
ひょうご産業活性化センター通信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は、設備の近代化や経営
の合理化を図ろうとする小中規模事業者に代わってメー
カーから設備を購入し、これを事業者に長期かつ固定
金利で貸与する設備貸与制度を設けています。食品包
装業の株式会社エイティロジテックは、最新鋭の設備を
そろえることこそが次の仕事を呼び込む、との考えから積
極的に制度を活用しています。
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◦情報カレンダー

◦兵庫県信用保証協会かわら版
　�『女性創業セミナー』
　開催のご案内
◦健康アトランダム
　アルコール（飲酒）
　について
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兵庫県企業庁産業用地のご案内

○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
○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）◇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） ○その他税制優遇措置、設備投資･雇用補助等

充実の企業立地支援制度　分譲価格  最大３割引！

播磨科学公園都市

淡路津名地区

（新）ひょうご小野産業団地

○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
○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）

◇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　　域　兵庫県小野市市場地区（約40ha）
○事業期間　平成28～33年度（予定）  
○分譲時期　平成31年度一部分譲開始（予定）

○その他税制優遇措置、設備投資･雇用補助等

兵庫県企業庁 産業用地兵庫県企業庁企業誘致課 TEL 078-362-4326

淡路津名地区

播磨科学公園都市

「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。　

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

新たな産業団地「ひょうご小野産業団地」の整備が進んでいます

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。



JUMP 3

先々を見据えた
設備投資で
食品包装業界の
先頭をひた走る

設備投資こそ最大の戦略
　同社では新たに導入した包装機の
稼働が今まさに始まろうとしています。
菓子メーカー向けにキャンディーを名
刺サイズ大のパッケージに包装する専
用機で、1日に数万個単位で生産でき
ます。「コンビニやスーパーなどに並ぶ
新製品の動向を見ていると、食品包
装で求められているニーズが手に取る
ように分かります」と阿曽師郎社長。

「名刺サイズ大の包装機のニーズはい
ずれ拡大する」と予測し、同様の包装
機をすでに3年前から導入して受注
拡大の機会をうかがっていました。
　「リスクはありますが、大量に発注が
来てから機械を準備するのではチャン
スを逃します。エイティロジテックだった
ら流行の包装にすぐに対応してくれる
という評判を立て、受注を呼び込むの
が当社の戦略です」
　計量器、包装機をはじめとする設備
投資は5年で3億円程度を目安に行っ
ていますが、以前は民間リース会社か
らのリース契約で導入していました。 
3年前に、ひょうご産業活性化センター
の設備貸与制度を知ってからは年間
3、4台の新規設備投資に全て同制度
を活用しています。「まず金利が安い。
そして割賦支払いの完済後は設備が

当社所有になるため、リースのような再
リース料の負担が無いことも大きいの
です」とメリットを語ります。

年間通して安定受注を確保
　もともと左官工として建設現場で働
いていたという経歴を持つ阿曽社長。
たまたま知人からチョコレートの包装
加工の仕事を依頼されたことがきっか
けとなり、38歳の時にこの業界へ。チョ
コレートは季節商品で仕事の量の変
動が激しくパート従業員の定着が難し
かったため、思い切って設備を購入
し、年間を通して安定的に操業できる
よう受注を確保してきました。その結
果、現在ではチョコレートなどの「菓子
事業部」、カレーやスパイスなどの「ス
パイス事業部」、ナッツ類などの「乾物
事業部」の3事
業部体制を敷く
までに成長しまし
た。「スパイスは
匂いがきついた
め同業他社がや
りたがらない領域
ですが、実は年
間を通してほとん
ど消費量の変化
のない安定商品

なのです」と阿曽社長。「コンスタント
に受注があるので、仕事が欲しいから
残業をしてでも受注を取るというような
無理なことをせずに済みます。それが
従業員の定着にもつながっています」

衛生管理でも常に先を行く
　食品メーカーの多くは最終工程で
ある包装業務を外部に委託しており、

「人手不足により外部委託の流れはま
すます強まる」と見通しています。ただ、
異物混入など万一のことがあれば企
業の存続を揺るがしかねず、徹底し
た衛生管理が求められています。この
面においても同社の取り組みは早く、
6年前から工場内に360度見渡せる
カメラを20台配置しいつでもスマート
フォンから見れる仕組みを整えました。

設備貸与制度で導入した包装機

元気企業
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株式会社
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設備貸与制度
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3年前には食品安全システム認証 
FSSC 22000も取得。こうした取り組
みがさらなる受注の獲得につながっ
ています。

　「昨年宍粟市に新設した工場の隣
接地に、5年後、新工場を整備する予
定」と阿曽社長。新工場には取引先
のメーカーの製品在庫スペース確保

の要請に応え、メーカーが出荷したい
時に出荷できる体制も整える予定で、
常にニーズを先取りしながら前進を続
けています。

所在地　加西市常吉町字東畑922-194
代表取締役社長　阿曽師郎
事業内容　食品包装業

TEL 0790-47-1516
URL https://at-logitec.co.jp/会社概要

株式会社エイティロジテック

設備貸与制度
今月の支援メニュー

設備貸与制度の活用で経営基盤を強化
支援メニュー講座 設備貸与制度

問い合わせは ひょうご産業活性化センター設備投資支援室 078-977-9086

　設備の増強・更新を図ろうとする中小企業の方に代わってセンターが設備を購入し、中小企業の方に長期
（10年以内）かつ固定金利（年率0.70％〜1.95％）で割賦販売またはリースするものです。昨年度から10％
の保証金が原則不要となりました。

　最大のメリットは、金融機関の借り入れ枠や信用保証協会の保証枠とは別枠で利用できることです。ま
た、設備貸与制度のみならず当センターは、曜日ごとに中小企業診断士等の専門家による無料の窓口相談
を随時受け付けています。さらに当センターは中小企業支援機関との連携により県内企業を支援する「中小
企業支援ネットひょうご」を活用し、経営・技術・情報などさまざまなサポート体制が構築されていますの
で、制度利用後のフォローアップを含めた手厚いサポートがあるのも特長です。

　設備の更新、新規導入、省エネへの取り組みをご検討されている方はぜひ設備貸与制度の利用をご検討く
ださい。

制度概要

メリット
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C A L E N D A RC A L E N D A R
　県では、地域で頑張る県内中小企業者から、ふるさ
との応援・成長に資する優れたビジネスプランを「キラ
リひょうごプロジェクト」として募集・選定し、ふるさと投
資（投資型クラウド・ファンディング）を活用した資金
調達や応援者づくりに対する各種支援を行う「ひょう
ごふるさと応援・成長支援事業」を実施しています。
　セミナーでは、本事業におけるふるさと投資の活用
と、当プロジェクトの魅力や事業者の思いを紹介します。

【日時】2月20日(火)19：00〜21：00 
【場所】グランフロント大阪うめきたSHIPホール2階
　　　（大阪市北区大深町4-1） 

【内容】
　1．ひょうごふるさと応援・成長支援事業の紹介 
　2．「キラリひょうごプロジェクト」の紹介 
　　○ ふるさと投資（投資型クラウド・ファンディン

グ）の仕組み 
　　○ 平成29年度選定事業者によるプロジェクト紹介 
　　○ 交流会（商品の展示・試食の実施を予定） 

【参加費】無料
【主催】兵庫県、(公財)ひょうご産業活性化センター、

ミュージックセキュリティーズ(株) 
【申し込み】ウェブサイト「セキュリテ」(https://www.

securite.jp/news/event)の「イベント情報」から
お申し込みください。 

【問い合わせ先】［事務局］ミュージックセキュリティー
ズ(株) 西日本支社　〔担当〕周

   06-6485-7397 　 06-6485-7225

　県下各地域で72の異業種交流グループがさまざ
まなテーマで活動しています。
　「マーケットインの視点からどのようにしてアイデアを
生み出し、新しいビジネスを実現していくべきか」。こう
した課題に応え、異業種交流の進め方や商品化、ブ
ランド化、情報発信について実践的なヒントを分かり
やすく解説するセミナーを開催します。講師による個
別相談会も実施します（原則事前申し込み制）。奮っ
てご参加ください！

【日時】2月19日（月）14：00〜16：00
【場所】神戸市産業振興センター8階802会議室
　　　（神戸市中央区東川崎町1-8-4）

【内容】「ストーリーづくりで商品を売り込もう」
　　　〜独自の強みをしっかり情報発信〜

【講師】石本和治氏
　　　1031ビジネスコンサルティング代表
　　　大阪デザインセンター理事

【対象】異業種交流グループのメンバー、商工会議
所・商工会等の担当者、異業種交流に関心のあ
る中小企業の方

【定員】50人（先着順）
【参加費】無料
【申し込み締め切り】2月9日（金）
※ 詳細については、HP（https://web.hyogo-iic.

ne.jp/oshirase/topics8541）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 

「異業種交流グループ課題解決セミナー」
のご案内

「キラリひょうごプロジェクトセミナー」
のご案内

　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12月の県下中小企業の業績動
向は次の通り。調査対象企業3,501社のう
ち、黒字企業は半数をやや下回る48.9％
の1,715社。全産業の純売上高は、対前年
同月比99.1％と減少した。これを業種別に
見ると、製造業が102.3％、卸売業が101.5
％、情報通信業が100.8％と前年を上回り、
一方、運輸・郵便業が99.7%、宿泊業・飲
食業が95.1%、小売業が98.6％、建設業が
97.3%、不動産業が89.6%、サービス業が
91.6％と前年を下回っている。
　また、全産業の売上総利益率は27.8％で
対前年同月比101.8％、売上高経常利益率
は4.0%で対前年同月比114.2％である。売
上高は対前年同月比で減少したが、売上総
利益率、売上高経常利益率ともに、前年より

も改善している。
【建設業】調査対象企業613社中、黒字企
業は280社で黒字企業比率は45.6％。純売
上高は、対前年同月比で97.3％と減少して
いる。売上高総利益率は25.2％で対前年同
月比101.6％、売上高経常利益率は7.3％で
対前年同月比102.8％と両方とも増加。経常
利益金額は、対前年同月比100.2％で実額
も微増である。

【製造業】調査対象企業583社中、黒字企
業は312社で黒字企業比率は53.5％。純売
上高は、対前年同月比で102.3％とやや増
加。売上高総利益率は23.4％で対前年同月
比105.8％、売上高経常利益率は6.9％で対
前年同月比138.0％と改善。経常利益額は
対前年同月比142.1％と大きく増加している。

【不動産業】調査対象企業267社中、黒字
企業は148社で黒字企業比率は55.4％。純
売上高は、対前年同月比で89.6％と大きく
減少している。売上高総利益率は60.4％で
対前年同月比102.1％と増加。売上高経常
利益率は2.9％で対前年同月比61.7％と減
少。経常利益額についても対前年同月比
55.2％と金額も大きく減少している。

【サービス業】調査対象企業131社中、黒字
企業は55社で黒字企業比率は41.9％。純
売上高は対前年同月比で91.6％と減少して
いる。売上高総利益率は43.6％で前年同月
比105.8％。売上高経常利益率は、2.3％で
対前年同月比76.6％と大きく減少。経常利
益額は、対前年同月比70.6％と前年を大きく
割り込んでいる。

県内業種別企業業績動向速報解説
ＴＫＣ近畿兵庫会

神戸中央支部・税理士
宮﨑 敦史
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「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！

　日本経済の現状はどうなっているのか、どうなるのか。
地元・兵庫県の経済の現状と今後の課題は？など、経
済の現状と今後の動きが気になる方は、ぜひご参加くだ
さい。
▶日時：2月14日（水）18：30〜20：30

▶場所：神戸市産業振興センター9階901号室

　　  　（神戸市中央区東川崎町1-8-4）

▶内容：日本銀行神戸支店長が語る！「最近の金融・経済情勢について」

▶講師：石井正信氏　日本銀行神戸支店長

▶参加費：無料

▶定員：100人（事前申込制。先着順）

※ 申込方法等、詳細についてはHP（http://www.shindan-hg.com/

archives/1142）をご覧ください

▶問い合わせ先：

　（一社）兵庫県中小企業診断士協会　 078-362-6000

　各回ごと、4つのテーマでセミナーを開催します。ぜひ
ご参加ください。
▶日時・テーマ：

　2月17日（土）第1回「状況を調べる」

　2月24日（土）第2回「価値をつくる」

　3月 3 日（土）第3回「体制をつくる」

　3月10日（土）第4回「動き出す」

　※時間は各回とも13：00〜17：00

▶場所：神戸ファッションマート 

　　  　（神戸市東灘区向洋町中6-9）

▶定員：各回15人（各回締め切りあり。先着順）

▶参加費：無料

※ 詳細についてはHP（http://www.soho-plaza.com/service/

seminar.php）をご覧ください

▶問い合わせ先：（株）神戸商工貿易センター神戸ファッションマート

　SOHOプラザ事務局　 078-857-8102

　本講演では、水素社会実現の重要な要素となる燃
料電池車（FCV）および水素ステーションにおける各分
野のフロントランナー企業であるトヨタ自動車（株）と岩
谷産業（株）から講師をお招きし、次世代エネルギーと
して注目される水素の特徴やインフラ整備の課題、各社
の水素社会実現に向けた最新の動向などについてお
話いただきます。

▶日時：2月22日（木）14：00〜17：30

▶場所：姫路商工会議所 2階大ホール（姫路市下寺町43）

▶参加費：無料　※交流会参加者は3,000円

▶定員：100人（先着順）

▶内容：

　講演会　14：00〜16：15

　○「水素社会の実現に向けた最新動向について」

　　講師　繁森敦氏　岩谷産業（株） 

　　　　　上級理事 中央研究所副所長

　○「燃料電池自動車MIRAIの開発と水素社会実現に向けたチャレ

ンジ」

　　 講師　 田中義和氏

　　　　　トヨタ自動車（株） Mid-size Vehicle Company

　　　　　MS製品企画 チーフエンジニア

　交流会　16：30〜17：30 

※ 申込方法等、詳細についてはHP（https://www.himeji-cci.or.jp/

seminars_events/18022202.html）をご覧ください

▶問い合わせ先：姫路商工会議所 中小企業相談所（産業政策担当）

　 079-223-6555

　新たに起業・創業をお考えの方、創業後間もない法
人・個人事業主の皆さまに、さまざまな方面からご案内
をさせていただきます。
▶日時：2月24日（土）13：00〜16：30

▶場所：スペースアルファ三宮 特大会議室

　　  　（神戸市中央区三宮町1-9-1 三宮センタープラザ東館6階）

▶�対象：新たに事業を起こそうとしている方、創業間もない方、将来、

起業・創業をお考えの方

▶内容：

　第1部　13：10〜14：20

　○ビジネスプランの作り方

　　講師　 若槻とも子氏

　　　　　兵庫県中小企業団体中央会ビジネスコーディネーター

　　　　　兵庫太和税理士法人 芦屋営業所長 税理士

　第2部　14：30〜15：10

　○数学力講座　

　　講師　小西孝之氏　税理士法人神戸会計社 副所長

　第3部　15：20〜16：20

　○資金調達方法・補助金等の活用術

　　講師　◦ 中塚博和氏　日本政策金融公庫 国民生活事業

　　　　　　神戸創業支援センター 所長

　　　　　◦みなと銀行 法人業務部

　　　　　◦神戸商工会議所 経営支援センター

▶定員：120人（先着順）

▶申し込み締め切り：2月22日（木）

※ 申込方法等、詳細についてはHP（http://www.minatobk.co.jp/

corporate/）をご覧ください

▶問い合わせ先：株式会社みなと銀行 法人業務部

　 078-333-3201

情報カレンダー Information Calendar

挑戦する
企業の
応援団

兵庫県中小企業診断士協会オープンセミナー
のご案内

2017年度起業セミナー「起業の基礎を学んで
ビジネスプランを作ろう！」のご案内

ものづくりシンポジウム2018
「加速する水素社会への道」のご案内

「起業・創業支援セミナー2018」のご案内
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News form CGCH

http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp

兵庫県信用保証協会かわら版

『女性創業セミナー』開催のご案内
　創業に興味がある女性や創業間もない女性経営者を応援する「女性創業セミナー」を開
催します。
　本セミナーはこれまで神戸市で2回開催し、ご好評をいただいており、今回は播磨地域での
創業を支援するため、初めて姫路市で開催します。
　具体的な計画をお持ちでなくても大歓迎です。新しいことにチャレンジしたいと思っている女
性の皆様の参加をお待ちしています。

主催　兵庫県信用保証協会
後援　�近畿経済産業局、近畿財務局�神戸財務事務所、兵庫県、姫路市、姫路商工会議所、姫路市商工会、
　　　（公財）ひょうご産業活性化センター、兵庫県中小企業団体中央会、（公財）新産業創造研究機構、
　　　（一社）兵庫県中小企業診断士協会、但馬銀行、みなと銀行、姫路信用金庫、播州信用金庫、兵庫信用金庫、
　　　但馬信用金庫、西兵庫信用金庫、但陽信用金庫、兵庫県信用組合、淡陽信用組合、日本政策金融公庫

（1）トークセッション　（13：30～14：50）

　▶女性創業者の体験談が聞ける
　▶創業に必要な知識や情報を提供

（2）交流会　（15：00～16：00）

　▶パネリストも交えて自由に交流
　　（ケーキ、お茶あり）

（3）個別相談会　（16：00～17：00）

　▶女性の中小企業診断士による無料の個別相談会を実施（要予約）

【パネリスト】
増田 榮子 氏　（レゴリス メディカル ビューティー 代表）
オカモト ヨシコ 氏　（御崎ガラス舎 代表）
嶋 えりか 氏　（中小企業診断士）

【ファシリテーター】
桑田 稜子 氏　（播磨リビング新聞社 編集長）

詳細につきましては、当協会ホームページ、または経営支援室�女性企業家支援チーム
（078-393-3910）までお問い合わせください。

【お申込み方法】　FAXまたはWEBにてお申込みを承ります。

（FAX）チラシの裏面に必要事項をご記入の上、【078-393-3980】にお送りください。
※チラシは各事務所・支所に備え付けています。また、当協会ホームページからもダウンロードできます。

（WEB）当協会ホームページにアクセスしていただき、必要事項をご入力の上、送信してください。

【締め切り】 2月15日（先着順）　
※後日案内状を送付いたします。定員になり次第、申し込みを締め切ります。

参加費無料
先着30名様
（予約制）

【日時】2月24日（土）　13：30～17：00
　　　　　　　　　　 （受付開始13：00）

【会場】兵庫県信用保証協会　姫路事務所
　　　（姫路市東延末3-27-2）

【対象】創業に興味がある女性、
　　　創業間もない女性経営者

【会場MAP】

兵庫県信用保証協会 検索



JUMP8

健康アトランダム

アルコール（飲酒）について
3.アルコールとの付き合い方
　健康被害も、アルコールと適切に付き合うことでそのリ
スクは減ります。1日のお勧めの量は「適量」です。エタノ
ールにして20g、日本酒1合、ビール中ビン1本、ウイスキー
ダブル1杯に相当します。また、日本酒を2合程度飲むと、
肝臓での代謝は6－7時間かかるといわれ、睡眠中も肝
臓はひたすら働かなければなりません。肝臓は大きい臓
器ですので、あまり自覚症状は出ませんが、血液検査で
のγ-GTPの上昇は肝臓が疲れてきているサインと考え
られます。たまにはお休みを、ということで休肝日が1－2
日必要です。アルコール健康医学協会では週休2日（2
－3日飲んで1日休み）を勧めています。

4.まとめ
　以上飲酒について述べました。アルコールの健康被
害について、おそらくそれほど浸透していないのが実状
です。発ガンの危険性もタバコでは受動喫煙も含めて
強調されていますが、飲酒についてはあまり言われてい
ません。テレビのCMも高頻度に目にするところです（実
際には自主規制はあります）。
　要は楽しく、健康への影響も少なく、長い間飲めること
が大切です。そのためにはルールが必要で、適量、休肝
日を今年のキーワードとしてお勧めします。

1.はじめに
　冬到来。寒さなんて吹き飛ばせ！ということで宴会の
季節がやってきました。宴会には欠かせない酒、「酒は百
薬の長」「酒が取り持つ縁」など飲酒を肯定的に捉えた
用語は多数あります。その一方で飲酒の、特に健康に与
える影響についても指摘されています。健診でも、問診で
「毎日、2－3合以上」飲んでいる欄に丸をつけ、血液検
査でγ-GTPが基準値を大きく外れる人が結構います。
　アルコールの健康障害は急性症状（急性アルコール
中毒）と慢性症状に分けられますが、問題になるのは後
者です。今回はアルコールについてふれます。

2.アルコールの健康被害について
　アルコールの健康被害の特徴として、①種々の臓器
障害があること　②生活習慣との密接な関係があること
などがあげられます。臓器の直接的な障害のほか、つま
みなどの食べ過ぎによる肥満もメタボとの関連で重要で
す。また飲酒運転、暴力など種々の社会問題の原因で
あることは周知の通りです。
　2010年、世界保健機関（WHO）は「アルコールが健
康障害の主要なリスクの要因のひとつであり、若年死、
身体障害を引き起こすリスクである」と指摘しました。そ
の主なものは精神疾患、心血管疾患、肝硬変、感染症
（HIV/AIDS）、結核、偶発的で意図的な障害（交通事
故、暴力、自殺など）でした。
　また国際がん研究機関（IARC）は2012年にエタノー
ル、その体内での代謝物であるアセトアルデヒド、さらにア
ルコール飲料を発がん性分類のGroup1（ヒトに対する
発がん性が認められる）に分類しました。
　国内の研究でも、飲酒量の増加によるリスクの増大が
指摘されています（適量飲酒ではリスクが最小のものも
あります）。

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

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

◦�多目的コホート研究「飲酒および飲酒パターンと全死亡・
主要死因との関連について」
◦�アルコール健康医学協会　「適正飲酒の10か条」

参考
資料



JUMP 9

ＴＫＣ近畿兵庫会　姫路支部・税理士　山本清尊

T a x & L a w 経営に関するアドバイスをご紹介します。

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
平成30年度税制改正大綱  　　　　　　　　　　　　　　　　　

※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

（１）雇用確保要件の見直し
　従業員の少ない小規模事業者に配慮し、納税猶予が取り消されてしまう事由になる雇用確保要件である維持すべ
き従業員数の計算〔相続開始時または贈与時の従業員数×80%〕において、1人に満たない端数を切り捨てることと
されました。
　相続開始時または贈与時の常時使用従業員数に100分の80を掛けて計算した数に1人に満たない端数があると
きは、これを切り捨てることとされました。改正前はこの端数処理は、切り上げでした。ただし、相続開始時または贈与時
の常時使用従業員が1人の場合には、1人となります。

(２) 相続時精算課税制度との併用を可能に
　贈与税の納税猶予の適用を受ける株式等について、相続時精算課税制度の適用が可能となりました。ただし、親
族外承継の場合には相続時精算課税制度の適用はありませんので、ご注意ください。
　　

（３）適用時期
　上記の改正は、平成29年1月1日以後に相続もしくは遺贈または贈与により取得する財産に係る相続税または贈与
税について適用されます。

注：�平成30年度税制改正大綱（平成29年12月14日）によれば、上記雇用要件の見直しをさらに緩和し、雇用確保要件で
ある80％を撤廃するとされています。

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 5
―非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し―

雇用確保要件の見直し
改正前 改正後

5人→4人　○ 5人→4人　○
4人→3人　× 4人→3人　○
3人→2人　× 3人→2人　○
2人→1人　× 2人→1人　○
1人→0人　× 1人→0人　× ※ 矢印の左側は常時使用従業員数、右側は維持すべき従業員数
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原料、製法に工夫を凝らし
多種多様な商品作り
手延べ麺の可能性を広げる

手
延
べ
麺

明
和
株
式
会
社

　手延べそうめんの技術を生かし、原料
や製法に工夫を凝らした麺類を製造。
中元・歳暮の贈答用を中心に、主に百
貨店や通販ルートで販売しています。
　1950年にマッチ製造業として創業しま
したが、76年に多角化の一環でそうめん
製造に着手しました。西播磨地域のそう
めん製造業者の大半は「揖保乃糸」を
統一ブランドとする兵庫県手延素麺協
同組合に加盟していますが、同社はその
道を選ばず独立独歩の姿勢を貫きます。
「ルールに縛られることなく、アイデアを生
かした商品を作りたいという気持ちがあ
ったようです」と、魚田峯男会長は先代
の思いを代弁します。
　以来、手延べそうめんだけでなく手延
べうどん、血液の流れをよくする韃靼ソバ
を原料に使った「手延韃靼蕎麦」、兵庫
県産小麦を使った「姫路城うどん」など
数多くの商品を送り出してきました。
　その後、乾麺にして発酵を止めた後に

蒸気を加えて柔らかくした半生手延べ
麺（うどん、パスタ）を開発。生麺の食感
を持ちながら賞味期限が製造日から90
日間と長いのが特長です。その技術の
延長線上で、ハート型や結び型など自由
に麺を成型した手延べうどんを開発、ま
た昨年には、神戸学院大学栄養学部と
共同で半生手延べうどんに食物繊維を
混ぜ込んだ「一生健麺」を開発しました。
「食物繊維は血圧の低下や脂質代謝
の活発化につながるといわれており、高
齢者施設などに販路を開拓していきた
い」と展示会などで積極的に売り込みを
掛けていこうとしています。
　「次は半生手延べそうめんの開発を進
めていきたい」と語る魚田会長。「大手と
同じことをやっていたのでは埋もれるだ
け。世の中のニーズを先取りしながら手
延べ麺の可能性をさらに広げていきた
い」と意気込んでいます。

成長期待企業
イチオシ！

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。

の

「好況時には増産要請が、不況時にはアウトソーシン
グの依頼があり、どちらに転んでも求められる」と、「元
気企業訪問」で取り上げたエイティロジテックの阿曽
師郎社長。変化に強い業態が、強気の設備投資戦略
をさらに後押ししているようです。

編集後記

明和株式会社／所在地：姫路市白浜町甲841-37／代表取締役会長：魚田峯男
事業内容：手延べそうめんを主とした製麺

079-245-1631／ http://www.mensho-an.co.jp/

◎明和株式会社の
　手延べ麺

手延べ麺の製造風景神戸学院大学と共同開発した「一生健麺」
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