

伝えするもので、今年で２７回目。当日は、企業経営者を中心

に県内外から約１１０人の参加者を迎えた。

　熊本地震から１年半が経過し、復興に向けた動きが各所で見

られるようになった。今

回の卓話会では、弊社が

支店を設置している鹿児

島市内における再開発事

業の状況と、熊本地震グ

ループ補助金の申請状況

などについて第１部で説

明。第２部では、経営動向が注目されている県内企業の与信情

報の提供を企画した。来場者は、会場で出席の手続きを済ませ

た後、食事をとりながら出席者同士で挨拶を交わし、歓談しな

がら開会を待った。

　開演に先駆け、司会進行役を務める弊社の立中文雄執行役員

司会進行役の立中文雄・執行役員常務
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常務が挨拶に立ち、「定刻になりましたので、第２７回企業情

報ネットワーク卓話会を開催します」と開会を宣言した。初会

場となるパレアの休憩フロアの案内など会場説明を行ったあ

と、「携帯電話をマナーモードにしていただくとともに、録音

はご遠慮いただきますようお願いします」などと注意事項を説

明。卓話会の講演内容とタイムスケジュールを告知し、弊社の

吉田宗治代表取締役社長を紹介した。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

　主催者代表挨拶のため登壇した吉田社長は、冒頭で「皆さん

こんばんは。本日はお忙しい中、当卓話会にご出席いただき本

当にありがとうございます」と謝意を示した。続けて、昨年発

生した熊本地震に触れ、「熊本を２度襲った未曾有の大地震か

ら、今日で１年６カ月が経過しようとしている。今では、建物

なども解体が進み、更地がかなり多く見受けられるようになっ

た。建設業者をはじめ、ディスカウントショップやスーパー、

ホテルなど、震災からの復興特需は幅広く波及している」とし

ながらも、「復興の進み具合はまだまだ道半ば」とひとこと。

今年の各社の決算状況に関し、「地震の影響は大きく、損壊し

た社屋の修繕や解体、また休業などの影響を受け、減収・赤字

の企業がかなり多い」と県内企業の経営状況を報告した。県内

の景気については、「地震後に行政や金融機関が連携し企業支

援に力を入れており、低金利での融資や返済要件の変更など、
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柔軟に対応している」とし、「震災特需の効果もあり倒産は激

減している」と続けた。

　さらに、開演前に配付した各種資料の参照を促しながら、県

内企業の破綻状況についても解説。今年１月から６月までの上

半期で、県内企業の破綻件数が２１件（破産１７件・不渡り４

件）、負債総額は４２億５，３９５万８，０００円だったこと。

さらに、負債１億円以上の破綻が８件、そのうち３億円以上が

６件だったことを報告した。また、昨年上半期との比較では、

件数が７件減り、負債総額は、昨年負債額７１億円の大型破綻

があった反動で、前期比で５４億１，６７２万２，０００円減少

したことを報告した。

　下半期の動向については、７月が破綻件数５件、負債総額約

３億２，９００万円。８月度は破産件数ゼロ、９月についても

倒産は２件ほどにとどまっている（卓話会開催時点）。今後の

動向予測に関して、吉田社長は「金融支援の効果や復興需要が

引き続き見込まれている。９月期は数件の破綻が発生している

が、倒産件数は総じて減少傾向だ。県内の景気は回復基調にあ

ると思われるため、経営破綻の急増の可能性は低いのでは」と

の見解を示した。　

　しかし、喫緊の課題として、「特に建設関連業界を中心に、

人手不足が非常に深刻化している」と問題点を指摘。続けて「経

営者の高齢化や後継者問題、さらに、震災で大きな被害を受け

た企業の経営意欲の減衰などを背景に、廃業や企業の解散は今

後増えていくと推測される」と付け加えた。
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　「震災特需の効果がいつまで続くかがキーポイント」と吉田

社長。「これから２～３年、つまり２０２０年の東京五輪頃ま

ではこうした状態が続くと予測されている」としながらも、「近

い将来、必ずそのリバウンドが出てくる」とも。東日本大震災

発生後の東北地方を中心とした企業の経営状況を踏まえ、「グ

ループ補助金を受けた後に倒産する企業も出てきている。熊本

でも同様の傾向が出てくるのでは」との懸念を表明した。

　今後の見通しとして、「借入返済の負担や人材難、資材費の

高騰など、経営環境は楽観視できない状況だ」とし、続けて「業

績がいい会社と厳しい企業との差が鮮明になり、二極化が進む

時代になるのでは」と吉田社長。「復興需要はあるものの、業

績改善が遅れている企業も少なくない。将来に向け、事業計画

を今、見直す時期だ」などと語った。最後に、「本日ご来場い

ただいた方の中には、熊本地震で被災された方も多いと思いま

す。一日も早い復興を心から願っています」と語り、主催者と

しての代表挨拶を締め括った。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

■第１部　Ｐａｒｔ１　

　演題『鹿児島市内の再開発事業から学ぶこと』　―３０分―

〔担当：佐土原親憲・鹿児島支店長〕

　立中常務の紹介を受け、弊社・鹿児島支店の佐土原親憲支
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店長が登壇した。講演の演

題は『鹿児島市内の再開

発事業から学ぶこと』。熊

本での講演は初めてとなる

佐土原支店長は、講演の冒

頭で、現職に至るまでの自

らの歩みを含め自己紹介

をした後、「鹿児島支店は

１９９２（平成４）年に開設し、これまで２５年間にわたり鹿

児島県内の企業情報を蓄積してきました」と話し、支店開設以

降の調査活動の概要や鹿児島県内における景気動向を概説し

た。熊本市内では、花畑地区やＪＲ熊本駅周辺エリアでの再開

発事業が進められている。佐土原支店長は、「熊本駅から鹿児

島中央駅まで新幹線で約４０分。距離感は非常に近くなってい

ます」と前置きし、熊本における再開発事業を引き合いに出し

ながら、鹿児島における開発プロジェクトを紹介する本題に

入った。

　鹿児島市中心部における都市開発プロジェクトについては、

地場大手企業とゼネコンなどが共同事業体を組み、２２２億

円をかけ開発が進んでいる鹿児島中央駅東口の「中央町１９◦

２０番街区」事業の概要を説明。約４，４００㎡の敷地に地上

２４階、地下１階、高さ１００ｍの商業・業務施設や２１０戸

の共同住宅の建設が進行しており、２０２０年１０月に竣工予

定という。総事業費５００億円で、２０２０年６月の竣工を目

佐土原親憲・鹿児島支店長
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指す「キ・ラ・メ・キテラス」事業（交通局跡地開発）は、約

２万４，５００㎡の敷地に病院やスポーツクラブ、温泉施設、

マンション、ホテルなどからなる都市機能集約型複合施設を建

設中。さらに、「千日町１・４番街区」（天文館タカプラ）事業

では、同街区の再開発準備組合が事業主体となり、約６，０００㎡

の敷地に商業店舗やオフィス、ホテルが入る地上１５階建て（高

さ５０ｍ）の大型物件が建設されており、２０２０年秋の竣工

を目指しているという。佐土原支店長はこれらの開発事業につ

いて、事前に配付した地図や物件概要の資料を示しながら紹介

し、各プロジェクトの事業概要を詳細にわたり説明した。

　一方で佐土原支店長は、国勢調査などの資料を基に、

２０１０年（人口１億２，８０６万人）とその５０年後の

２０６０年（人口予想８，６７４万人）を比較し、「１５歳から

６４歳の生産年齢人口割合が６３．８％から５０．９％に減少

し、逆に高齢化率は２３．０％から３９．９％に高まると予想さ

れている。全国的に人口減少と高齢化の進行はこれからも続く

だろう」との見通しを説明。２０１４年における九州各県の県

民所得の減少率なども示しながら、「購買力や生産力の低下が

懸念されている」と語った。さらに、鹿児島銀行と肥後銀行の

経営統合を例に挙げ、「自らの生き残りだけでなく、地域企業

のサポートが使命」とひとこと。「１５０年前の西南戦争では、

鹿児島と熊本は賊軍と官軍として戦った仇敵だが、互いに手を

取り合い、肥薩連合で地方から新たな動きを発信できれば」と

の思いを吐露。「これからは地方の時代。鹿児島と熊本が活性
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化し、南九州地区の核として新しい時代を築いていけたらと

願っています」と語り、熊本での初めての講演を終えた。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

■第１部　Ｐａｒｔ２

　演題『グループ補助金に見る復興の現況と課題』　―３０分―

〔担当：吉田浩希・副社長〕

　佐土原支店長の講演に続き、卓話会第１部、２番手の講師と

して、弊社の吉田浩希副社長が登壇。　『グループ補助金に見

る復興の現況と課題』を演題に掲げ、演壇に立った吉田副社長

は「３０分と短い時間では

ありますが、最後までよろ

しくお願い致します」と冒

頭で挨拶。熊本地震におけ

るグループ補助金の概要

報告に移った。

　吉田副社長はグループ

補助金について、熊本県

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業に応募し、認定を

受けた事業者のグループに対して交付される補助金であること

を説明。「これは、被災した中小企業などの施設・設備の復旧・

整備を支援するための制度であり、国と県が連携して補助を

吉田浩希・副社長
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行っているもの」とし、「事業費の７５％のうち、国が５０％、

県が２５％を上限に、熊本地震で被災した中小企業の施設・設

備の復旧・整備を支援するため、経費の一部を補助するもの。

この補助金の交付を受けるためには、事前に複数の中小企業者

などで構成するグループが策定する復興事業計画を県に対して

申請し、その認定を受ける必要がある」と説明した。

　復興事業計画については、熊本地震で被災した中小企業など

のグループが、産業活力の復活や被災地域の復興、コミュニ

ティーの再生、雇用維持などの目的のためにグループで行う共

同事業を指す旨を説明。共同事業の例として、人材の育成や

ＢＣＰ（事業継続計画）、ホームページの作成などを列挙した。

　また、グループ機能については、①サプライチェーン型、②

経済・雇用効果型、③地域の基幹産業集積型、④観光サービス

集積型、⑤商店街型、の５つを挙げ、「今回の補助金申請では、

地域の基幹産業集積型のグループ申請が圧倒的に多くなってい

る」と状況を説明した。

　補助対象事業者の要件に関しては、「まずは中小企業者。次

に中堅企業及びみなし中堅企業、さらに、みなし大企業のうち

親会社からの支援を受けることができない事業者など」とし、

補助対象経費の範囲については、「熊本地震で損傷し継続使用

が困難となった施設・設備の復旧に要する資材費、設備費、工

事費などで、復興事業計画に基づき事業を行うために必要不可

欠な経費が対象となっている」と語った。

　さらに、「補助金の上限は 1事業者１５億円で、下限はない」
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と説明。施設や設備の規模が地震前のものから変わる場合につ

いては、「地震前よりも規模が縮小されることは可能だが、拡

大されることは不可となっている」とし、「同等かそれ以下、

規模縮小であることが要件」と話した。

　グループ認定から補助金交付までの流れに関しては、グルー

プ組成から復興事業計画の認定申請書作成、認定通知取得後の

事業者ごとの交付申請書提出などといった一連の工程を、パ

ワーポイントで図表を示しながら解説。「工事代金の支払完了

後に実績報告書を提出する。交付確定通知が出た後に補助金請

求書を提出し、ようやく補助金が交付されるという流れになっ

ている」と解説した。

　グループ補助金の募集は、第一次（２０１６年６月２０日～

８月２６日）から第四次（２０１７年９月１日～９月２９日）

まで期間を分けて行われており、復興事業計画の認定について

は、第三次公募分までの集計で、認定グループが４８７グループ、

構成者数が８，６６１者となっているという。さらに、復興事

業計画の認定業者の交付決定状況については、９月２９日まで

スクリーンを使い、グループ補助金の概要を説明
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で、交付決定事業者数が累計２，８８１者、交付決定総額が累

計７１６億２，０００万円。８月末時点で認定を受けたグループ

のうち、補助金の交付申請が予定されている事業者は４，９１８者、

実際に交付申請を済ませたのは３，６７２者で、「交付申請を済

ませていない事業者が、この時点で約２５％ある」と報告。そ

の理由として、「工事業者の不足で申請が遅れていたり、手続

きが煩雑なために途中で申請をあきらめている会社もあるよう

だ」と現状を報告した。

　熊本地震では、２０１６年度、２０１７年度にわたり第四次

申請までで終了と発表されているが、「工事業者不足などを理

由に手続きができていない業者がいるのも事実」と吉田副社長。

このことを踏まえ、「さらに期間が延長される可能性もあるが、

延長される場合は来年の１月か２月頃に発表されるのでは」と

の見通しを示した。

　東日本大震災時のグループ補助金の問題点について、吉田副

社長は「復旧後に売上が確保できずに破綻した例も数多くある」

と指摘。その具体例として、岩手県内の補助金利用業者である

水産加工業者が破産手続き開始決定を受けた事例を紹介。「グ

ループ補助金を活用し復旧投資を積極的に行ったものの、設備

規模に見合う売上確保を急いだ結果、薄利多売の赤字体質に

陥ってしまった」と倒産の背景に言及。「身の丈を超えた投資

に伴う破綻が後を絶たない」と状況を報告し、警鐘を鳴らした。

熊本の補助金申請企業の実例紹介では、地場企業２社について

報告。社名やその事業内容を紹介した上で、補助金申請の対象
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物件や被害総額、交付決定額など詳細にわたり説明した。さら

に、「地震をきっかけに、自社の在り方やシステムを見直すい

い機会になった。今回の被災を前向きにとらえ、今後も自社の

発展の可能性を模索したい」との当該企業代表者のコメントな

ども添えて報告。「震災をチャンスと捉え前に進んでいくこと

で、本当の復興が果たされるのでは」との私見を述べた。

　グループ補助金を申請した事業者への取材を通し、「これら

の事業所を見てみると、永続的に事業を続けていくという覚悟

や旺盛な事業意欲を強く感じた。一概には言えないが、これら

の企業は将来的にも経営が安定していくところが多いと思う」

と吉田副社長。「復興特需後も会社を軌道に乗せ続けるのは、

やはり経営者の覚悟次第であると強く感じた」とし、続けて「経

営者が覚悟を決め、今回の被災を前向きに捉え、社員とも考え

を共有し必死に取り組んでいくことが肝要だ」と語った。さら

に、「２、３年後には復興特需が終わり、景気が停滞するので

はないかとも言われており、金融機関の融資審査などもかなり

厳しくなってくると思われる」と前置きした上で、「ここで企

業の真価が問われる。この機会にこそ、先を見据えた経営計画、

成長戦略を作ることが重要」と総括。「その見極めも含め、弊

社の情報を活用していただきたい」と語り、第１部の講演を締

め括った。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
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■第２部　Ｐａｒｔ１

　演題『県内チェック企業リストアップ』　―３０分―

〔担当：岡村秀平・調査部次長〕

　約１０分間の休憩をはさみ、６時５０分に第２部へ。開演の

冒頭、司会の立中常務が「定

刻になりましたので後半に

入ります。『県内チェック

企業リストアップ』と題し、

弊社調査部の岡村秀平次長

がご報告します」と話し、

岡村次長に登壇を促した。

　立中常務の紹介を受け壇上に上がった岡村次長は、「本日は

お忙しい中卓話会にご参加いただき誠にありがとうございま

す」と謝辞。熊本地震の発生から１年６カ月が経過した現状に

ついて、「道路や橋梁などインフラの復旧工事や復興事業が徐々

に進展を見せ始めた。土木や建築などの建設業者においては、

需要の高まりで仕事量が増えており、儲かっている企業もある

ようだ」と語った。しかしその一方で、人手不足や材料費・人

件費の高騰などの新たな問題については「下請けや孫請け、ひ

孫請けは利益が出ていないとの声があるのも事実」と岡村次長。

開演前に配付した資料について、「本日紹介する３２社の所在

地や設立年月などを事前に書き込んでいますので、社名をご記

入の上、ご活用ください」と話し、チェック企業の説明に入った。岡村秀平・調査部次長
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　講演では、当該企業の資本金や直近決算の年商、利益など現

在の経営状況を示す指標を掲示した上で、個別具体例の紹介へ。

　約４年前、銀行支援の下で手形での支払いをやめた熊本市の

電気・管工事業者に関しては、「借入が増え、金利負担が収益

を圧迫している」と報告。「前期は地震による被災関連特別損

失で約１億３，５００万円の赤字となっているが、これは一過

性のよう。借入も徐々に減っている」としながらも、「最近で

は人材不足が深刻化しており、管理体制を問題視する声もある」

と指摘。「これが新たな噂となり、業界関係筋の間で注目度が

高まっている」と語った。

　住宅建築工事を手掛ける玉名郡の建築会社に関しては、近年

の業績推移を報告。「売上が上がらず採算割れが続いている。

債務超過の厳しい財務状況にある上、今年８月には公的金融機関

から所有不動産が差し押さえられ、経営状況はかなり厳しい」と

話した。さらに、上益城郡の土木建築業者についても、「過去に

親族企業が破綻したことで、保証被りや大口焦げ付きが発生し、

資金面に関する問い合わせが多い」とし、「現在では業界環境が

改善しつつあり、若干の落ち着きを取り戻しているようだが、依

然として問い合わせは多く、まだまだ信頼回復には至っていない

のが実情だ」などと話し、今後の動向を注視するよう促した。

　熊本市内で焼き肉の人気店を経営する事業者については、「業

務提携先の経営破綻に起因する同社への照会が増えている」と

し、過去の脱税や使途不明金発生の噂を裏付けるべく、取材内

容をつぶさに報告した。同じく熊本市内で飲食店を経営する業

－ 14－



謹 賀 新 年

者に関しては、「来店者の回転率や、同業他社との差別化が課題」

などと語り、今後の問題点を提示した。

　今年に入り労働基準監督署から時間外労働を指摘され、未払

い分の残業代を従業員に支払った天草市の水産加工業者に対し

ては、「コンプライアンスの体制構築が急務だ」とひとこと。

多額の不良債権発生など回収面で苦戦を強いられている熊本市

の広告代理店に関しては、「東京方面に進出するなど業績回復

に腐心しているが、未だに業績回復には至っていない」などと

語り、「今後の動向が非常に注目される」との認識を示した。

　岡村次長は、昨年末から建物明け渡し請求訴訟を起こされて

いる熊本市の輸入家具販売業者、相続問題に揺れる荒尾市の不

動産業・建築工事業者など、絶えない噂や問い合わせが頻発し

ているチェック企業を紹介。オーナー交代により業績面で不安

材料を抱える熊本市のホテル、過年度より支払面での問い合わ

せが多く、決算書の信ぴょう性が問われている下益城郡の土木

工事業者、設備投資に対する借入負担が重くのしかかっている

熊本市の精茶・加工販売会社、さらには、県外資本との競合で

苦戦し、合理化を進めながら業績回復を模索する地場スポーツ

用品販売会社など、照会多発企業の情報を網羅。「業績回復や

信用を取り戻すには、まだまだ時間がかかりそうだ」などと話

し、今後取引する上での注意を喚起した。

　一方で、天草市の養殖業者に対しては、「誰もが知っている

老舗企業。以前は無借金経営の優良企業だった」とし、相次ぐ

自然災害や消費の低迷などで売り上げが低迷する現状の中で、
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「今後はお客さまファーストの精神でイメージ回復を願いたい」

と、古豪復活に期待を寄せる場面もあった。

　この講演で岡村次長は、全県下にまたがり、建設業者を中心

に飲食店やホテル、不動産業者、小売業者、医療・福祉事業者

など多岐にわたる業種を対象に、当該企業の経営動向を紹介。

噂が流れる背景やその要因を究明し、私見を交え、今後の動向

予測などを補足説明した。

　最後に岡村次長は「今回は３２社をご紹介しました。気にな

る会社がある場合には、後日お問い合わせください。ご静聴あ

りがとうございました」とお礼を述べ、講演を締め括った。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

■第２部　Ｐａｒｔ２

　演題『注目企業の現状を探る』　―３５分―

〔担当：山下雄一郎・情報部部長〕

　岡村次長の講演に続き、情報部の山下雄一郎部長が壇上に上

がった。山下部長はまず、

合志市で計画されている

開発プロジェクトについ

て、「来年３月にオープ

ン予定ということだが、

工事の遅れが顕在化して

いる」と報告。「事業主 山下雄一郎・情報部部長
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体に対する資金面での問い合わせが散発している」とし、「こ

の事業が本当に実現するのか、疑心暗鬼の声が一部から聞こえ

てくる」と紹介、「今後どのような資金運営をし、どういう会

社がこのプロジェクトに参画するのか、目が離せない」との現

状認識を示した。

　熊本市で病院を経営する医療法人に関しては、「震災の影響

もあり、直近決算で当期損失が２億６，２００万円。資産売却

などは行ったものの、債務超過が１２億４，５００万円となり、

借入金は５７億８，０００万円まで膨らんでいる」と報告。八

代市の砂利・砕石販売業者の説明では、本社工場が稼働停止状

態にある現状を説明。「金融機関に対する借入金の返済が経営

を圧迫している」とし、先行きへの不安材料を列挙。経営動向

を注視するよう訴えた上で、今後の取引への注意を喚起した。

　このほか、今年５月の作業員死亡事故で指名停止処分を受け

た天草市の老舗土木工事業者、また、熊本地震により多額の災

害特別損失を出した阿蘇郡の建築・土木会社や、市況低迷に伴

い経営が悪化、事業閉鎖に追い込まれた玉名郡の燃料販売会社

などの経営状況を詳説。熊本市の遊技場経営業者に関しては、

漸減するグループ売上高の推移などを説明した後、メーンバン

クの対応を受けられず、加えて法規制の影響下で苦戦を強いら

れている現状を話し、今後の動向への懸念を表明した。

　山下部長は、照会が多発している企業の実態を明らかにすべ

く、取材を敢行。当該企業や関連業者、取引金融機関など、多

方面での情報収集を行い、その実態解明に注力し実像を浮き彫
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りにした。講演を終え、「時間の制約もあり、駆け足で注目企

業の現状をご紹介しました。経営状態が悪い会社だけでなく、

中には頑張ってほしい会社も数多くあります」と山下部長。「当

社は、噂の真相を解明する調査も積極的に手掛けています。

ご来場の皆さまの情報パートナーとして、何か疑問に感じるこ

とがあればいつでもお問い合わせください」と語り、大きな拍

手を受けながら降壇した。

　今回司会進行を務めた立中常務は、「以上をもちまして本日

の講演を終了させていただきます。週末にも関わらず多数ご出

席いただき、本当にありがとうございました」と謝辞を述べ、

第２７回企業情報ネットワーク卓話会は幕を下ろした。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

　１０月６日に開催したネットワーク卓話会には、県内外から配付資料に目を通しながら、真剣な面持ちで講演に聞き入る出席者
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多数のご臨席を賜り、誠にありがとうございました。今回は会

場の都合上、事前の参加申し込みを先着１１０人にて締め切ら

せていただきましたことを、まずはお詫び申し上げます。

　１９８９（平成元）年１０月の会社創立以来、弊社は“経営

の情報パートナー”を標榜し、その実現に努めて参りました。

今回、第２７回卓話会を開催できたのも、弊社事業に対する皆

さまのご理解とご協力の賜物と、心より感謝致しております。

　これからも、企業情報の調査・収集活動に真摯に取り組み、

正確かつ迅速な情報提供の遂行に鋭意取り組んでいく所存で

す。また、皆さまのお取引先管理や与信情報収集のお役に立つ

ことを切に願いながら、日々の活動に邁進して参ります。今後

も、変わらぬご指導をいただきますようお願い申し上げますと

ともに、皆さまのますますのご隆盛を祈念致しております。こ

のたびは、お忙しい中当卓話会にご出席を賜り、本当にありが

とうございました。役員・社員一同、心より厚く御礼申し上げ

ます。

県内外からご出席をいただき、
誠にありがとうございました　

次回の卓話会でも、皆さまのご来場を
心よりお待ちしております
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