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加西工業団地に２工場を新設し

伊東電機
株式会社

国内の製造拠点を増強

元気企業
訪問

4

平成 年３月 日発行

明日へ飛躍する企業をサポート ひょうご産業活性化センター通信

活性化センター・カレンダー
支援ネットのひろば
◦情報カレンダー
◦兵庫県信用保証協会かわら版
 融機関提携保証「飛躍（ひ
金

やく）」
「ひやくライト」のご案内

◦孫の疑問に答える
博学ご隠居の技術談義

今、
甘酒が注目されている
～懐かしい味、
新しい味～

Tax&Law

適正な決算書の作成と
格付けランクアップ
成長期待企業のイチオシ！
株式会社アットイマジン

神戸靴の販売

今月の支援メニュー
ひょうご・神戸投資
サポートセンター
兵庫県内への進出・移転を検
討している企業に、
県の産業
団地や工場適地などの情報
を提供。
関係機関への取り次
ぎをワンストップで行っている。

ひょうご・神戸投資サポートセンターは、県内産業団
地等の紹介、行政窓口等への取り次ぎやコーディネート
など、総合窓口として工場等の用地探しを支援していま
す。伊東電機株式会社は本社を置く加西工業団地内に
昨年相次いで二つの工場を新設し、主力のベルトコンベ
ヤー用駆動ローラーとそれを組み込んだシステム製品の
生産能力を増強しました。

今月の支援メニュー
ひょうご・神戸投資
サポートセンター

元気企業
訪問
伊東電機
株式会社

加西工業団地内に３工場
システム製品を強化し
部品メーカーから
搬送機器メーカーへ
コンベヤー用ローラーのトップメーカー
伊東電機株式会社は1946年に電

っています。

工場として、16年3月に稼動。並行し

「近年はパワーモーラのローラー、

て、
さらに近接地の工場が売りに出さ

気製品修理業として加西郡北条町

一つ一つのIoT化を推進し、搬送する

れていたため15年末にこれを取得し、

（現加西市）で創業しました。
以後、
三

荷物に付けたバーコードで荷物ごとの

改装工事を経て、16年9月に東山第

洋電機北条工場の協力工場として掃

行き先を指示できるまでに進化してい

二工場として稼動しました。

除機のモーターを製造するなど業務を

ます」
と総務部長の北野道弘さん。新

現在、本社第一工場でパワーモー

拡大していきます。

しい商品「IDPAC」は、
パソコンをクリッ

ラを生産。東山第二工場ではパワー

クするだけで簡単にコンベヤーシステ

モーラを組み込んだ仕分け装置など

ムの配置図が作れるソフトです。

の機器類を、丸山第三工場ではこれ

下請けからの脱却を図ろうと75年
に開発したのが、
ベルトコンベヤー用
の駆動ローラー
「パワーモーラ」です。
直径5㌢のローラーの中にモーターを

ら機器を組み合わせたオーダーメー

国内の生産能力をアップ

ドのシステム製品を生産するという機

内蔵することで、
重量物の搬送を可能

ここ数年は売り上げが毎年２桁成

能分担を図っています。
全ての工場を

にしました。
パワーモーラは、大手家電

長を遂げており、年商も80億円に迫

加西工業団地内に立地させた狙い

メーカーのビデオデッキ製造ラインへ

る勢いです。
製造拠点はフランス、
アメ

について、
「交通網が発達しているの

の導入が決まると一躍脚光を浴びるこ

リカ、中国と海外にも広がっています

で全国どこへでも運ぶことができます。

とになります。
その後、交流電源（AC）

が、
これらはいずれも日本から部品を

また開発拠点である技術本部と生産

用に加え、
コンピュータとの相性が良

送り出して現地で組み立てるノックダ

拠点は直結している方が製品開発が

く、
パソコン制御で回転のスピードや方

ウン方式の工場です。取引先が増え

円滑に進みます。創業の地である加

向を変えられる直流電源（DC）用も

るにつれ、国内の製造拠点の生産能

西で雇用創出に貢献したいという思

開発しました。
しばらくは苦戦が続きま

力を増強する必要に迫ら

したが、
アメリカの郵便公社に採用さ

れ、
まずは、1987年に加

れると、
欧米での採用が一気に広がっ

西工業団地に本社工場

ていきました。

を移転。2005年に同工

グローバルな営業展開を図るべく、

場の増設を図るとともに、

国内、
アメリカ、
ヨーロッパ、
アジアの世

隣接地に立地していた

界４拠点体制で販売ネットワークを構

工場が空いたため将来

築した結果、
現在の国内と海外の売り

をにらんでこれを取得し

上げ比率はほぼ半々。
同種のローラー

ました。
15年夏に新工場

では、世界シェアの7割を占めるに至

建設に着手し、
丸山第三

本社第一工場内に設置されているデモ用のパワーモーラ
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今月の支援メニュー
ひょうご・神戸投資
サポートセンター
いもありました」
と北野さんは話します。

学と連携し、IoT技術を駆使した全自

は敷地が約3万7千平方㍍と広大で

今後はシステム製品を強化し、搬

動植物工場システムについても開発

あるため、
「いずれ第4、第5の工場を

送機器部品メーカーから搬送機器メ

から事業化へとステップアップを図っ

建てることも考えていくことになるでしょ

ーカーとしての色も強めていくほか、
大

ていく方針です。
また、丸山第三工場

う」
と展望を語ります。

会社概要
伊東電機株式会社

所在地 加西市朝妻町1146-2
代表取締役 伊東一夫
事業内容 搬送関連機器の開発・製造・販売

支援メニュー講座

TEL 0790-47-1225
URL http://www.itohdenki.co.jp/

ひょうご・神戸投資サポートセンター

ワンストップで国内外の企業ニーズに
お応えします
制度概要
ひょうご・神戸投資サポートセンターでは、兵庫県内に進出を検討している国内企業、外国・外資系企業の
皆さまに、兵庫県の産業団地のほか、工場適地や遊休地、賃貸オフィス等の情報、さらには進出の際に必要
な行政手続きから雇用、住宅、生活面に至るまでさまざまな現地情報等を提供しています。各事業主体や関
係機関等への取り次ぎなど、企業ニーズに合わせたきめ細やかな支援を行うワンストップサービス機関として、
皆さまの新たな事業展開をお手伝いいたします。

［具体的な支援内容］
１
２
３
４

産業用地情報の提供
研究開発用オフィス情報の提供
関連情報の提供
現地案内

５ 許認可手続き情報の提供（外国・外資系企業向け）
６ ビジネス・生活関連情報の提供（外国・外資系企業向け）
７ 専門アドバイザーによる無料相談（外国・外資系企業向け）

問い合わせは ひょうご・神戸投資サポートセンター
兵庫県ビジネスサポートセンター・東京

078-271-8400
03-3230-2721

あった、あった、ここや。

「はじめまして。

えらい大きい会社やなあ、

初めて出会った

カワサキと申します」

ドキドキしてきたわ。

人と人とを

名刺を交換したら

あかん、
鎮まれ心臓
営業マンに弱気は禁物、
最初が肝心や。

つなぐ。

お付き合いの始まり。
小さな紙片から
どんだけ仕事が広がるか、
さあ、ガンバルぞぉ〜！

それが、
わたしたちのしごとです。

http://www.kobenp-printing.co.jp/
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CALENDAR
る相談会（要予約）

ひょうご産業活性化センター移転の
お知らせ

農
 林漁業者と商工業者等の連携による新商
品、新サービスの開発を考えている方

3月21日（火）
、
（公財）ひょうご産業活性化センタ

◦オーダーメイド型創業塾（随時）

ーは、神戸市産業振興センターへ移転しました。
そし

起業・創業についてマンツーマンで相談したい方

て、
「ひょうご・神戸経営相談センター」を神戸市産

※詳 細についてはHP（http://web.hyogo-iic.

業振興財団、神戸商工会議所と共に開設して受付
窓口の一元化を実現し、
さまざまな経営課題のご相

ne.jp/keiei/keieisoudan）をご覧ください
【問い合わせ先】

談に、
より円滑に対応できるようになりました。当センタ

経営推進部 経営・商業支援課

ーからは、
「総合相談窓口」
「兵庫県よろず支援拠点」

総合相談ナビゲーター

が、
ひょうご・神戸経営相談センター内に設置され、

078-977-9079

皆さまからのご相談に対応しています。

keiei1@staff.hyogo-iic.ne.jp

078-977-9120

【問い合わせ先】
セ
 ンターの移転に関すること：企画経営室

企画

メールマガジン登録受付中

管理課
078-977-9070

078-977-9102

総合相談窓口：経営推進部 経営・商業支援課
総合相談ナビゲーター
078-977-9079

セミナーや各種行政情報などをメールマガジンで配
078-977-9120

信しています。登録料は無料ですので、ぜひご登録く
ださい。

兵庫県よろず支援拠点：
078-977-9085

ひょうご産業活性化センターでは、皆さまに役立つ

078-977-9120

【配信日】毎月1日、16日（土曜、日曜、祝休日の場
合は翌営業日）

総合相談窓口のご案内

【登録方法】
①e-mlhedDB@xpressmail.jp宛てに、もしく
は、HP（http://www.xpressmail.jp/hyogo_iic/

曜日ごとに異なる中小企業診断士、兵庫県信用

index.html）のQRコードを読み取り、メールを

保証協会の相談員等の専門家が、中小企業の抱え

送信してください（タイトル、本文は不要で

るさまざまな経営課題の相談に無料で対応します。

す）
。

【主な相談内容】創業、経営革新計画策定、販路開

②登録用メールが30分以内に届きます。免責

拓、資金調達、労務、人材育成、新規事業展開等

事項をご確認の上、メール本文に記載された

【相談時間】9：00～12：00、13：00～17：00
※平日のみ
【相談方法】来所（要事前予約）または電話、
FAX、
E
メール
※総合相談窓口以外に、特別相談も実施しています
◦創業と経営革新に係る金融相談（要予約）
起業や新たな事業展開を考えている方
◦農商工連携・地域資源活用・新連携事業に係

登録用URLをクリックし、配信希望情報等を入
力してください。
※30分以内にメールが届かない場合には、メ
ールが受信できる設定になっていない可能
性があります。お使いの携帯電話の設定をご
確認後、再度最初から操作してください
【問い合わせ先】企画経営室 企画管理課
078-977-9070

078-977-9102
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挑戦する
企業の
応援団

「中小企業支援ネットひょうご」には、技術・金融・雇
用など、専門能力の高い団体が勢ぞろい。技術やノ
ウハウを総動員して、
経営課題を解決！

情報カレンダー
改正個人情報保護法の実務対応セミナー
のご案内
改正個人情報保護法が5月30日に全面施行されま
す。今回の改正により、個人情報を取り扱う全ての事業
者が個人情報保護法の対象となります。新たに対象に
なる中小企業や小規模事業者向けに、
個人情報の取り
扱いに関する基本的なルールや実務対応のポイントに
ついて、
セミナーを開催します。
▶日時：4月20日（木）15：00〜17：00
▶場所：尼崎商工会議所 7階702会議室（尼崎市昭和通3-96）
▶内容：①改正個人情報保護法の解説
②事業者が対応すべき事項
③情報管理の重要性
▶講師：中西優一郎氏 弁護士法人アルテ代表弁護士
▶定員：50人（定員になり次第締め切り）
▶参加費：無料
▶問い合わせ先：尼崎商工会議所 総務・広報グループ
06-6411-2253
06-6413-1156

ものづくりのスキルアップを目指そう！
～コースガイド
（2017年度通年版）のご案内～
ポリテクセンター兵庫（尼崎市）では、
コースガイド（4
月～3月）をホームページ上で公開しています。 OJTで
は解決できない人材育成課題を、実際の機械や設備
を使い学ぶことができるチャンスです。
当センターでは、
充実した設備と法の下で認可された
指導員による訓練コースを年間約300コース
（機械・ 溶
接、
電気・電子、
建築、
生産管理）設けております。

Information Calendar
社内教育にぜひご活用ください。
※詳細についてはHP（http://www3.jeed.or.jp/hyogo/poly/）をご覧
ください
▶問い合わせ先：ポリテクセンター兵庫 訓練第一課
※当センターは厚生労働省が所管する公共職業訓練機関です
06-6431-7277
06-6431-7285
Hyogo-poly03@jeed.or.jp

「びわ湖環境ビジネスメッセ2017」
出展募集中！
BtoBに特化した環境産業総合見本市。市場開拓と
販路拡大に向けて実りある商談、取引が展開され、毎
年高い評価を頂き、今回で20回目を迎えます。
ただ今
出展者を募集しています。
環境配慮製品、
技術、
サービ
ス等をお持ちの企業・団体の皆さま、
出展をお待ちして
います。
▶出展募集締め切り：5月31日（水）
まで（小間数に限りがあります）
▶「びわ湖環境ビジネスメッセ2017」概要
◦開催日：10月18日（水）
～20日（金）3日間
◦会場：長浜バイオ大学ドーム
滋賀県長浜市田村町1320（JR田村駅徒歩5分）
◦出展規模：300企業・団体
◦来場見込み：3万7,000人
◦出展料：20万6,000円～
（標準小間）
◦参考：2016年は全国から292企業・団体が出展。
3
 日間で2万9,190人が来場。
会期3日間の商談件数は2万
7,511件。
ビジネス（商談・取引）に特化した見本市。
※詳細についてはHP（http://www.biwako-messe.com/）をご覧ください
▶問い合わせ先：びわ湖環境ビジネスメッセ実行委員会事務局
077-528-3793
077-528-4876

県内業種別企業業績動向速報解説
この解説は、(株)ＴＫＣ、および兵庫県内ＴＫＣ会員事務所の資料提供協力により作成されたものです。業種別
企業業績動向速報は、ひょうご産業活性化センターホームページ（http://web.hyogo-iic.ne.jp/）をご覧ください。

2017年2月の県下中小企業の業績動向 売上高は対前年同月比98.7％。業種別では
は次の通り。調査対象企業3,510社のうち黒 総合工事業が103.5％と前年を上回り、識別
字企業は50.1％で1,760社。全産業の平均
工事業は93.3％、設備工事業は95.0％と前
売上高は対前年同月比で97.5％と減少。業 年を下回っている。売上高総利益率は23.9
種別で見ると、前年を上回るのは不動産業 ％で対前年同月比98.3％。経常利益率は5.2
111.2%のみで、その他は全て前年を下回っ ％、対前年同月比86.6％となっている。
ている。建設業98.7%、製造業99.7％、情報 【製造業】調査対象企業574社中、黒字企業
通信業94.9％、運輸業、郵便業97.2％、卸売 は306社で黒字企業比率は53.3％。黒字企
業96.7％、小売業95.3％、宿泊業、飲食サー 業比率の内訳を見ると、プラスチック製品製
ビス業98.6％、サービス業88.3％。全産業の 造業が71.4％、なめし革・同製品・毛皮製
売上高総利益率は27.3％で対前年同月比 造業が70.0％、鉄鋼業が63.1％と高い比率。
は101.8％、売上高経常利益率は3.2％で対 全体の売上高は対前年同月比99.7％とや
前年同月比96.9％。総利益率は前年を上回 や前年を下回る。売上高総利益率は22.5％
っているが経常利益率は下回っている。
で対前年同月比103.6％。経常利益率は4.7
【建設業】調査対象企業579社中、黒字企業
％、対前年同月比111.9％となっている。
は266社で黒字企業比率は45.9％。全体の 【不動産業】調査対象企業281社中、黒字
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ＴＫＣ近畿兵庫会
阪神支部・税理士

平沼 丈司

企業は166社で黒字企業比率は59.0％。全
体の売上高は対前年同月比111.2％と増加
しており、業種別では不動産取引業が124.1
％と大きく上回り、不動産管理・賃貸業は
105.9％となっている。黒字企業比率の内訳
を見ると、不動産取引業が45.3％、不動産
管理・賃貸業が62.5％となっている。全体の
売上高総利益率は51.4％で対前年同月比
89.3％と減少している。
【サービス業】調査対象企業140社中、黒字
企業は59社で黒字企業比率は42.1％。全体
の売上高は対前年同月比88.3％と大きく減
少している。売上高総利益率は37.8％で対
前年同月比107.6％。経常利益率は4.9％、
対前年同月比122.5％となり、売上高は減少
しているが利益率は上昇している。

兵庫県信用保証協会かわら版

News form CGCH

金融機関提携保証「飛躍（ひやく）「
」ひやくライト」のご案内
金融機関提携保証は、
一定の審査基準に該当する方を対象とした迅速な資金調達が可能な商品です。
平成29年4月1日より
「飛躍（ひやく）
」の要件を拡充するとともに、
「飛躍（ひやく）
」
より対象者を広げ、
個人事業者の
方にもご利用いただける「ひやくライト」を新たに創設しました。
ぜひご利用ください。
飛躍（ひやく）

ひやくライト

当協会が定める保証対象要件および審査基
準に該当し、次のすべての要件に該当する法
人（会社（株式会社、
有限会社、
合資会社、
合
名会社、
合同会社）
、
士業法人、
医療法人）

当協会が定める保証対象要件および審査基
準に該当し、次のすべての要件に該当する法
人（会社（株式会社、
有限会社、
合資会社、
合
名会社、合同会社）
、士業法人、
医療法人）お
よび個人事業者

【要件】
①引き続き2年以上事業を営んでいること
対 象となる方
1期を12か
②税務署の受付印がある確定申告書（決算書）※の写しを直近2期分（各決算は、
月とする）提出できること
※「ひやくライト」を利用する個人事業者は、
青色申告で貸借対照表の添付があること

③取扱金融機関との取引等が次のいずれかに該当すること
ア 与信取引が1年以上ある（信用保証協会の保証を付した融資取引のみは除く）
イ 申込時点で信用保証協会の保証を付さない融資残高がある
ウ 本保証と同時に信用保証協会の保証を付さない融資を行う
資 金 使 途

運転資金および設備資金（ただし、不動産取得資金は対象となりません）
5,000万円

1億円

融資限度額

（注1）一般の普通保険（2億円）および無担保保険 （注1）一般の無担保保険（8,000万円）の範囲内とし
ます。
（8,000万円）の範囲内とします。
（注2）
「じんそく
（廃止制度）
「スーパーじんそ
」
く
（廃止 （注2）既存の「ひやくライト」の融資残高を含め5,000
万円以内とし、本申込を含めた総保証債務残
制度）
」および「飛躍（ひやく）
」の融資残高合
高が直近の確定申告書（決算書）における年
計額が1億円以内とします。
商額の範囲内とします。
（注3）本申込を含めた総保証債務残高が直近の確
定申告書（決算書）における年商額の範囲内
とします。

保 証 期 間

10年以内（うち、
据置期間1年以内）

貸 付 形 式

証書貸付または手形貸付

返 済 方 法

元金均等分割返済または一括返済（一括返済は、
保証期間1年以内の場合に限ります）

貸 付 利 率

金融機関所定利率

担

不要

保

連帯保証人

原則として、
法人の代表者を除き不要です。
経営状況に応じて決定（下表のとおり）

保 証 料 率

区 分
責任共有
保証料率

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

1.90％

1.75％

1.55％

1.35％

1.15％

1.00％

0.80％

0.60％

0.45％

その他留意事項

自治体融資制度、
他の保証制度との併用はできません。

取扱金融機関

当協会と本保証にかかる覚書を締結した金融機関のみ取扱いできます。
取扱金融機関につきましては、
各事務所、
支所までお問い合わせください。

※上表は制度の概要であり、詳細については当協会の担当部署へお問い合わせください（担当部署についてはホームページをご覧ください）。

http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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孫の疑問に答える博学ご隠居の技術談義

今、
甘酒が注目されている

～懐かしい味、
新しい味～
今月のご隠居さん

兵庫県立工業技術センター 材料・分析技術部

あきこ

井上 守正さんです。

さとし：おじいちゃん、今日友達が「家で甘酒飲んだ」
っ

の残骸もたっぷり含まれる。
この酵母の残骸がまた体

て言ってたけど、子どもでもお酒飲んで良いの？

に良いんじゃ。細胞壁と言っての、酵母を取り巻く殻が

ご隠居：甘酒は、お前の父さんやわしが呑んどるお酒

グルカンというもんでできとって、人にとっては食物繊

とは違うんじゃ。甘酒には2種類あっての、お前の友達

維じゃ。
これを人が食べると腸内の善玉菌が元気にな

が家で飲んだって言ったのは、多分アルコールが全く

って免疫力が高まるっていわれとる。

ない麹から造った甘酒じゃろう。

さとし：へえ～

さとし：へえ～、甘酒には2種類あるの？

ご隠居：わしが子どもの頃は甘いものは貴重品じゃっ

ご隠居：そうじゃ。1つは今言った麹から造ったもの、
も

たから、今みたいにお菓子なんか買ってもらえんかっ

う1つは酒粕といって日本酒を造った時の搾り粕から

た。
その代わりお母さんが時々この甘酒を造ってくれて

造ったものじゃ。
どっちも甘くて体にも良いぞ。

な、
それはそれはうれしかったもんじゃ。
しかしな、ずっ

さとし：甘いの？ おいしいの？

と昔から食べとったり飲まれとったりするもんは、理由

ご隠居：麹にも酒粕にもアミラーゼというでんぷんを分

があるもんじゃ。長～い時間を掛けて体に良いものだ

解する酵素が入っておるからな。お米のでんぷんを分

けが残されてきた歴史というもんがな。何でも簡単に

解して甘～いブドウ糖に変えるんじゃ。

手に入る今みたいな時代になると、昔の人たちが伝え

さとし：ふ～ん、でも甘いだけじゃ体に良いって言えな

てくれた大切な知恵みたいなもんが、つい忘れられが

いじゃん。

ちになる。伝統ある飲み物、食べ物は大切にせんとい

ご隠居：甘酒に含まれるのはブドウ糖だけじゃない。
タ

かんぞ。

ンパク質やアミノ酸、
ビタミン、
ミネラルが豊富でおまけ

さとし：何か説教くさくなってきた。

に体に吸収されやすいって言われとるから「飲む点滴」

ご隠居：言うと思った。お前みたいな子どもでも面白が

って言われることもあるんじゃ。

る変わりネタもあるぞ。甘酒を使った炭酸飲料があるん

さとし：点滴って病院でやってもらうやつでしょ。
それ飲

じゃ。某回転すしチェーン店でも提供しとるぞ。

むのって何か気持ち悪い。

さとし：それはおいしそう。お父さんに頼んで連れて行

ご隠居：バカ言っちゃいかん。甘酒にはいろんな働きを

ってもらおう！

する成分が含まれとるんじゃ。例えば「アンジオテンシ
ン変換阻害」作用があるペプチドというもんがあって
な、血圧が高くなりすぎるのを抑える作用が確認されと
るんじゃ。
さとし：へえ～
ご隠居：酒粕から造る甘酒には少しアルコールが入っ
とるからお前に呑ますわけにはいかんが、
こっちは酵母
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さとし

Tax & Law

経営に関するアドバイスをご紹介します。

ＴＫＣ近畿兵庫会

神戸中央支部・税理士

宮﨑敦史

適正な決算書の作成と格付けランクアップ
1.企業の経営状況を見極める「実態バランスシート」
金融機関にかかる、
中小企業貸し出しの信用リスクや金融機関自身の資産内容の評価（自己査定）に向け
た信用格付け・債務者区分の算定業務の負荷は、
今後も増えていきます。
具体的には、
提出された決算書や
財務報告を、
金融機関共通の会計基準で吟味し、
その企業の真の強さを発見し、
定性分析情報の評価を行
います。
実は、
金融機関には、
貸し出し現場の法人税確定申告用の決算書と、
減損会計・時価会計の決算書
の2つの決算書がありますが、
金融機関の本部では、
中小企業の経営状況や収支動向を見るためには後者
の決算書が常識となっています。
さらに金融機関は、
後者の決算書を基に中小企業の実際の経営状況が分
かるように「実態バランスシート」を作成します。
そしてこの「実態バランスシート」によって、
企業の融資実行条
件の可否やその条件変更を決定することになっているのです。

2.企業による適正な決算書の作成とそのメリット
「中小企業に関する会計指針」
または「中小企業の会計に関する基本要領」は、
中小企業が「実態バラン
スシート」
という、
減損会計・時価会計に準拠する財務報告を行うための指針です。
この中小企業会計指針
（または中小会計要領）に基づく財務報告の提出は、金融機関にとっては格付け評価・審査・自己査定など
の効率化が図れるとともに、
種々のリスクが軽減化され、
中小企業に対しても上場企業に準じるような、
積極的
な資金供給が可能になります。
つまり、
信頼性のある決算書を提出することによって金融機関と中小企業の間
の信頼関係は強くなり、
金融機関の資金供給、
また中小企業の資金調達が円滑に行われるようになります。

3.格付けランクアップを図るには
中小企業会計指針（または中小会計要領）に基づく決算書や財務報告を導入すると、
その導入期に財務
指標が悪化する可能性があります。
しかし、
企業審査の第2、
第3プロセスである定性分析情報評価で、
その格
付けランクを本来のレベルまでアップできることになっています。
具体的には、
経営改善計画・再建計画の作成
や、
金融機関に対して積極的に数値化できない企業の情報についての提供を行うことが大事になるでしょう。
その際に、
会計事務所等の専門家の協力を仰ぐことも必要になるかもしれません。

参照：
『実践！経営助言』
ＴＫＣ出版
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ネッ
トや直営店舗、
催事と
多彩な販売方法で
神戸ブランドを国内外に発信

成長期待企業
の
イチオシ！

神戸靴の販売

中小企業支援ネットひょうごは成長性を見
込んだ企業を
「成長期待企業」
として選定

株式会社アットイマジン

し、
複合的な支援を実施。
頑張る企業が誇
る製品を紹介します。

神戸市の長田地区に集積するケミカ
ルシューズメーカー約20社から製品を

方、百貨店から催事に出展してほしいと
の依頼も相次ぐようになりました。

仕入れ、
インターネットや百貨店の催事、
実店舗2店で販売し、
「神戸の靴の百貨
店」を標榜しています。

「ネットで買われた方が店舗へ足を運
び、店舗や催事に来られた方がネットで
購入してくれるので、
いい補完になってい

もともとはデザイン制作会社として神
戸市長田区で創業しました。
周辺に集積
していた靴のメーカーからチラシやウェブ

ます」
と多彩な販売方法を採っているこ
とのメリットを話します。
14年からは海外の販路開拓を開始。

制作などの依頼を受けるうち中国製の靴
に押されている現状を知り、
「ネット販売
をすれば在庫リスクが抑えられるのでは

昨年には兵庫県、
神戸市が主催したベト
ナム商談会にも参加し、現在はベトナム、
香港、台湾、
シンガポールからの注文を

と考えるようになりました」
と水戸光一郎
社長。2008年から各メーカーの靴の委
託販売を始めました。
インターネットで入った注文を各メーカ
ーにファクスで送り、
商品を取りに行くこと
を繰り返しながらメーカーごとの強みを
把握。入ってくる顧客の生の声をメーカ
ーに伝え、
「走れるパンプス」などの独自
の商品開発にもつなげました。
13年には、
「実際に履いてみる場を」
という顧客の要望から、神戸ハーバーラ
ンドの商業施設「umie」
と三宮センター
街に相次いで実店舗を出店します。一

増やしつつあります。未舗装の道路が多
く雨の多いベトナムでは、
はねた泥が付く
布製の靴が好まれず、
暑く湿気の多いシ
ンガポールでは通気性の高い靴が求め
られており、
メーカーと連携しながら各国
のニーズに合わせた商品の開発を進め
ています。
「素材の良さ、製造技術、
デザイン性
を含め神戸の靴は世界で勝負できます。
数年後にはパリコレにも出展したいと思
います」
と水戸社長。
メイドインコウベのさ
らなる世界発信を目指しています。

三宮センター街の店舗「リノ・シュー」

◎株式会社アットイマジンの
神戸靴の販売

ベトナムでの商談会

株式会社アットイマジン／所在地：神戸市長田区細田町7-1-9 シューズプラザ207号／代表取締役：水戸光一郎
事業内容：靴の小売・卸販売
078-643-0633／
http://kobeshoes.co.jp/

明日へ飛躍する企業をサポート
ひょうご産業活性化センター通信

編集後記
「成長期待企業のイチオシ！」
に登場するアットイマジ
ンの水戸社長は、デザイン業界からケミカルシューズ
業界に
“参入”
したからこそできる第三者的な立ち位
置で、業界を変えていこうとしています。神戸靴が世界
に認められる日は近いと確信できる取材でした。
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