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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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ひょうご中小企業技術・経営力評価制度を活用

有限会社
宮田木工
所

明らかになった課題の克服に尽力

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

『女性企業家支援チー

ム』のご案内

◦健康アトランダム

口腔ケアと歯科健診
について

Tax&Law

相続税・贈与税・土地住
宅税制等の注目すべき
平成29年度改正点―広
大地評価の見直し―
成長期待企業のイチオシ！
株式会社糸井樹脂製作所

医療用ファントム

今月の支援メニュー
ひょうご中小企業技術・
経営力評価制度
中小企業の技術力・ノウハウ
や成長性、
経営力等を評価し
た評価書を発行し、
担保に頼
らない融資や経営改善を支
援する制度

ひょうご産業活性化センターは、中小企業に対して、
技術力・将来性を評価し、円滑な資金調達や企業価
値のアピールを支援する「ひょうご中小企業技術・経営
力評価制度」を設けています。有限会社宮田木工所は
同制度で浮き彫りになった課題を克服すべく、同センター
から専門家の派遣を受け、経営の効率化を図ろうとして
います。

兵庫県企業庁産業用地のご案内

「企業誘致成約報奨金制度」
をスタート！
淡路津名地区・播磨科学公園都市に立地したいと
いう企業の情報をご紹介ください。
成約に結びついた場合には報奨金（土地の代金の
２％・上限なし）をお支払いします。

充実の企業立地支援制度

播磨科学公園都市

（新）小野市市場地区

淡路津名地区

分譲価格 最大３割引！

兵庫県の地域創生に取り組むため、｢地域創生割引制度（20%、他の制度と併せて
最大 30%）｣ や｢中小企業支援ゾーン｣ を設け、企業の皆様の立地を支援します。
淡路津名地区

○地域創生割引制度

県外から本社機能を移転する企業等に分譲価格を20%割引

○あわじ環境未来島構想支援割引制度

地域ブランド発展企業などに分譲価格を20%割引
（併用は10%）

○公共岸壁等使用料助成制度

生穂地区等の公共岸壁及び埠頭の使用料を助成
（1/2）

○中小企業支援ゾーン制度

志筑地区全域で県内中小企業に特別価格（12,000円/㎡）
で分譲

◇本州と四国を結ぶ交通の要衝、
公共岸壁を完備
◇「あわじ環境未来島構想」
を淡路島全域で推進
◇明石海峡大橋ＥＴＣ車料金大幅値下げ
（H26.4）

○地質等事前調査費助成制度

事前調査のためのボーリング調査費を助成（１企業最大500万円）

○その他税制優遇措置、設備投資･雇用補助等

播磨科学公園都市
○地域創生割引制度

県外から本社機能を移転する企業等に分譲価格を20%割引

○研究開発型企業立地促進割引制度

研究開発型企業などに分譲価格を20%割引
（併用は10%）

○立地企業研究開発支援助成制度
SPring-8などの機器使用料を助成
（1/2）

○中小企業支援ゾーン制度

同ゾーンを設け県内中小企業に特別価格（10,000円/㎡）
で分譲

◇都市内には世界最高性能の大型放射光施設（SPring-8）
､
Ｘ線自由電子レーザーSACLA、
中型放射光ニュースバル
◇高度研究機関が連携して企業の研究開発を支援
◇固い地盤と低い地震発生率による高い安全性

○地質等事前調査費助成制度

事前調査のためのボーリング調査費を助成（１企業最大500万円）

○その他税制優遇措置、設備投資･雇用補助等

小野市市場地区・新たな産業団地の整備が進んでいます
企業立地の促進や雇用の創出など地域創生
に取り組むため、兵庫県企業庁と小野市が共
同で新たな産業団地を整備

兵庫県企業庁企業誘致課

○地
域
○事業期間
○分譲時期

兵庫県小野市市場地区（約40ha）
平成28〜33年度（予定）
平成31年度一部分譲開始（予定）

TEL 078-362-4326

兵庫県企業庁 産業用地

元気企業
訪問

今月の支援メニュー
ひょうご中小企業技術・
経営力評価制度

有限会社
宮田木工所

無垢材にこだわり
学校の机や椅子を製造
評価制度を活用し
経営課題の克服へ
苦境乗り越え学校向け用途を拡大

底し、
信頼感を高めています。
シックハ

を洗い出しながら改善策を探ってきま

ウス症候群などの原因ともいわれるホ

した。9月以降は、改善提案を基に現

小・中学校や高校の教室で使われる

ルムアルデヒドの放出量を抑えるべく、

場における取り組みをスタートさせる

木製の机や椅子、
ロッカー、書架など

接着剤・塗料に有害物質の含有量

予定です。
「まずは仕事を平準化する

を製造しています。
強みは、
ベニヤ板な

が最も少ない最上位規格のF☆☆☆

ために細かい仕事量をデータで見え

どを張り合わせた合板ではなく、
ナラ、

☆（Fフォースター）を採用しています。

る化し、標準品などについてはあらか

1955年の創業以来、一貫して、

タモ材などの無垢の素材を製材し使

じめ作り置きをするなどの対策を行っ

っていることです。
「合板より重たく、
コス

生産の平準化や5Sの取り組みも

トも高くなりますが、
なにより丈夫で、割

「ひょうご中小企業技術・経営力評

でいきたいと考えています」
と、現場を

れにくく、
けば立ちにくいなど、安全性

価制度」は、取引銀行からの勧めで

任されている取締役の宮田大伍さん

が高く、美観上も優れています」
と、代

活用を決定。木製家具の中でも無垢

は前向きな姿勢を見せます。

表取締役の宮田能秀さんは無垢材な

材にこだわって製造していることや、

らではの特長を語ります。

ベテランの職人が有する最終調整加

入。
今年も新たな機能が付いたNC機

80年代に入り大きな転機を迎えま

工などの技能について高い評価が得

械の導入を計画し、生産能力向上に

す。
売り上げの多くを占めていた児童、

られました。一方で、年度末などに仕

向けた設備投資も積極的に行ってい

生徒の個人机がこのころからスチール

事が 集中するため繁

製に切り替わり、仕事量が激減してし

閑の差が激しくビジネ

まったのです。一時は会社を畳むこと

スチャンスを失っている

を考えたほど影響は深刻でしたが、
一

こと、工場内の５S（整

般教室以外に目を向けることで活路を

理・整 頓・清 掃・清

開いていきます。

潔・しつけ）がなされて

例えば、工作室や美術室などで使

いないことなどの課題

われる工作台、作業台などの特殊形

について、指摘を受け

状の机や椅子、図書室用のカウンタ

ました。

ー、書架、
閲覧テーブルなどです。
「学

今年6月からは、
ひょ

校ごとのオーダーメードの需要に応え

うご産業活性化センタ

られることもあり、継続的に受注してい

ーから専門家の派遣を

ます」
学校向けは、健康面への配慮を徹

ていきます。
また5Sについても取り組ん

昨年末には新型のホゾ取機を導

受け、
これらの課題に
ついて、現状の問題点

工場内の５Ｓ活動に従業員全員で取り組みます
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今月の支援メニュー
ひょうご中小企業技術・
経営力評価制度
ます。
また、
地元神河町産のヒノキ材を

今後は、
学校以外の介護施設など

向け市場にもチャンスがあると捉えて

使った角椅子が、
7月から同町のふる

にも営業を掛けていくほか、
「 大手家

います」
と宮田取締役。
ぬくもりを持つ

さと納税の返礼品に加わり、
１週間で5

電量販店から丸椅子をインターネット

木製家具の需要に手応えを感じ、新

個の申し込みがあったそうです。

で扱いたいと打診を受けました。個人

たな市場への進出を目指しています。

会社概要
有限会社宮田木工所

所在地 神河町東柏尾706-1
代表取締役 宮田能秀
事業内容 木製家具・装備品の製造

支援メニュー講座

TEL 0790-32-0391
URL http://www.miyata-mokkou.jp/

ひょうご中小企業技術・経営力評価制度

あなたの会社の経営力・成長性を評価します
制度概要
中小企業の技術力・ノウハウや成長性、経営力等を評価し、担保に頼らない融資や経営改善を支援しま
す。製造業だけでなく保証協会の保証対象業種であればどんな業種でも評価します。
標 準 評 価 型： 6万7,000円（評価書発行手数料10万円のうち3万3,000円は当センターが負担）
オーダーメイド型：13万4,000円（評価書発行手数料20万円のうち6万6,000円は当センターが負担）
＜ひょうご中小企業技術・経営力評価制度は「イノベーションネットアワード2012」の「地域産業支援プログラ
ム優秀賞」や日本弁理士会の「知的財産活用賞」
（平成26年度）を受賞した兵庫県オリジナルの制度です＞

メリット
①専門家による客観的な評価により、自社の「強み、弱み」が分かります。
②新たな視点で事業改善のヒントが得られます。
③企業価値のPRや資金調達に活用できます。
④明らかになった課題に対し、ひょうご産業活性化センターほか各支援機関が支援策を提案します。

問い合わせは ひょうご産業活性化センター成長支援課

078-977-9077

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
夏のビッグイベント2017
「中小企業経
営・次世代産業参入セミナー」
のご案内

兵庫県では大きな成長が期待される航空・宇宙、
環境・エネルギー等の「次世代産業分野」の育成・
支援を行っています。特に航空機については自動車
の100倍となる約300万点の部品で構成されるため
産業の裾野が広く、中堅・中小企業の受注機会・技
術向上につながると期待されています。
そこで本年は、40年以上航空機関連事業に従事
し、国産初の民間ジェット旅客機「ＭＲＪ」の開発を
推進された三菱航空機（株）元社長の川井昭陽氏
をお迎えし、下記テーマでご講演いただきます。中小
企業や中小企業グループが航空機産業へ参入する
に際しての基礎的な知識に加え、将来の打ち手を考
える際の一助となることを期待いたします。皆さん奮っ
てご参加ください！
【日時】8月31日（木）13：00～15：00
【場所】ホテルオークラ神戸 1階「曙の間」
（神戸市中央区波止場町2-1）
【テーマ】民間航空機の歴史と展望
～三菱航空機元社長が語る～
【講師】川井昭陽氏 三菱航空機（株）元社長
【対象】県内中小企業の方など
【定員】120人（事前申し込み制、先着順）
【参加費】無料
【申し込み締め切り】8月18日（金）
※申し込み方法など詳細についてはHP（http://
web.hyogo-iic.ne.jp/oshirase/topics8201）を
ご覧ください
【問い合わせ先】創業推進部 異業種連携相談室
078-977-9073
078-977-9112
igyo@staff.hyogo-iic.ne.jp

クリエイティブ起業創出事業助成金
ビジネスプラン募集のご案内
独創性あふれるアイデアや優れた技術・技能を有
し、
新たな市場や価値を生み出す取り組みにチャレン

ジする若手起業家等を支援します。
【募集締め切り】8月31日（木）16：00必着
【対象事業】創造性や技能・技術により新たな価値
や市場を生み出すクリエイティブなものづくりやサー
ビス（デザイン・アート・コンテンツ・広告・ファッショ
ン等に限らず、
食・インテリア・伝統工芸品・観光な
どあらゆる分野を対象とする。
ただし、第一次産業
は除く）
※公序良俗に反する事業や、
公金の使途として社
会通念上不適切であると判断される事業（風営
法）により規制の対象となるもの等は対象外
【対象者】新規性や創造性に富んだビジネスプランを
有し、
平成28年4月1日から30年2月末日までに、
県
内で起業・第二創業した、
またはする予定のおおむ
ね40歳未満の方。
ただし、
特に優れたビジネスプラ
ンを有する方は年齢を問いません。
※注意事項を下記ＨＰに掲載していますので、
ご覧
ください
【対象経費】29年4月1日から30年2月末日までに支
払った次の経費
◦起業に係る経費（事務所開設費、初年度備品
費、
広告宣伝費等）
◦研究開発に係る経費（人件費、
試作・開発費）
〔空き家を活用する場合〕
◦空き家活用に要する経費（工事費）
【助成額】200万円以内（助成率1/2）
※空き家を活用する場合は別途100万円を加算
◦起業に係る経費：100万円以内（助成率1/2）
◦研 究開発に係る経費：100万円以内（助成率
1/2）
〔空き家を活用する場合〕
◦空き家活用に要する経費：100万円以内（助成
率1/2）
【審査方法】書面審査および公開審査
（ビジネスコンテスト形式）
※詳細についてはHP（http://web.hyogo-iic.ne.jp/
kigyo/creative）をご覧ください
【問い合わせ先】創業推進部 新事業課
078-977-9072
078-977-9112
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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
「次世代のリーダーを育てるための
合同新人研修・若手リーダー研修」
のご案内
大企業を中心とした雇用の拡大、少子高齢化による
将来的な労働人口の減少。
中小企業が優秀な人材を

▶問い合わせ先：兵庫県中小企業団体中央会 支援部
078-331-2045

「2017年度IPA中小企業情報セキュリティ
講習能力養成セミナー」
のご案内

確保するには、社内で人材を育成することが鍵となりま

中小企業が情報セキュリティ対策を実施・支援する

す。
人材育成に優れた企業は、
若手人材の入社動機に

際に必要な、
実践的な知識を学ぶことができます。組織

もなり採用時に有利です。
近畿経済産業局主催の研修

の研修にすぐ使える実践講座です。

です。

▶日時：8月23日（水）13：00～16：30

＜合同新人研修＞

▶場所：神戸市産業振興センター 10階レセプションルーム

▶日時：8月9日（水）
、
9月13日（水）
、
10月11日（水）
、
11月8日（水）
各日とも9：40〜16：30
＜若手リーダー研修＞
▶日時：8月24日（木）
、
9月21日（木）
、
11月8日（水）
各日とも13：00〜16：30
▶研修の特徴：新人研修とリーダー研修をセットで開催
①新人とリーダーの研修を並行して実施することで、研修内容の社
内業務へのフィードバックを促し、社内の組織的な人材育成を後
押しします。
②最終回（11月8日）は、
新人社員と若手リーダー社員の合同研修
を開催。教える側・教えられる側の目線を合わせ将来のビジョン
を共有することで、
信頼関係のある強い組織づくりを目指すセミナ
ーです。
※新人と若手リーダーのセット受講でお申し込みください（同部署の上
司・部下でなくても可）
。
なお、
定員に余裕がある場合のみ、
新人・若
手リーダーどちらか単独で受講いただくことが可能です
▶受講料：無料
※詳細についてはHP（https://www.chuokai.com/20170530155657.
html）をご覧ください
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   （神戸市中央区東川崎町1-8-4 神戸ハーバーランド内）
▶内容：
【第1部】
「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」の「5分で
できる！自社診断」を実施および解説します。
また「わが社
の情報セキュリティポリシー」を使ったセキュリティポリシー
策定の手順を学びます。
【第2部】
「10大脅威」や「映像で知る情報セキュリティ」を用いた講
習会の組み立て方や効果的な進め方を学びます。
【第3部】SECURITY ACTION制度講習会を開催される際の各種支
援策等をご案内します。
▶対象者：中小企業のIT担当者、情報セキュリティ担当者、教育担当
者、
中小企業に対して情報セキュリティ対策を支援する方
▶定員：100人（先着順）
▶受講料：無料（事前申し込み制）
※詳細についてはHP（https://www.hritmi.org/special-seminor/
2017ipa/）をご覧ください
▶問い合わせ先：特定非営利活動法人ヒューリット経営研究所
050-3153-1968
uketuke@hritmi.org

兵庫県信用保証協会かわら版

News form CGCH

『女性企業家支援チーム』のご案内
当協会では、女性ならではのアイデア、感性、経験を活かした事業の相談を女性職員が承る「女性企業家支援チ
ーム」を設置しています。今年度はチームを拡充し、各事務所・支所にチームを構成する女性職員を配置しています。

各事務所・支所または経営支援室（TEL 078-393-3920）までご連絡いただき、
「女性企業家支援チーム」とお申し出ください。
また下記の専用 E-mail でもご相談を承っています。

http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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健康アトランダム

口腔ケアと歯科健診について
公益財団法人

兵庫県健康財団

保健検診センター所長

熊谷 仁人

3.歯周病の予防のための定期的な健診について

1.はじめに
口腔ケアとか歯科健診、歯の健康といわれると、過

歯周病の予防は正しい歯みがきの習慣化です。毎

去に歯科で痛い思いをしてきた人にとってちょっと避け

日の生活習慣の中の地道な行為ですが正しく身につ

て通ろうか、
という気持ちが働くことが多いと思います。

けることが重要です。
しかし、正しく磨けているのかと

昨今、生活習慣病予防の考えはかなり浸透してい

いう判断は難しく、毎日歯を磨いていても歯並びや磨

て、やせる方法、脂肪を燃焼させる食品、健康グッズ

き方によって磨き残しがあり、
プラークがたまりやすい

ちまた

は巷にあふれている感があります。
その一方で、食事

状態は自分ではわかりません。
そのため自分の状態に

の最初の部分である口腔の健康については、普段気

あった適切な歯みがきの方法を一度教えてもらうこと

にしないままずっと過ごしている身にとって「何をいまさ

が大切であり、定期的な検査による軌道修正も必要

ら・
・
・」という部分であり、
「改めて教えてもらうことはな

です。

い」とか、
「ちゃんと歯磨きしとるで」
「何かあったら歯科
に行くわ」と思う人が多いのではないでしょうか。

全身の生活習慣病の健診同様、現在の状態を知る
ために歯や口腔の健診を受けることが大切です。
プラ

しかし、最近しっかり噛んで、飲み込むという当たり

ークの状態を含めた歯周病の検査、歯石の除去など

前の、意識しない動作が健康維持に大きな役割を持

の歯のクリーニングなどのほかに歯みがきの指導が役

ち、口腔ケアが生活習慣病の予防、治療に大きく関与

に立ちます。

していることが指摘されています。
4.おわりに
2.健康施策としての歯・口腔の健康

メタボ健診では食事や運動が中心になりますが、快

平成24年に策定された「第2次国民健康づくり運動

適な生活に歯・口腔の健康はかかせません。健康は

（健康日本21〈第二次〉
）
」では生活習慣病の発症予

口から、歯科健診やかかりつけ医で歯周病の定期的

防、健康寿命の延伸等が基本的方向とされ、
それらを

なチェックを行い、正しい歯みがきの指導を受けること

実現するために食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯・

は必要で、虫歯の早期発見、早期治療にもつながり、

口腔の健康に関する生活習慣の改善が重要だとされ

歯を長持ちさせることに役立ちます。
少なくとも年に1、2回は歯科健診、口腔内のケア、歯

ています。
歯を失う一番の原因はプラーク（歯垢）の中に潜
む歯周病菌が引き起こす歯周病であり、菌が増殖する
と歯周組織の炎症のほかに全身にも影響が及び、肥
満、糖尿病、動脈硬化からの脳・心臓の血管の疾患な

みがきの指導を受けられることをお勧めします。
（参考）
「今さら聞けない！歯と口の健康情報」ＮＨＫテキスト「きょう
の健康」2017.6

どにも関与することが指摘されています。
しっかり噛ん
そしゃく

えん げ

で、
スムーズに飲み込むという咀嚼や嚥下の機能は病
気や老化が原因で弱まり、放置するとさまざまな病気の
原因にもなります。
もちろんストレスや喫煙が炎症を起こしやすいため、歯
の健康面からもこれらの生活習慣の見直しが必要です。
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公益財団法人 兵庫県健康財団
〒652-0032 神戸市兵庫区荒田町 2-1-12
078-579-3400

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

相続税・贈与税・土地住宅税制等の注目すべき
平成29年度改正点 ―広大地評価の見直し―
広大地の評価について、評価方法の見直しと、適用
要件の明確化が行われます。

（１）評価方法の見直し

現行の評価方法では、
土地の形状にかかわらず、
面
積が同じであれば評価額が同じになります。
そのため、
実際の取引価格に差があるにもかかわらず、
面積が同
じであれば相続税評価額は同じになってしまいます。
そこで、
現行の評価方法で考慮されていなかった、
形状
と面積を考慮した補正率により評価することとなりました。

（３）適用時期

平成３０年１月１日以後の相続、
遺贈または贈与により
取得した、
財産の評価に適用されます。

図表１ 現行の広大地の評価
取引価格 1億円

面積・奥行・不整形地

不整形地

相続税評価額
6,000万円

奥行

奥行

1,500㎡

を加味して評価

道路負担

道路負担

＜現行の広大地評価の適用要件＞
広大地評価の適用を受けるためには、
評価対象地が
下記の要件を満たす必要があります。
１ その地域における標準的な宅地の地積に比して著
しく地積が広大であること

面積・奥行

を加味して評価

道路負担

現行では、
下記の要件に該当するか否かの明確な判
断基準がないため、広大地評価の適用については、
非
常に慎重な判断が必要となっています。
よって、
改正によ
り明確化されることになりましたが、具体的にどのように
明確化されるかは現状では分かっておりません。

取引価格 6,500万円

図表２ 改正後の広大地評価

道路負担

(２) 適用要件の明確化

２ 開発行為を行うとした場合に、
公共公益的施設用
地が必要であること
３ 大規模工場用地に該当しないこと
４ マンションの敷地用地に適していないこと

1,500㎡
相続税評価額
6,000万円

現行の広大地の評価
＝路線価×広大地補正率×面積
※広大地補正率（下限0.35）

＝0.6－0.05×広大地の面積／1,000㎡

改正後の広大地の評価
＝路線価×面積×補正率(※1)×

規模格差補正率（※２）
※１ 形状(不整形・奥行)を考慮した補正率
※２ 面積を考慮した補正率
注）補正率は全て外部専門業者の実態調査に基づき
設定

参照：
「平成29年度税制改正で資産に関わる税金はどう変わる？」
TKC出版
※Tax&Lawの最新記事およびバックナンバーを当センターのHP
（http://web.hyogo-iic.ne.jp/johoteikyo/taxlaw）
に掲載しています

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6月の県下中小企業の業績動向 は314社で黒字企業比率は49.5％。純売上
は次の通り。調査対象企業3,612社のうち黒 高は、対前年同月比で99.1％と減少。しかし
字企業は51.1％で1,849社。全産業の平均
売上高総利益率は23.4％で対前年同月比
売上高は対前年同月比で97.1％と減少。業 101.7％とやや改善。売上高経常利益率は
種別で見ると、前年を上回るのは、不動産業
6.0％で対前年同月比109.0％と改善。経常
103.8%、製造業100.0％で、その他の業種は 利益金額は、前年同月比107.1％で売上高と
前年を下回っている。建設業が99.1％、情報 は逆に改善している。
通信業94.3％、運輸業、郵便業99.1％、卸売 【製造業】調査対象企業591社中、黒字企業
業96.5％、小売業96.6％、宿泊業、飲食サー は310社で黒字企業比率は52.4％である。純
ビス業95.0％、サービス業87.3％。
売上高は、対前年同月比で100.0％と横ばい。
また、全産業の売上高総利益率は27.1％ 売上高総利益率は22.4％で対前年同月比
で対前年同月比は103.8％。売上高経常利
104.6％、売上高経常利益率は5.3％で対前
益率は3.8％で対前年同月比108.5％。総利 年同月比117.7％と改善している。経常利益
益率、経常利益率共に前年を上回っている。 額は対前年同月比115.6％で増加している。
【建設業】調査対象企業634社中、黒字企業 【不動産業】調査対象企業278社中、黒字企

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

宮﨑 敦史

業は163社で黒字企業比率は58.6％。純売
上高は、対前年同月比で103.8％と増加。売
上高総利益率は61.9％で対前年同月比99.5
％と減少している。売上高経常利益率は4.3
％で対前年同月比179.1％と改善。経常利
益額も対前年同月比180.3％と金額も増加し
ている。
【サービス業】調査対象企業137社中、黒字
企業は59社で黒字企業比率は43.0％。純売
上高は対前年同月比で87.3％と減少してい
る。売上高総利益率は39.3％で前年同月比
110.0％。売上高経常利益率は、9.1％で対
前年同月比79.1％と減少。経常利益額は、
前年同月比69.1％と前年を大きく割り込んで
いる。
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医療分野の製品を手掛け信頼度向上
難度が高い素材に挑戦し
切削加工の技術力にさらに磨きを

成長期待企業
の
イチオシ！

医療用ファントム

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

株式会社糸井樹脂製作所

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。

医療用ファントム

◎株式会社糸井樹脂製作所の
医療用ファントム

国内で医療用ファントムの製造を手掛

水処理装置向けなど取引先が広がって

ける数少ないメーカーの一つです。
医療

おり、量産前の試作品や研究設備向け

用ファントムは人体の臓器を簡易的に模

の少量品を中心に製造しています。
中で

した樹脂成形物で、
CTやMRI、
PETとい

も得意としているのは20ミクロンの寸法

った放射線画像装置の撮影性能をチェ

精度が要求される3次元精密切削加工。

ックする目的で使われます。開発に着手

近年は、
電気自動車に使われるガラス繊

したのは2002年のこと。放射性物質を

維を混ぜ込んだ耐熱性の高いプラスチ

含んだ液体を内部に満たすため漏水は

ックをはじめ、加工難易度の高い素材に

絶対に許されず、
わずかな形状の違い

も挑んでいます。

や精度の狂いが正確な撮影に影響を

糸井専務は、
海外展開に積極的な樹

及ぼすため「完成品といえるまでには10

脂成形メーカーで1年半勤務した後、
7年

年ほど要したと聞いています」
と専務の

前に3代目代表を継承すべく糸井樹脂

糸井将之さんは言います。

製作所に入社しました。
「前職では品質

製造依頼主が放射線医学会の第一

向上に向け絶え間ない努力を続けてい

人者であるため、
そのネットワークで受注

る姿勢を学びました。
こうした風土をいか

が増えており、乳がん検査、脳ドック向け

に社内に根付かせるかを考えています」
。

とラインアップも増えつつあります。
「医療

技能伝承を大切にしながら、新しい製

分野向け製品を手掛けていることで当社

法、
加工法のアイデアが採り入れられるよ

の製品全体に対する信頼も厚くなったと

う若手の技術者を展示会に連れ出すな

思います」

どしており、
成長を実感しているそうです。

1950年の創業で、
当初はベークライト

｢精密樹脂加工のことなら糸井へ、
と名

を使った樹脂切削加工品を主に製造し

前が挙がるように」
と、
切削加工技術にさ

ていました。
現在では自動車、
鉄道車両、

らに磨きを掛けていこうとしています。

各種精密樹脂加工品

株式会社糸井樹脂製作所／所在地：神戸市兵庫区高松町2-3／代表取締役：糸井英夫
事業内容：各種樹脂精密加工、各種金属精密加工、医療用ファントム製造
078-681-7121／
http://www.itoijusi.com/

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」に登場する宮田木工所の工場には
学校で使われる木製椅子が出荷を待っていました。
ス
チール製が主流になりつつある中、今なお木のぬくも
りを大切にし、木製を使い続けている学校もあると聞
いて温かい気持ちになりました。
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