いつもお世話になっております。 社内回覧をお願いします。

サンエーニュース
第２９巻第３号 (通巻１７９号)

３月号
２０１７ 年 ３月 吉 日

桜 咲 く ！
[３月２１日、東京で開花宣言！！]
3 月 21 日(火)午前、気象庁から東京・靖国神社のソメイヨシノ
開花が発表されました。平年よりも 5 日早く、昨年と同日の開
花となりました。平年より早い開花は５年連続とのこと･･･。東京・
靖国神社では、連日の暖かさでつぼみの生長が進み、20 日
(月)には 3 輪開花しているのを確認。東京都心では、20 日夜〜
21 日早朝にかけて 12〜13℃を維持し、順調に開花を進めたよ
うです。さらに本日 21 日午前に 2 輪以上開花しており、東京
(靖国神社)の標本木の開花の定義「5、6 輪開花」にあてはまり、
発表となりました。秋田の予想は 4 月 17 日(月)でなんとなく、
ウキウキしますね…

★★今週の持ち回り★★

HyperZ タップキャンペーンが４月末まで延長！
３・４月限定キャンペーン
のお知らせ。主にＳＳ材や
炭素鋼を中心に適用できる
無処理タップ「Ｈｙｐｅｒ
Ｚ」シリーズのキャンペー
ンのお知らせです。今なら
３本お買い上げ頂くと、も
れなく下穴用ＳＧＥＳＳド
リルを１本を特別価格にて
提供します！お買い上げ頂
いた３本のうち、一番小さ
いサイズのタップ用であれ
ば、ドリルサイズはお客様
にお選び頂けます！
■特 長
・NACHI の技術を結集した、新しいジャンルの革新タップ誕生
・材料から熱処理、研削技術、表面処理まで、NACHI のもつ歯切
工具やブローチのシーズ技術を応用
・加工メカニズムと摩耗解析による最適設計で寿命バラツキの
少ない安定加工を実現
・低速～中速領域で高性能を発揮し、無処理タップの 2～3 倍
の寿命を達成、コーティングタップをも凌駕する長寿命

========================================
大企業景況感は３期連続プラスも東北景況感は４期ぶり悪化
１～３月期の景気予測調査～財務省・内閣府発表～

========================================
財務省と内閣府が１０日発表し
た２０１７年１～３月期の法人企業景
気予測調査によると、大企業全産
業の景況判断指数はプラス１．３と
なった。プラスは３四半期連続。足
元の円安進行が寄与した。中堅企
業全産業はマイナス０．１で、３四半
期ぶりのマイナス。中小企業全産
業はマイナス１１．３だった。４～６月
期は、大企業がマイナス１．１で、中
堅、中小企業もマイナスの見通し。
財務省は「トランプ米政権誕生に
よる経済への不透明感を警戒す
る声もある」と指摘した。１～３月期
の大企業の景況感は、製造業がプ
ラス１．１。生産用機械機具製造業で売り上げが増え、自動車関連製品な
どで受注環境が好転した。非製造業はプラス１．５。マンションなどの建設
需要が好調を持続している。
一方、同日に東北財務局が発表した東北の１～３月期の法人企業景気
予測調査によると、景況感が「上昇」と答えた企業の割合から「下降」の
割合を引いた景況判断指数（ＢＳＩ）は前期より１２．４ポイント悪化し、マイ
ナス１２．１となった。悪化は４期（１年）ぶり。不漁による原材料価格の高騰
や冬物用品の不振が響いた。業種別のＢＳＩは、製造業が１６．０ポイント低
下のマイナス１１．８。１７業種中１２業種で低下し、３期ぶりに悪化した。情報
通信機械は好調だったスマートフォン向け部品の生産が一服し２６．５ポ
イント低下のマイナス１１．８。食料品は水産加工がイカやサバの価格高騰
の影響を受け２３．６ポイント低下のマイナス３２．４となった。非製造業は１
０．９ポイント低下のマイナス１２．２で、３期ぶりの悪化。１２業種中８業種で
悪化した。卸売業は３７．５ポイント低下のマイナス３７．５で、水産卸で悪化
が目立った。小売業も年末に衣料品などが順調だった反動で９．５ポイン
ト低下のマイナス１２．３となった。建設は年度末の公共工事需要を取り込
み、２．８ポイント上昇の３．７だった。規模別は大企業（資本金１０億円以
上）が４．０ポイント低下のマイナス４．０、中堅企業（１億円以上１０億円未
満）が１４．０ポイント低下のマイナス１０．７、中小企業（１０００万円以上１億
円未満）は１４．５ポイント低下のマイナス１５．７。４～６月期の先行きは全産
業で９．６ポイント改善のマイナス２．５を見込む。東北財務局は「１年前と
比較するとマイナス幅は縮小した。新年度は売上高や経常利益が上向く
とみる企業は多く、悪化は長く続かないのではないか」と分析した。調査
時点は２月１５日。対象の８２６社のうち７７１社（９３．３％）が回答した。

詳しくは担当営業までお問い合わせ下さい

シリーズ・我が社のアクセスポイント

第１２３回

第 123 回は、(株)新ルーフ工業の社長・
佐藤新一さんをご紹介します。
1.勤務先：(株)新ルーフ工業
2.年齢：４１歳
3.好きな食べ物：カツ丼
4.気になること：会社の未来
担当コメント：とにかく頑張りやの社長
さんです。たまに大きい注文をいただ
けるので、とても助かっています。
今後ともよろしくお願いします。
※掲載させていただいた方には粗品をさしあげます

★２０１７年４月 イベント情報
4/5～7

Photonix２０１７ 第１７回光・レーザー技術展 他

東京ビッグサイト

4/8～9

第３９回東北どてらい市

夢メッセみやぎ

4/12～15

金属プレス加工技術展 2017 他

東京ビッグサイト

4/19～21

TECHNO-FRONTIER 2017

幕張メッセ

4/19～21

OPTICS & PHOTONICS
International Exhibition 2017

パシフィコ横浜

※念のため、主催者もしくは当社営業にご確認ください…

1 ページから続く

三栄機械器具、電力始めました
電力自由化に伴い、各社が電力事業を始めましたが、三栄機械器具で
もオノ・プロックス様と提携し、電力事業を始めました。その名も「あきた
電力」。電気というのは全ての方が使う資源であり、生活に欠かせない大
切な大切な資源とも言えます。現在、この県民の財産とも言える電気料
金が非常に残念ながら県外大手企業を通して、県外に流出し続けるとい
う切ない状況が続いております。そのためオノ・プロックス様が、秋田県内
の電力ブランドを一つでも立ち上げたいという思いで、2016 年 12 月小
売電気事業者としての登録を終え、「あきた電力」というブランドを立ち
上げました。その思いに賛同した当社でも３月からタイアップして事業を
スタートさせました。

中小企業投資促進税制が平成３０年度末まで２年延長に
中小企業投資促進税制は、機械装置等の対象設備を取得や
製作等をした場合に、取得価額の 30％の特別償却又は 7％の
税額控除(制限あり)が選択適用できるものです。また、生産性
の向上に資する設備を取得や製作等をした場合については、
(1)特別償却割合 30％を即時償却に、(2)個人事業主、資本金
3,000 万円以下法人について税額控除割合を 7％から 10％に、
(3)資本金 3,000 万円超 1 億円以下法人に 7％の税額控除を
適用することとした上乗せ措置がご利用できます。今回、対象
設備等について一部見直しが行われ（上乗せ措置を改組し、中
小企業経営強化税制を創設、器具備品を縮減）、適用期限が２
年間延長されました。この機会に是非ご利用ください。

１.電力事業とは「発電」「売電」「送配電」の 3 事業
「電力事業」と一言で言っても、実は、「発電事業」「売電事業」「送配電
事業」に分かれており、このうち「発電事業」にはこれまでも様々な企業が
参入していましたが、「売電事業」と「送配電事業」は、東北では一般送配
電事業者である東北電力様のみが可能な事業でした。
２.「電力自由化」とは「売電事業」の自由化
2016 年 4 月の「電力自由化」により、「売電事業」が自由化され、新規
参入企業が料金やサービスを自由に決められるようになりました。一方
で、「送配電事業」は東北エリアでは一部の地域を除き、引き続き一般送
配電事業者である東北電力様が行います。
３.電気の品質や安全性に変化は一切なし
「送配電事業」はこれまで同様、一般送配電事業者である東北電力様
が行いますので、どこから電気を買っても、これまでと同じ電気を使用で
きます。そのため、電気の品質が悪くなったり、停電が増えたり、停電した
時の復旧が遅れたりすることは一切ありません。
４.切り替えは簡単な書類だけ
あきた電力への切り替えは簡単な書類をご記入いただくだけ。新たな
設備も原則として必要ありませんし、工事費用や手数料なども一切あり
ません（ごくまれなケースとして、スマートメーター交換時に電線等の劣化
が発見され、保安のための改善工事が求められる場合があります）。
５.電気は選べる時代へ。まずはお見積りから
これまでと同じ電気をあなたに合った料金プランへ、電気は選べる時
代になりました。まずはお気軽にお問い合わせ、お見積り依頼をいただき、
シミュレーションしてみてください。

家庭用から高圧まで幅広く対応しておりますので
事業所のみならず、社員様個人の住宅でも対応いたします！
お問い合わせは 担当営業までお気軽にどうぞ

［ゴルフ同好会のご案内］ バーディー会

オープン参加のご案内！
健康と美容のために
当社が事務局をしているゴルフ同好会があります。
オープン参加しませんか？
◎開催日時(毎月第１日曜日)
４月２日 ＡＭ８：３０ 1 組目スタート
５月７日 ＡＭ８：３０ 1 組目スタート
６月４日 ＡＭ８：３０ 1 組目スタート
７月２日 ＡＭ８：３０ 1 組目スタート
８月６日 ＡＭ８：３０ 1 組目スタート
９月３日 ＡＭ８：３０ 1 組目スタート
１０月８日 ＡＭ８：３０ 1 組目スタート
１１月５日 ＡＭ８：３０ 1 組目スタート
※いずれも９組押さえてあります。満員になりましたら
お断りする場合もございます。お早めの申し込みを・・・・
◎場所 秋田カントリークラブ １８ホール
◎料金 メンバー：メンバーフィ、 ビジター：１２，８００円
※受付は事務局 018-862-3105 佐藤まで･･

お問い合わせは 担当営業までお気軽にどうぞ

ロシア「空飛ぶバイク」完成間近か
ロシアのドローンメーカーHoversurf が 2017 年 2 月に 1 人乗りの
ホバーバイク「Scorpion 3」の試作品を開発。いわゆる「空飛ぶバイ
ク」のようだが、地上は走らない。人が乗車した「空飛ぶバイク」は世
界初と報じられている。同社が開発しているドローンのプラットフォー
ムをベースに制作されている。YouTube でもモスクワでの室内での
飛行試験の動画を公開、既に 170 万回再生されている。プレオーダ
ーも受け付けているが、具体的な商用時期は明らかにしていない。費
用は 15 万ドル（約 1500 万円）と報じられている。屋外での飛行も試
みたが、風が強いと危険なので室内での飛行とのこと。動画を見てい
る限りでは、まだ商用で飛行するには早そうだ。さらに各国で規制の
問題もあるだろうから、購入できたとしてもどこでもすぐに飛行でき
るとは限らないだろう。同社によると「空飛ぶバイク」はまずはスポー
ツ用として開発しているようで、将来的には移動手段として活用した
いとのこと。また時速 50km で、最大 10m まで浮上できるが、安全の
ためにスピードと飛行高度はソフトウェアによってコントロールされて
いる。Hoversurf は 2016 年 6 月にも「空飛ぶバイク」のプロトタイプ
飛行を屋外で実施した動画を公開している。この時は地上から数十
センチ上がっただけだった。今回の「Scorpion 3」はそれに比べるとか
なり進化し、高く飛行していることがわかる。
(2017/3/12 Yahoo!ニュース 佐藤仁)

編 集 後 記
羽後町の武田さんから、こちらもかなりの早さで雪解けが進ん
でいるとのこと･･･しかし、また週末に天気予報で雪マークが出
ていて三寒四温です。とお知らせがありました。本当にそんな
感じですね。そして、春がきます…
どんなことでも結構です。ご一報ください｡粗品をさしあげます。

サンエーニュース
〒010-0065 秋田県秋田市茨島２丁目９-３５
TEL 018-862-3105 FAX 018-863-0924
企画部 佐々木隆貴
ホームページ http://www.saneikikai.co.jp/
E-mail info@saneikikai.co.jp2

