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平成 年４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
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起業・第二創業を目指す女性起業家向け助成金を活用し

台湾カフ
ェ
ふくなえ
福苗

ＪＲ竹田駅前に台湾カフェをオープン

元気企業
訪問

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

「信用保証協会中小企業・

小規模事業者経営支援
強化促進事業」
のご案内

◦工業技術センターの
技術支援で製品化

離島・漁村における
直流技術による
自立分散エネルギー
システム技術の実証研究

Tax&Law

キャッシュ・フロー計算書２
成長期待企業のイチオシ！
株式会社ナサダ

航空機エンジン部品

今月の支援メニュー
起業・第二創業を目指す
女性起業家向け助成金
県内に拠点を置いて起業や
第二創業を目指す女性に、
事
務所・店舗の賃料や外装・
内装工事費など経費の一部
を助成

ひょうご産業活性化センターは、新たなビジネスプラン
の開発や新事業の展開、地域経済の活性化に資する
事業を行う女性起業家を支援しています。北村麗子さん
はこの支援を受け、2013 年７月に、JR 竹田駅前に台湾
カフェ「福苗」をオープンし、竹田城跡を訪れる観光客
や地元住民に親しまれています。

元気企業
訪問

今月の支援メニュー
起業・第二創業を目指す
女性起業家向け助成金

台湾カフェ
福苗

本場台湾の味を
より多くの人に伝えたい
竹田城跡の観光客や地元住民が
集えるカフェに
入山解禁に合わせオープン

の持続的な発展を生む取り組みがで

味をアピールしました。

冬場に入場を規制していた竹田城

きないかという視点の下、十数人のメ

JR竹田駅前の土地にコンテナハウ

が3カ月余ぶりに入山解禁となった3

ンバーの中に北村さんも混じって情報

スを借りて店をオープンしたのは2013

月20日、JR竹田駅から徒歩1分の立

発信やイベント開催を行いました。

年7月のこと。助成金はいす、
テーブル

地に台湾カフェ 福苗がオープンしまし

それと並行して、
北村さんは同商工

などの備品や当初の家賃の支払いに

た。
オーナーは台湾出身の北村麗子さ

会の起業支援を受けながら、店舗の

充てました。
「台湾では国や県が創業

ん。本場仕込みの肉まん、小籠包、本

開業に向けた準備を進め、事業計画

間もない企業に助成することはなく、
全

場の烏龍茶に加え、
マンゴーを使った

書作りなどを進めました。
「お客さまに

て自力でやらなければなりません。助

スイーツも人気です。竹田城跡人気も

喜んで満足していただくだけでなく、
し

成金が背中を押してくれました。
自分

相まって多くの観光客がやってくるほ

っかり利益を出していかなければ事業

の力だけでは開店は難しかったと思い

か、
地元の人のランチやお茶の場所と

は継続できないということを学びまし

ます」
と振り返ります。

しても定着しつつあります。

た」
と北村さんは言います。

北村さんは台湾南部の出身。東京
の料理専門学校に留学し、
当初は故

「JR竹田駅前により多くの人を呼び
込みたい」
という地元のNPO法人が

県の支援が創業を後押し

新たに商業施設が入る建物を建設。

郷に戻って日本料理店を開くつもりだ

事業を進めていく上で高いハードル

そこに入居することになり、半年余りの

ったといいます。
その後日本人の夫と

だったのが資金の調達です。同商工

休業期間を経て2015年3月にリニュ

結婚し、
その縁で2000年に朝来市に

会からひょうご産業活性化センターの

ーアルオープンを果たしました。
「段々」

移り住んできました。
自宅で手作りして

「女性起業家支援助成金」のことを教

と名付けられた建物には、福苗のほ

いた肉まんの味がおいしいと評判を呼

えてもらった北村さんは、
助成を受ける

かに竹田駅周辺では初のパン屋やた

び、
かねてより抱いていた「自分の飲

ために動きました。
同セ

食店を開きたい」
という夢がまた膨ら

ンターへのプレゼンテ

んでいきました。
その思いが人づてに

ーションでは、慣れな

伝わり、11年に朝来市商工会の「大

い日本語でビジネスの

人女子力プロジェクト」に参加すること

専門用語を介してやり

になりました。
当時は竹田城跡の人気

取りすることに苦労しま

に火がつきかけたころ。一方で、竹田

したが、論より証拠と

城跡のにぎわいが地域全体の活力に

手作りの肉まんや小

つながっていないことが課題になって

籠包、烏龍茶を持ち

いました。女性の視点を生かし、地域

込み、
台湾ならではの

「台湾おこわと飲茶のランチ」
（1,200円）
はデザートと烏龍茶付き
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今月の支援メニュー
起業・第二創業を目指す
女性起業家向け助成金
い焼き屋が入居。2階部分は土産店

家で飲みたい」
という要望に応え、台

ん。
「いずれは烏龍茶の入れ方、肉ま

や交流スペースもあります。当初は飲

湾で仕入れた雑貨の販売も始めまし

んの作り方を教える教室も開きたい」

食だけのつもりでしたが、来店客の

た。
「この店を知って、食べて、台湾と

とさらなる事業への意欲が膨らんでい

「台湾製の茶器が欲しい、烏龍茶を

朝来のファンになってほしい」
と北村さ

ます。

所在地 朝来市和田山町竹田中町西側255-1
事業内容 台
 湾茶・台湾スイーツなどの提供、台湾雑貨の
販売

店舗概要
福苗

支援メニュー講座

TEL 080-5337-1433
E-mail fukunaecafe@gmail.com

女性・シニア起業家支援事業 ふるさと起業支援事業

本年度は女性起業家に加え、
シニアの方やUJIターン
起業家のビジネスプランも支援対象になりました。
制度概要
女性・シニア起業家支援助成金

UJI ターンにより県内に移転して、県内に活動拠点を
置いて起業や第二創業をする方

事務所・店舗の賃料、外装・内装工事費、備品の購入・
リース料、広告宣伝費など

起業に係る経費：左記に同じ
移転に係る経費：引っ越し代、移転後の住宅の賃料
など

助成対象経費の１／２以内（上限 100 万円）

助成対象経費の額→助成額
350 万円以上→ 200 万円
250 万円以上 350 万円未満→ 150 万円
150 万円以上 250 万円未満→ 100 万円
150 万円未満→助成対象経費の 1/2

女性の代表者で、県内に
活動拠点を置いて新たに
起業や第二創業をする方

応募資格

助成対象経費

助成金額

平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 2 月末日

助成対象期間
受付期間

ふるさと起業支援助成金

シニア（平成 27 年 4 月 1
日時点で 55 歳以上）の
代表者で、県内に活動拠
点を置いて新たに起業や
第二創業をする方

平成 27 年 6 月 4 日～
平成 27 年 7 月 2 日
※ 最終日は 16 時必着

平成 27 年 5 月 14 日～
平成 27 年 6 月 11 日
※ 最終日は 16 時必着

平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月末日
随時受付（予算がなくなり次第終了）

問い合わせは ひょうご産業活性化センター創業推進部 新事業課

078-230-8110

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
「ひょうごふるさと応援・成長支援事業」
申請者向け説明会のご案内
ふるさと兵庫の魅力を生かして元気にビジネスを展開する中小企業者のよりすぐりのビジネスプランを「キラリひょ
うごプロジェクト」
として今年度も選定します。概要やプロジェクトで活用している「ふるさと投資」の仕組みなどをご
説明します。
日

時

場

所

説明内容

5月15日（金）14：00〜16：00
姫路・西はりま地場産業センター４階 401会議室
（姫路市南駅前町123じばさんびる）

6月1日（月）14：00〜16：00
ビジネスプラザひょうごホール
（神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル7階）

①ひょうごふるさと応援・成長支援事業の概要について
②ふるさと投資（投資型クラウドファンディング）について
③申請方法・事業計画作成のポイントについて
④ひょうごふるさと応援・成長支援事業を利用した感想（平成26年度選定事業者）
⑤質疑応答
⑥個別相談（希望者のみ。事前に相談内容をご連絡ください）

※申し込み方法など詳細はHP（http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/furusato）をご覧ください
078-230-9435
078-230-8391
【問い合わせ先】創業推進部 投資育成課

「ひょうごチャレンジ起業支援貸付」
（無利子貸付）のご案内
起業の場合、4頁でご案内している「女性起業家支援助成金」および「シニア起業家支援助成金」
と同時に申
請できる「ひょうごチャレンジ起業支援貸付」を実施します。助成金の申請とは別に、貸付金を申請することができ
ます（第二創業の場合、貸付の申請はできません）
。
【貸付限度額】200万円
【貸付利率】無利子
【貸付期間】10年以内 うち、3年据え置き（返済猶
予期間）
【連帯保証人】原則として代表者保証のみ
【申請受付期間】
女性起業家支援助成金と同時申請の場合
6月4日（木）〜7月2日（木）
シニア起業家支援助成金と同時申請の場合
5月14日（木）〜6月11日（木）
※詳細はHP（http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo）
をご覧ください
【問い合わせ先】創業推進部 投資育成課
078-230-9435
078-230-8391
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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

Information Calendar

「国際フロンティア産業メッセ2015」
出展者募集、
締め切り迫る！
西日本最大級の産業総合展示会の出展申し込み

▶日時：5月27日（水）
～29日（金）10：00～18：00（最終日は17：00）
▶場所：インテックス大阪
▶参加費：無料
▶問い合わせ先：新価値創造展2015 in Kansai 事務局
03-5909-8765

の締切が迫っています。皆さまのお申し込みをお待ちし

03-5909-8786

sk2015wm.smrj.go.jp

ています。
▶出展申し込み締め切り：5月29日（金）

「情報は誰のものか」
のご案内

▶開催日時：9月3日（木）
・4日（金）10：00～17：00
▶場所：神戸国際展示場1・2号館（神戸ポートアイランド）
※申し込み方法など詳細はHP（http://www.kobemesse.com）をご覧
ください

つ多様な情報が瞬時に自由にやりとりされるようになり、

▶問い合わせ先：

情報の独占が崩れ、既得権益が明るみに引きずり出さ

●出展について：
日刊工業新聞社 大阪支社 イベントグループ
06-6946-3384

れることとなりました。
その一方で、ITには、社会課題の
解決や新たな価値創造に大きな役割と貢献が期待さ

06-6946-3389

info@kobemesse.com

れています。
Ｉ
Ｔ活用のあり方について事例を挙げながら

●事業内容について：
（公財）新産業創造研究機構（NIRO）支援企画部
078-306-6806

インターネットを通じてITを駆使することにより、
大量か

078-306-6811

行われた議論をまとめた本書
は、成長戦略を支えるＩＴのミッ
ションについて示唆に富む内
容となっています。

「新価値創造展2015 in Kansai」のご案内
「中小企業総合展」が新たに「新価値創造展」
とし
て生まれ変わりました。共に新しい価値を創造していく
パートナーとの出会いの場にぜひご来場ください。

（独）情報処理推進機構
「情報は誰のものか」編集委員会 編
四六判・160頁・定価1,400円＋税
ISBN978-4-303-73394-0

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。

平成27年3月の県下中小企業の業績動
向は次の通り。調査対象企業数3,401社のう
ち、黒字企業は49.8％の1,697社。全産業の
平均純売上高は前年同月比99.4％、売上総
利益は前年同月比101.2％、経常利益は前
年同月比113.7％と増加している。業種ごと
の前年同月比純売上高は、建設業が107.1
％、製造業が102.6％、卸売業が100.4％で
増加、運輸業・郵便業が99.8％、小売業が
98.0％、情報通信業が96.1％、宿泊業・飲
食サービス業が96.0％、不動産業が89.0％、
サービス業が83.1％と減少している。
【情報通信業】調査対象企業42社中、黒字
企業は25社で黒字企業比率は59.5％。前
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年同月比で純売上高96.1％、売上総利益
96.1％、経常利益108.9％である。業種別に
純売上高を前年同月比で見ると情報サービ
ス業は101.4％である。
【運輸・郵便業】調査対象企業140社中、黒
字企業は70社で黒字企業比率は50.0％。
前年同月比で純売上高99.8％、売上総利益
107.8％、経常利益171.1％である。業種別に
純売上高を前年同月比で見ると道路旅客運
送業は105.3％、道路貨物運送業は99.0％、
水運業は100.3％、倉庫業は101.1％、運輸
に附帯するサービス業は102.1％である。
【卸売業】調査対象企業498社中、黒字企
業は255社で黒字企業比率は51.2％。前

ＴＫＣ近畿兵庫会
阪神支部・税理士

菅野 淳

年同月比で純売上高100.4％、売上総利益
97.0％、経常利益71.6％である。
【小売業】調査対象企業537社中、黒字企
業は223社で黒字企業比率は41.5％。業種
別に純売上高を前年同月比で見ると各種商
品小売業は100.0％、織物・衣服・身の回り
品小売業は96.1％、飲食料品小売業は99.5
％、機械器具小売業は96.4％、その他の小
売業は97.4％である。
【宿泊・飲食業】調査対象企業146社中、黒
字企業は60社で黒字企業比率は41.0％。
業種別に純売上高を前年同月比で見ると宿
泊業は103.4％、飲食店業は93.8％である。

兵庫県信用保証協会かわら版

News form CGCH

「信用保証協会中小企業・小規模事業者
経営支援強化促進事業」
のご案内
経営改善に取組む保証利用企業に対し、
地域金融機関および支援機関と連携して行う経営支援体制について、
国
の補助によりさらに強化します。

≪事業内容≫
１．
職員が企業を訪問します
企業訪問を通じ、
経営状況を把握するとともに、
各種支援情報を紹介・提案します。

２．
経営改善計画の策定を支援します
（1）保証協会の保証付借入金について返済緩和の条件変更を行っている、
または行う計画がある中小企業・小規
模事業者で、専門家（中小企業診断士等）による経営診断を希望される方に対し、無料で経営診断を実施し
ます。
（2）経営診断後、
さらに踏み込んだ対応が必要な場合は、
以下の支援を行います。
①経営改善計画の立案にかかる助言
計
 画立案に際し、複数の金融機関と調整を必要とする場合は、取扱金融機関および当協会が一度に集まり、
「経営サポート会議」を開催します。
また、新たな資金調達が必要な場合は、各種保証制度を活用した資金繰
り支援を行います。
②経営改善計画の策定にかかる支援
必要に応じ、
支援機関（認定支援機関など）
と連携し、
調整を行います。

支援後もフォローアップを継続します
経営改善計画策定後、必要に応じてモニタリング等によるフォローアップを行います。

≪事業イメージ≫
兵庫県中小企業
診断士協会

派遣要請

信用保証協会
様々な手法を活用した
支援を実施

連携

訪問支援

専門家派遣

中小企業・
小規模事業者
条件変更先の事業者等

主

催

経営サポート会議

経営支援

参

経営力強化保証
経営改善サポート保証

財務状況等の
改善・強化

参加

地域金融機関・
支援機関

経営改善計画
の策定

加

事後モニタリング
（必要に応じ実施）
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工業技術センターの技術支援で製品化

離島・漁村における直流技術による
自立分散エネルギーシステム技術の実証研究
兵庫県立工業技術センター

1．
目的
地球温暖化や自然災害に対応する方策として、
自立
分散エネルギーシステムの重要性・可能性が再認識さ
れている。本実証研究では、
これを実現するためのマイ
クログリッドシステムのモデル構築を目指した。構築した
モデルでは、地球温暖化対策とエネルギーの自立供給
のために再生可能エネルギーを活用した。
また、発電量
が不安定な再生可能エネルギーを効率的に利用するた
め直流給電方式を採用した。
実証は、
国の総合特区制
度指定を受けた「あわじ環境未来島構想」でエネルギ
ー自立島を目指している離島「沼島」で実施した（図1）
。

2．
研究内容
「電力の利用効率が高いシステム」
と
「電力の消費抑
制を促す制度」を元に実証実験を行い、得られたデー
タから
「全体システムを最適化したモデル」を提案した。
1）高性能直流マイクログリッドシステムの開発
開発したマイクログリッドシステム（図2）は以下の通り
である。
システム全体を３６０Ｖ直流給電方式で構築し、
交流に変換することなく給電することで、
効率を向上させ
た。
高効率電力変換器を開発し、
電圧変換時に発生す
るロスを低減した。大容量据置型バッテリーを組み込む
ことで、過剰発電された自然エネルギーを蓄え、有効活
用できるようにした。
このようにエネルギーを無駄なく効率
的に利用することで、
２０％程度の電力消費量の削減
を達成した。
また、
モバイル型バッテリーおよびShip-toGridシステムを開発することで、
非常時の電源確保を可
能とし、
災害にも強いマイクログリッドシステムとした。

2）電力消費抑制を目的とした制度設計
消費者に対して情報端末により電力消費量を「見え
る化」することで、
電力の消費行動を１３％程度抑制でき
た。
また、
気象条件に基づいた太陽光発電ポテンシャル
に応じたダイナミックプライシングを行い、
４％程度電力
消費を抑制できた。
これらの消費抑制によって、
電力消
費量を１７％程度削減できた。
3）全体システムの最適化
実証実験で得られたデータを基に仮想実験を行い、
沼島全体に高性能マイクログリッドが拡張された場合の
電力設備の投入量およびコスト、
ＣＯ２排出削減量を最
適化した「高効率沼島モデル」を提案した。
なお、提案
したモデルは離島・漁村だけでなく、広く国内外で活用
できるものである。

3．
まとめ
開発した高性能直流マイクログリッドと電力消費抑制
制度により、
電力消費量を３０％以上削減できることを実
証した。
また、
実証実験で得られたデータを基に最適化
した高効率沼島モデルを提案した。
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図 2 直流マイクログリッドの構成

ダイナミックブライシング
実証地域（76世帯）

電力需要データ測定地：
下水処理場
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本実証研究は、平成 24 － 26 年度環境省委託業務 地球
温暖化対策技術開発・実証研究事業として実施した。
参画メンバー：神戸大学（代表）、兵庫県立工業技術セン
ター、パナソニック
（株）
、立命館大学、大阪市立大学、
中西金属工業（株）、慧通信技術工業（株）、富士電機（株）、
（株）三社電機製作所

沼島小学校
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風力：1kW、
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上立神岩
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図1 沼島での実証実験地域
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バッテリ

開発事例に関する問い合わせは

モバイルバッテリ

問い合
わせ先

兵庫県立工業技術センター

〒654-0037 神戸市須磨区行平町 3-1-12
078-731-4033
078-735-7845
http://www.hyogo-kg.jp/

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

神戸支部・税理士

宮﨑敦史

－キャッシュ・フロー計算書２－
前回に引き続きキャッシュ・フロー計算書について解説していきます。
今回はキャッシュ・フロー計算書の内容についてご説明します。

１．
営業活動によるキャッシュ・フローとは

４．
財務活動によるキャッシュ・フローとは

営業活動によるキャッシュ・フローとは、
営業活動から生

財務活動によるキャッシュ・フローとは、金融機関から

み出された資金でこの数値がプラスであることが基本で

の資金調達や借入金などによって生み出されたキャッシ

す。
ここでは、
各項目が次の2つに分かれて表示されます。

ュ・フローです。
プラスであれば、借入金等によって資金

①本来の営業活動から生み出されたキャッシュ・フロー

が増えたことを表します。
表示される収入と支出の主な項

②その他の活動から生み出されたキャッシュ・フロー

目は次の通りです。
①収入：増資、
借入金の調達など

２．
営業活動によるキャッシュ・フローの

②支出：借入金の返済額、
配当金の支払い額など

「小計」の意味
営業活動によるキャッシュ・フローの中には、
「小計」欄

５．
直接法と間接法

が設けられています。
「小計」欄は、
おおむね営業損益

営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法には、
直

計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フローの合計

接法と間接法があります。
直接法は、
主要な取引ごとにキ

額を表し、
「小計」欄以下の項目は、投資活動および財

ャッシュ・フローを総額表示する方法で、
理解しやすい計

務活動以外の「その他の活動」から生み出されたキャッ

算書となる反面、取引ごとに基礎データを用意しなけれ

シュ・フローを表します。

ばならず、
作成実務上手数がかかります。
一方、
間接法
は、貸借対照表や損益計算書等の決算資料を基礎に

３．
投資活動によるキャッシュ・フローとは
投資活動によるキャッシュ・フローとは、
設備投資や有
価証券への投資などによって生み出されたキャッシュ・フ

間接的にキャッシュ・フロー計算書を導き出すため、
作成
が容易であると同時に、
純利益と営業活動に係るキャッ
シュ・フローとの関係が明示される点に長所があります。

ローです。
設備投資は企業が成長するための将来に向
けた投資であるため、一般的にはマイナスです。表示さ
れる収入と支出の主な項目は次の通りです。

次回以降は、
間接法によるキャッシュ・フロー計算書か
ら何が読み解けるか解説していきます。

①収入：固定資産の売却収入、投資有価証券の売却
収入、
貸付金の回収など
②支出：固定資産の購入支出、投資有価証券の購入
支出、
貸付による支出など
参照：
『実践！経営助言』
ＴＫＣ出版
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航空機需要の拡大をにらみ
耐熱・耐圧性の高い
エンジン部品を増産へ

成長期待企業
の
イチオシ！

航空機エンジン部品

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
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。

株式会社ナサダ

発展途上国や新興国の経済成長な
どに伴う世界的な航空需要の増加によ
り、航空機の増産基調が続いています。
産業機械用部品を製造するナサダは、
30年前に大手重工業メーカーから委託
を受け航空機のエンジン部品の製造を
始めました。2007年には航空・宇宙分
野の品質保証規格であるJISQ9100を
取得し、近年はその分野を重点的に開
拓しています。
同社が手掛けるのは、
航空機エンジン
の中でもタービン燃焼部のインナーケー
スやアウターケースなど、
最も耐熱・耐圧
性が求められ、加工難度の高い部品で
す。旋盤や複合加工機を使って難削材
のニッケル合金を50時間から200時間
かけて余肉を除去しながら精密加工し、
完成品へと仕上げていきます。加工中は
数時間ごとにプログラムを変え、
自作の
工具を取り替えながらの作業になります。
「いかに速く、正確に、
コストを抑えなが
ら製造できるかがポイント」
と進藤茂實
社長は言います。
現 在はボーイング 787やエアバス

V2500 で同社製品が使用されている部分

A350、
三菱のMRJをはじめ各社の最新
鋭機に組み込まれるエンジン部品の製
造に注力しています。
ひょうご産業活性化
センターの実用化開発資金貸付を活用
して複合加工機や検査機を導入し、生
産をより効率的に進めるための新たな加
工方法の開発も進めているところです。
航空機の需要予測は2013年の1万
9,268機から20年後の33年には約1.9
倍の3万6,769機に増えると試算されてい
ます。
同社の売り上げのうち航空機が占
める割合は現在35%ですが「3年後には
50%に増やしたい」
とのこと。
生産が本格
軌道に乗るまでは先行投資がかさむた
め大きなリスクも抱えますが「小型のリー
ジョナルジェットから大型の広胴機まで幅

V2500のエンジン・タービンケースを製造

◎株式会社ナサダの
航空機エンジン部品

広い機種に対応し、
航空需要増のビジネ
スチャンスを捉えたい」
と話しています。

株式会社ナサダ／所在地：姫路市阿保甲1-1／代表取締役社長：進藤茂實
事業内容：航空機エンジン部品等産業機械用部品の製造
079-223-1765／
http://www.nasada.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
「元気企業訪問」
に登場してもらった福苗をはじめ、JR
竹田駅前に新しいお店が次々にオープンし、町が活気
づいています。竹田城人気をブームに終わらせること
なく、滞留してもらうまちを目指そうとする地元の熱気
を感じました。
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