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会員増強運動について（特集）

【概　要】

会員増強純増法人数
全国第一位

会員増強特別最優秀賞
３年連続受賞

法人会活動を充実させるため、組織基盤の強化が最重要あることから、
全国の法人会会員数80万社への回復を目指し、全国440単位会で、

会員増強運動を展開しています。
【令和2年12月末（1月～12月）】

【全　国】
コロナ禍により、全国的には、会員増強運動が停滞し、会員総数は、年間で18,257社減少しています。
会員数のピークは、平成7年で、それ以後、長期に渡り会員減少に歯止めが掛かっていない状況です。

【当　会】
法人会員数　年間純増81社（令和2年12月末 法人会員4,810社）

平成26年度から7年連続法人会員数純増
（参考：平成25年12月法人会員数4,404社  7年間の純増累計406社）

当会の会員減少の底は、平成20年12月末法人会員数4,290社で、当時と比較すると520社の増加。
いまだ、会員の減少が長期間続いている全国と比較すると、当会は驚異的な復活を成し遂げています。

会長挨拶
　福山法人会が会員増強純増全国第一位・会員増強特別最優秀賞３年
連続受賞を出来ましたのは、役員・会員各位のご努力・また、関係方面
からの温かいお力添えを戴いた結果であります。
　私が副会長時の平成２３年に全国第一位となり１０年振りとなります。
１０年の短期間に同一法人会が２回、過去に類のない快挙で大変誇らし
い事です。
　今年は、当会が発祥となり、全国に先駆け、女性部会が主体となって実
施している「税に関する絵はがきコンクール」も２０年を迎え、先般、無事
各種行事を終えることが出来ました。当会において、二重の喜びです。
　伝統ある福山法人会に新たな歴史を刻むとともに、福山法人会の名を
全国に大きくPRすることが出来ました。
　今後は、当面の目標である会員数５,０００社を目指して、会員増強に取
組むとともに、全国に誇る新たな伝統を打ち立てて行くべく、努力してまい
る所存です。

公益社団法人 福山法人会
会長  内海　康仁

祝　辞
　このたび、公益社団法人 福山法人会におかれましては、会員増
強運動によって、会員純増数で全国一位になられたことに対して
心からお祝い申し上げます。
　昨年から流行している新型コロナウイルス感染症により、経済活
動が制限される中、福山法人会におかれましては、最大限の対策を
取られ、法人会活動を継続されております。
　会員増強運動につきましても、支部会等の開催をされるなど、
会員が一体となって取り組まれました事に対し、深く敬意を表し
ます。
　福山法人会の今後、益々のご発展並びに会員の皆様のご健勝と
ご繁栄を祈念しまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

福山税務署
署長  榊原　康之

会員増強運動御礼
　多くの役員方また関係者の多大なご協力により、会員増強活動
において特別最優秀賞ならびに純増日本一が達成出来ました
ことに、心から感謝申し上げます。
　また、福山法人会はこれで７年連続という長期にわたっても、
純増を継続しております。
　組織委員会は組織の充実、強化、会員交流の活性化のために
会員数の維持、拡大を事業の最重点課題としております。私達の
企業を取り巻く経済情勢は厳しさを増しておりますが、それでも
毎年会員増強出来ますことは、各支部長のご熱意と使命感の賜物
であると認識しております。私も引き続き先頭に立って、輪を広げて
まいる所存です。今後とも皆様方のご理解とご支援賜ります様、
お願い申し上げます。

公益社団法人 福山法人会
組織委員長  榊原　哲也

魅力ある法人会事業活動
正しい税知識を普及するために、研修会や税務当局との懇談会を開催しています。
公平な税制等の実現を目指し、「税に関する提言」を、国・地方自治体に行っています。

地域に密着した活動で、地域社会に貢献します。

号 外

　一社（人）でも多くの方が法人会へ参加することで、組織の活力を生み出す源になります。
ぜひ、ご入会ください。

令和3年　Vol.4会報
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会報

福山法人会へようこそ、新しい仲間をご紹介します。
令和2年会員増強月間（９月～１２月）にご入会された皆さんです。

法人会員

賛助会員

㈲アイプランニング

㈲明石設備

㈱ＡＣＴ

㈱アッパーヤード

㈲アトリエ・ピュア

㈲アトレ
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㈱アンフィニ広島 蔵王店
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㈱ウインツール

㈱ＷＡＫＥ 

内田商事㈱
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内山興業㈱

㈱Ａｉｒ Ｃｏｌｌｅｃｔ

エイシン機工㈱

㈱Ｈ・Ｓ

（同）笑顔の食卓

㈱エコラボ

㈱ＳＫＰ

税理士法人ＳＴパートナーズ

ｎ′ｔｅｃ．㈱
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㈱夢絆社中

㈲キャリッジ

㈱桐しま

㈱Ｇооｄ Ｐｉｎｅ

クラウド㈱

㈱グランエスト

㈱グローバル・シティ

㈱クロスエージェント

（同）クロスロード

㈱ＫＭガレージ

㈱KRC 福山支社

㈲コウエイ断熱

㈱広栄漬物

㈲弘栄電機

㈲鋼伸

㈲壷中

㈲小畠インコーポレーション

㈱コンフィアンサ

㈱ＴｈｉｒｄＢｒａｉｎ

㈱サイミョウ工業

㈲坂本ビル

㈲サクセスプランニング

サンエス企業年金基金

サンコー㈱ 福山営業所

サンシップ（協組）

山陽陸運㈱

三和店舗機器㈱

㈱シーエス

㈲シミズシャーリング

ショウエイ㈱

㈱昇馗

㈱真宇
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㈱真誠社

㈱スター

㈲スリーホープ

㈻誠信学園
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㈱ＳＯＬＡ
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ダイホーコンサルタント㈱

大陽日酸㈱中四国支社 福山支店

（宗）高諸神社

㈲タケグチ

タニモト企画㈱

㈲中央鈑金

中国昇降機サービス㈱ 福山営業所

㈱ちゅうせき 福山営業所
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ティンク㈱
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㈱天翔

㈱トウコウ建設
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㈱トムソーヤ
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㈱西福環境開発

㈱日繊
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㈱NEXT

Ｎｅｓｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（同）

㈱ハートフルライフ

㈲バイクプール

㈲ハウザー青汁親しみの会
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㈲ビィーティーティーアイ

美建工業㈱

ヒットゴルフ㈱

（特非）ひとまちスタジオ
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㈱ＦＡｉ製作所

㈱福山コープ

福山省力機械㈱

㈲フジイ産業

㈱藤翔建設

㈱藤章工業

㈲フジ メンテナンス

㈱フラワーサウンド

㈲フレスコ

㈱豊生

㈱ホームメンテサポート

㈲細川鉄筋工業

㈱ほたるの里

㈲マチナカ

マックワークス㈱

まつざき印刷㈱

㈱マツフク

㈱マルキ商店

三川運輸㈱

㈱三木工作

ミスミ化学㈱

㈱ＭＩＴＩＮＡＳ

㈱ミハラ店舗

宮地電検㈱

㈱宮本運輸

㈱未来スマイル

㈱向井アパレル

㈲むつてっせん

睦産業㈱

㈲村上特機

㈲ムラタ

㈱めだか

㈱ＭＯＴＯＲＳ

㈲森近銃砲火薬店

八広設備工業㈱

㈱ヤマウチ

㈲やまさきショップ

㈲山下鉄工

㈱山本工業

ユウカン産業㈱

㈱ヨコイ

㈱横島ファーム

㈲ラッセ

理研産業㈱ 福山営業所

㈱ロードアシスト

㈱ワークベルグ

㈲ワイズコム

池田　政幸

来山　和昭

髙伸商運㈱

㈱栄工業

㈱内藤運送

モトボックスクラブ
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会報

　今年の大河ドラマの主人公 渋沢栄一のロン
グセラーに『論語と算盤』があります。
　論語は、人の道、道徳、どう生きるべきかの教
えであり、算盤は、資本主義、企業経営、経済活動

をあらわしています。そして、この一見かけ離れ
たものをいかに一致させるかがいつの時代も急
務だと説いています。
　本会の理念もこの考え方に合致したものであ
ります。昨年来、難しい局面が続いていますが、
これを具現化するために様々な工夫をこらした
事業を展開しています。
　今後も、知恵を絞り、総力を結集して新しい
ミライに邁進しましょう！
　　　公益なくして　企業の継続なし
　　　公益なくして　企業の繁栄なし

公益活動（社会貢献）　担当副会長挨拶

　これは、コロナ渦の中、困窮している方に対し
て、法人会として救いの手を差し伸べることが
必要ではないかとの意見が会員から上がり、検

「フードたすけあいネット」とは

新型コロナウイルス感染症にかかわる失業、休業が広がる中で、日々の食事にも困窮される方が増

加しています。その方々の生活支援として、各家庭において、眠っている使いきれない食品を提供し

ていただき、必要としている方々にお渡しする活動です。

討委員会を立ち上げ、社会貢献活動としてふさ
わしい活動を行っている団体に寄付することと
し、理事会での承認を経て実施しました。

寄付活動

公益社団法人 福山法人会
副会長

柿原 博樹

感謝状 寄付受納式の様子

コロナ禍における生活困窮者生活支援事業の活動資金として100万円を寄付しました。

ふさわしい活動

▶去る3月1日、社会福祉法人 福山市社会福祉協議会へ寄付を行いました。

「フードたすけあいネット」
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令和３年　Vol.４

　女性部会が主体となって実施している「小学
校６年生を対象とした【税に関する絵はがきコ
ンクール】」の２０周年記念事業として、理事会

の承認を経て寄付を行いました。
　寄付金の使途は、「市内全小中学校の図書館整
備事業」で金額５０万円です。

▶去る3月19日、福山市教育委員会に寄付を行いました。

▶女性部会（社会福祉協議会への寄付）
　女性部会では、年間を通じて収集活動を行っ
ているリングプル･使用済み切手等について、
毎年３月に社会福祉協議会に寄付を行ってい
ます。
　本年度も、３月２３日に女性部会 前原部会
長・岩瀬副部会長が福山社会福祉協議会を訪れ、
親会・青年部会が開催した親善ゴルフ大会の
チャリティーと併せて、寄付をしました。

感謝状

寄付を持参した、女性部会 前原部会長と岩瀬副部会長

寄付受納式の様子

皆様へのお願い
　公益社団法人である当会は、地域社会貢献活動の一環として、福山市社会福祉協議会

の地域福祉活動に積極的に協力しております。特に現在、コロナ禍等により、先行き不透

明の中、活動財源についても経常的に不足が生じておられます。

　つきましては、会員（事業所、従業員）の皆様で本件趣旨に賛同・支援をいただけます方

は、同封しております専用振込用紙により、積極的なご支援をお願いいたします。

リングプル･使用済み切手等は、福山市社会福祉
協議会で売却し、車椅子の購入資金に充てられて
います。



新型コロナウイルス感染症のため、各種学習発表等が中止、
子どもたちのモチベーションが低下しています。

福山法人会では、社会貢献活動の一つとして、その代替策として、
地元FMふくやまさんの協力を得て、子どもたちにオンライン（放送）による発表の場を提供しています。

令和４年３月末まで、引き続き、月３校、年間３６校に発表の場を提供します。

　第1月曜  月曜♪きらリズム 10：35頃～
　第2火曜  子育て応援ラジオ「ママラジ」 12：40頃～
　第3火曜  GO!GO!Bびんご～ 8：30頃～

公益社団法人 福山法人会によるラジオ番組の提供

右記のQRコードからYouTubeでいつでも視聴できます。

令和３年度放送予定

過去放送分（令和２年度３月末まで）

※９月～１１月末の既掲載分の１３校を除く

放送局：FMふくやま

公益社団法人 福山法人会プレゼンツ

令和３年度も継続します（令和４年３月まで）

12月  1日㈫ 福山市立中条小学校

12月  7日㈪ 福山市立深津小学校

12月  8日㈫ 福山市立東小学校

12月15日㈫ 福山市立駅家西小学校

12月15日㈫ 福山市立引野小学校

12月29日㈫ 福山市立伊勢丘小学校

  1月  4日㈪ 福山市立千田小学校

  1月  5日㈫ 英数学館小学校

  1月11日㈪ 福山市立明王台小学校

  1月12日㈫ 福山市立鞆の浦学園（前期課程）

  1月19日㈫ ぎんがの郷小学校

  1月19日㈫ 福山市立旭小学校

  2月  1日㈪ 福山市立御幸小学校

  2月  2日㈫ 福山市立津之郷小学校

  2月  8日㈪ 福山市立常石小学校

  2月  9日㈫ 福山市立西小学校

  2月16日㈫ 福山市立川口小学校

  3月  1日㈪ 福山市立常金丸小学校

  3月  9日㈫ 福山市立遺芳丘小学校

  3月16日㈫ 福山市立千年小学校

放送時間

̶ 7 ̶

会報
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令和３年　Vol.４

　当会では、社会貢献活動の一つとして、福山市
租税教育推進協議会と連携、次代を担う子供た
ちに、税の重要性を正しく理解し、関心を持って
もらうことを目的とし、青年部会・女性部会の会
員が小学校を訪問し、さまざまな工夫を凝らし、

租税教室を開催しています。
　本年もコロナ禍の中、感染対策を十分に行い
ながら、６月から３月まで３６校において実施
しました。

租税教室の開催

令和２年１２月１６日

令和３年  １月１２日

令和３年  １月１５日

令和３年  １月１８日

令和３年  １月２７日

令和３年  ２月  ２日

令和３年  ２月  ３日

令和３年  ２月  ９日

令和３年  ２月１５日

令和３年  ２月１６日

令和２年１２月２１日

令和２年１２月２１日

青年部会

女性部会

占部　寛　・占部建設工業㈱
岡田　祥平・㈱エースシステムズ

※既掲載分を除く

黒田　治寿・黒田工業㈱
末永　貴久・フジキチ㈱

池上　和寿・㈲池上モータース

坂本　周作・㈱サンフーズ
北川　直喜・㈲北川工作所

大目　憲正・㈱大目商店
小島　健一・小島鉄筋工業㈲

緒方　重樹・㈱緒方塗装
門田　治己・㈲勉強堂

重政　延和・㈲重政石材店
北川　直喜・㈲北川工作所
猪原　一平・㈱ほけんのポム

荒木　栄作・SRホールディングス㈱
佐伯　誠　・㈲佐伯食品

福山市立中条小学校
（６年生１７名）

福山市立川口小学校
（６年生１１０名）

福山市立野々浜小学校
（６年生２０名）

福山市立大津野小学校
（６年生５８名）

福山市立赤坂小学校
（６年生４４名）

福山市立千田小学校
（６年生１１７名）

福山市立道上小学校
（６年生８０名）

福山市立御野小学校
（６年生５２名）

福山市立旭丘小学校
（６年生５５名）

小林　孝章・大福ホーム㈱
荒木　栄作・SRホールディングス㈱

福山市立日吉台小学校
（６年生６４名）

佐藤　清子・㈱サトウシステム
藤井　尚子・㈱フジイ大理石工業

福山市立霞小学校
（６年生４９名）

内海　由子・光和物産㈱
高田　恵美・㈱虎屋本舗

福山市立本郷小学校
（６年生１６名）

講師・会社名実施年月日小学校（対象児童）担　当

大目　憲正・㈱大目商店
木村　圭介・　木村歯科医院

（上段左から）
福山市立中条小学校（6年生１７名）
福山市立川口小学校（6年生１１０名）
福山市立赤坂小学校（6年生４４名）
（下段左から）
福山市立道上小学校（6年生80名）
福山市立旭丘小学校（6年生５５名）
福山市立本郷小学校（6年生１６名）

租税教室の様子
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健康宣言（青年部）

当会青年部会の宣言書 ジェネリック医薬品の利用促進のチラシ

健康経営講演会の実施

　全法連青連協では、租税教育活動、部会員増
強運動と並ぶ部会活動の３本目の柱とすべく、「財
政健全化のための健康経営プロジェクト」を立ち

上げ、「ジェネリック医薬品の利用促進」や「健康
経営宣言書の提出と宣言内容の実践」といった
具体的な活動を提案しております。

　令和３年１月２２日（金）一般社団法人 ヘルスケア
マネジメント協会代表理事 振本恵子氏を講師として、
こんな時代だからこそ「健康経営のすすめ」を演題と
した講演会を実施しました。

　健康経営プロジェクトの概要・健康経営とは？、健
康経営の成功ステップ、取り組みの評価と見直し等
について、分かり易く説明をいただき、今後の取り組
みについて、受講者一同新たに決意をしました。

　公益社団法人 福山法人会青年部会では、租税
教育活動、部会員増強運動と並ぶ部会活動の３本
目の柱とすべく、国の負債が次世代の子供たちに
先送りされることを防ぐための「財政健全化のため
の健康経営プロジェクト」を立ち上げました。「ジェ
ネリック医薬品の利用促進」や「健康経営宣言書
の提出と宣言内容の実践」といった具体的な活動
を行っております。

　２０４０年には１９０兆円にも達すると予測され
ている社会保障費の抑制と安定的な国の財源確
保に向け、次世代の子供たちの為にも取り組んで
いく社会的意義のある重要な活動であることを認
識しております。
　現在、青年部会会員を中心として、続 と々健康経
営宣言がなされ、宣言書の提出がされております。
是非、積極的な取り組みをお願いします。

財政健全化のための健康経営プロジェクト

http://www.zenkokuhojinkai.or.jp/seinenbukai/kenkou-keiei-project.html
（全法連HP→「青年部会」→「財政健全化のための健康経営プロジェクト」）

本プロジェクトの「報告書（本編）」「概要版」「図表集」は下記のアドレスよりご覧いただけます。

こんな時だからこそステイホーム電子申告・
電子納税を活用しましょう

　当会では、コロナ禍の中、確定申告期を迎え、
新型コロナウイルス感染症リスクから、会員企
業・役員・従業員の皆様を守るため、非接触型に
よる電子申告（e-TaxやeLTAX）・電子納税を積
極的に活用することとしています。
　１月初旬には、「電子申告・電子納税」手続き
をまとめた冊子「こんな時だからこそステイ
ホーム電子申告・電子納税を活用しましょう」
を当会で作成し、全会員企業に配付し、積極的
活用をお願いしました。
　また、そのためのアイテムである「マイナン
バーカード」につきましても、「マイナンバー
カードの積極的な取得と利活用の促進につい
て、福山市が行っている、企業や地域団体を訪
問しマイナンバーカードの申請受付を行う、
「福山市の出張申請受付」の活用をお願いし、多
くの会員企業が活用されたところです。引き続
き、積極的な利活用をお願いします。

申込方法（申請希望者が概ね10人以上です）
①実施希望日の１か月前までに「福山市出張申請受付方式によるマイナ
ンバーカード申請申込書」に必要事項を記入し、電子メール、郵送、FAX
のいずれかの方法で福山市役所市民課へ送ってください。

　 ※申込書等も、ＱＲコードからダウンロードできます。
　    https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp./soshiki/shimin/208420.html

②市から申込団体へ日程調整、必要
事項、実施の可否等の確認のため
連絡を行います。

「福山市の出張申請受付」の会場（株式会社サンエス様提供）

QRコード

「こんな時だからこそステイホーム電子申告・
電子納税を活用しましょう」の表紙

「福山市のマイナンバーカード出張申請受付」

令和3年　Vol.4会報
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公益社団法人 福山法人会

編集後記
　本事業年度は、新型コロナウイルス感染症対策のため、経済活動も停滞・後退し、当会の活動においても、一部行事の縮小・
中止を余儀なくされた1年間でした。
　今後につきましては、ワクチン等の接種による感染拡大の防止等、明るい兆しも見え始めたところです。
　私事ではありますが平成13年から務めさせていただきました、当会の理事を役員定年に達したことから、6月の総会に
おいて、退任することとなりました。10期20年間、皆様方のご協力により、理事（東南支部長）を無事務めることが
出来ました。
　今後は、一会員として、今後の当会の益々の発展を微力ながら、お手伝いをさせていただきます。

E-mail.fy-hojin@ninus.ocn.ne.jp

4月　8日（木）
4月12日（月）
4月27日（火）
5月26日（水）

6月　3日（木）

11月14日（日）

第44回青年部会定時総会（午後６時～）
第45回女性部会定時総会（午前11時～）
第１回理事会（午前11時～）
新設法人説明会（午前10時～）
決算法人説明会（午後１時30分～）
第10回通常総会（午後2時～）
特別講演会 講師：池上　彰氏（午後4時～）
ハロータックスフェスタ

福山ニューキャッスルホテル 
福山ニューキャッスルホテル 
福山ニューキャッスルホテル 
リーデンローズ 
リーデンローズ 
リーデンローズ 
リーデンローズ 
ポートプラザ日化ポートモール

日　　時 行　　事 開催場所

令和3年当面の行事予定表

通常総会及び特別講演会の開催案内

5月　7日（金）
6月25日（金）
9月16日（木）
10月　7日（木）
11月16日（火）
11月26日（金）

広島県法人会連合会青年の集い（午後4時30分～）
広島県法人会連合会第9回通常総会
中国法人会連合会第46回定期総会
法人会全国大会（岩手大会）
法人会全国女性フォーラム（新潟大会）
法人会全国青年の集い（佐賀大会）

広島市（ＡＮＡクラウンプラザホテル広島）
広島市（ＡＮＡクラウンプラザホテル広島）
広島市（リーガロイヤルホテル広島）
盛岡市民文化ホール
新潟市朱鷺メッセ
佐賀市文化会館

日　　時 行　　事 開催場所

※特別講演会は、会員以外の方も聴講できます。聴講料は、会員は無料、会員以外は、2千円です。

●当会行事

●全法連・県法連行事

令和３年4月1日現在

通常総会 第10回通常総会を予定しております。
総会案内は5月初旬に送付いたします。

特別講演会
第10回通常総会終了後に開催いたします。

令和3年6月3日（木） 午後2時～日　時

場　所 リーデンローズ（大ホール） 福山市松浜町二丁目1番10号

●午後４時～ 講師 池上　彰氏（ジャーナリスト）

̶ 13 ̶

会報

　女性部会では、サークル活動グループとして、
「ハワイフラダンスグループ」・「読書グループ」・
「グルメグループ」・「グランドゴルフ」・「ゴルフ
グループ」を設け、例年活発な活動を行っており
ます。
　しかし、本年度におきましては、新型コロナウ

イルス感染症予防のため、活動（特に屋内活動で
の密防止）が難しい１年間でした。
　今回は、屋外活動を中心として、年間を通じて
活動された「グランドゴルフ」から、活動状況に
ついて活動報告がありましたので紹介させてい
ただきます。

活動報告　女性部会

　青年部会では、コロナ禍による各種行事の中止
等により、会員相互の親睦と連絡協調を図る機会
が無くなっていることから、それを補うため、３月
１９日（金）、青年部会員３３名の参加により「親善
チャリティーゴルフ大会」を松永カントリークラ
ブで開催しました。
　当日の天候は、春日和、桜の開花の中、屋外で
の気持ち良い１日を和気あいあいと過ごすこと
で、大変親睦を深めることが出来ました。なお、当
日、集めましたチャリティーにつきましては、女

性部会に託し、３月２３日（火）福山市社会福祉協
議会に寄付させていただきました。

青年部会　「親善チャリティーゴルフ大会」を開催しました

「グランドゴルフ」
　年々、年を取らざるを得ないものですから、素直に受け取り、参加者が
減少気味ではありますが、９０ウン歳を筆頭に元気で賑やかに、あちらこ
ちらからホールインワンの歓声を聞きながらプレーに力が入ります。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で開催の中止連絡をす
ると、会員からは、溜息が出る程。
　月１度の集いで身体と頭の体操で楽しみ、食事を美味しくいただいて
３時間を有意義に過ごしております。

次回、皆様方の参加をお待ちしております。

令和3年　Vol.4会報

　公益社団法人 福山法人会は、去る２月２６日
（金）に福山ニューキャッスルホテルにおいて、
世界初の家庭用体脂肪計・体組成計を開発・販売
し、赤字状態だった会社をヘルスメーター売上
世界No１企業へと成長させた、株式会社タニタ
の前社長 谷田大輔氏を招いて時局講演会を開
催しました。当日は、新型コロナウイルス感染症
対策のため、当会では、初めての東京より、リ
モートでの講演会を実施しました。

　講演では赤字企業を世界No１企業に導いた経
営手法、高い注目を集めた「タニタの社員食堂」
を生み出した経営マインドをかみ砕き説明をさ
れました。
　また、世界の企業としての飛躍経過を時系列
で、理論と実体験に基づき講話されました。
会員一同熱心に聞き入ることが出来た大変有意
義な研修となりました。

谷田 大輔氏　時局講演会の開催
演題：「赤字中小企業が世界のトップへ」 ～体脂肪計の大ヒットを生み出したタニタの経営～
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