
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、企業の持つ技術力・
将来性について評価書を発行し、円滑な資金供給や企
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。三ツ星製作株式会
社は、10数年がかりでそろえてきた豊富な工作機械群と
技能者集団ならではの強みを生かした提案力で取引先
から高い評価を得ています。

元気企業
訪問

三ツ星製作株式会社

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
　�より円滑な資金繰りを
　サポートします
◦技術最前線
　�燃料電池の開発最前線
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6
―取引相場のない株式
等の評価の見直し―
成長期待企業のイチオシ！
有限会社六甲味噌製造所
みそ
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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

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
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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。
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設備とチームワークで
提案力を磨き続ける
弱みを改善すべく
付加価値の高い仕事にも挑戦

「町工場から脱却したい」
　金属切削のスペシャリストとして歴
史を築き、今年で創業60年の節目を
迎える同社。かつては1社の取引先に
100％依存していた時期もあったそう
ですが、現在主要な取引先は5社に
広がっています。
　林憲嗣社長は建設関連会社で2
年間営業を経験した後、同社へ入社。
いずれ事業を承継する立場として「町
工場から脱却したい」と考えていたそ
うで、そのためにまず、工作機械を増や
しました。被削材と工具が回転すること
でより複雑な加工ができるNC複合
機、複雑で細かい形状を切り出すこと
のできるワイヤー放電加工機などを一
つずつ導入。「めっきや熱処理などを
除けば、ほぼ自前でさまざまな加工が
できるようになり、仕事の幅がどんどん
と広がっていきました」
　同時に若手人材の採用にも力を入
れていきます。それまでは経験者を中
途で採用することが多かった同社で
すが「未経験者でもいいので時間を
かけてでも、うちのやり方をしっかり理
解してくれる社員を育てたかった」とそ
の思いを語ります。入社した社員には
それぞれの部門のリーダーやベテラン
社員が付きっきりで指導します。リー

ダーやベテラン社員には人を指導す
る資質が問われるので、中小企業大
学校などを活用し外部研修を受講さ
せ、外部のより良いものを取り入れるよ
うに努力してきました。
　こうして育てた若手社員たちと経営
陣との距離が近いのも同社の特長で
す。仕事中も現場を回り、常に社員とコ
ミュニケーションを取る林社長は「この
会社で働いてよかったと思いながら働
いてほしい。社員たちにとって頼れる兄
貴のような存在でいたい」と話します。
　一方で、社長以下4人の営業担当
者を置くことで、新規取引先の開拓と
既存取引先との関係強化に取り組み
ました。「会社の姿勢が問われるのはト
ラブルがあった時。先方は一刻も早く
製造を再開したいと思っているので、
まずは取引先の現場を訪ねて速やか
に原因を突き止め、すぐ
元の状態に戻れるように
しています。真摯な対応
を続けることでむしろピン
チをチャンスに変えてきま
した」と林社長。現在で
は、さまざまな加工を受
託してきた経験を生か
し、既存取引先から寄せ
られる相談に応えられる

までに。「どんな加工法がいいのか、ど
んな素材を使えばいいのか、表面処
理はどうしたらいいのか」といった相談
に応じながら、いろいろな提案ができる
ことが同社の強みになっています。

自社の弱点を改善しさらに飛躍を
　取引金融機関を通じてひょうご中小
企業技術・経営力評価制度の紹介
を受けたのは2017年5月のことです。
評価を契機に自社の強み、弱みを分
析するうち、同業他社と比べ製造人員
に対する売り上げが相対的に低いこと
が分かりました。「コストを抑え、受け入
れられやすい価格で仕事を引き受け
ることで受注を増やしてきましたが、今
後は、価格を高く設定できる付加価値
の高い仕事にも挑戦していきたい」と、
評価をきっかけに新たな目標が生まれ

若手社員には一人一人担当の社員が付き指導

元気企業
訪問

三ツ星製作
株式会社

ひょうご中小企業技術・
経営力評価制度

今月の支援メニュー

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。



伝えたい思い出を
最高のカタチに

写真集・詩集・自費出版のお問い合わせは
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-5-7
℡ 078（362）7143
http://www.kobenp-printing.co.jp/

JUMP4

ました。そこで一昨年には5軸加工機
を、昨年末には3㍍を越える長さの素
材を加工できる3軸加工機を、新たに
導入しました。

　「会社の成長のために必要な力は
組織力」と林社長は言います。「今は
現場のリーダーに権限と責任をほとん
ど委ねられるようになりました。後は一

人一人の社員が上司を頼るのではな
く自分で考え、判断する力を磨いてい
ってほしい」。さらに強い会社を目指す
構えです。

所在地　姫路市林田町上伊勢300
代表取締役　林　憲嗣

事業内容　金属切削加工
TEL 079-261-4199

会社概要
三ツ星製作株式会社

ひょうご中小企業技術・
経営力評価制度

今月の支援メニュー

あなたの会社の経営力・成長性を評価します
支援メニュー講座 ひょうご中小企業技術・経営力評価制度

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

　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＞

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。

制度概要

メリット



JUMP 5

C A L E N D A R
【経営に活かせるExcelの使い方】
　エクセルで簡単にできる経営管理の仕方を相談
の中で一緒に考えます。事業者さまと作成した「オリ
ジナルエクセルブック」はお持ち帰りいただき、今後
に活用してください。
○�日時：3月1日（木）、8日（木）、15日（木）、22日（木）
　�時間はいずれも①11：00〜12：00　②13：30〜
14：30　③15：00〜16：00
○�対象：兵庫県下に本社あるいは支店・営業所を
設ける中小企業・小規模事業者の経営者、もしく
は経理・財務の責任者の皆さま

【ホームページ活用】
　ホームページに関するお困り事をスッキリ解決しま
せんか？相談にお越しの方にはもれなく最新のホー
ムページ活用方法をまとめたオリジナル資料「今どき
のホームページ構築・活用術」をお渡しします。何度
でも無料で相談いただけます。
○�日時：3月5日（月）、12日（月）、19日（月）、26日（月）
　�時間はいずれも①11：00〜12：00　②13：30〜
14：30　③15：00〜16：00
○�対象：兵庫県下に本社あるいは支店・営業所を
設ける中小企業・小規模事業者の経営者、もしく
はホームページ運用担当者の皆さま

　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。

　2018年1月の県下中小企業の業績動向は
次の通り。調査対象企業3,458社のうち、黒
字企業は半数をやや下回る49.7％の1,722
社。全産業の純売上高は、対前年同月比
99.7％と減少した。これを業種別に見ると、
製造業が102.7％、卸売業が102.0％、情報
通信業が101.5％、運輸・郵便業が100.5%
と前年を上回り、宿泊業・飲食業が95.9%、
小売業が99.1％、建設業が98.9%、不動産
業が85.2%、サービス業が92.4％と前年を下
回っている。
　また、全産業の売上総利益率は27.5％で
対前年同月比101.4％、売上高経常利益率
は4.0%で対前年同月比111.1％である。売
上高は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。

【情報通信業】調査対象企業40社中、黒字

企業は20社で黒字企業比率は50.0％。純売
上高は対前年同月比で101.5％と増加してい
る。売上高総利益率は52.7％で対前年同月
比100.5％、売上高経常利益率は4.1％で対
前年同月比292.8％と増加。経常利益金額
は対前年同月比293.6％で増加している。

【運輸・郵便業】調査対象企業150社中、黒
字企業は81社で黒字企業比率は54.0％。純
売上高は対前年同月比で100.5％とほぼ前
年並み。売上高総利益率は28.8％で対前年
同月比96.9％、売上高経常利益率は2.7％で
対前年同月比75.0％と悪化している。経常利
益額は前年同月比75.5％で減少している。

【卸売業】調査対象企業475社中、黒字企業
は246社で黒字企業比率は51.7％。純売上
高は対前年同月比で102.0％、売上高総利
益率は17.6％で対前年同月比100.0％とどち
らも前年並み。売上高経常利益率は1.3％で

対前年同月比118.1％と増加している。経常
利益額は対前年同月比118.5％と金額も増
加している。

【小売業】調査対象企業496社中、黒字企
業は196社で黒字企業比率は39.5％。純売
上高は対前年同月比で99.1％と微減。売上
高総利益率は26.9％で前年同月比98.8％。
売上高経常利益率は1.0％で対前年同月比
62.5％と減少。経常利益額は対前年同月比
64.5％と前年を大きく割り込んでいる。

【宿泊・飲食業】調査対象企業148社中、黒
字企業は49社で黒字企業比率は33.1％。純
売上高は対前年同月比で95.9％と減少して
いる。売上高総利益率は66.0％で前年同月
比99.6％。売上高経常利益率は1.2％で対
前年同月比109.0％と改善。経常利益額は
対前年同月比107.8％と売り上げの減少に比
して利益状況は改善している。

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

兵庫県よろず支援拠点「個別相談会」のご案内

【場所】兵庫県よろず支援拠点（神戸市産業振
興センター1階）

【参加費】無料
※事前予約制です
※詳細については、HP（https://web.hyogo-
iic.ne.jp/keiei/yorozu）をご覧ください

【ご予約・問い合わせ先】兵庫県よろず支援拠
点（ひょうご産業活性化センター内）
　 078-977-9085　 078-977-9120
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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！

　神戸市では中小ものづくり企業の皆さまに、新規取
引先開拓のため、自社の優れた技術をPRしていただく
場として本商談会を開催しています。
　この展示商談会では、出展社がマッチングを希望す
る企業に対して来場勧誘を行い、当日の商談につなげ
ています。前回も約7割の出展者が大手企業を中心に
11社以上の来場者と面談し、具体的な商談・成果にも
結び付いているとの声を頂いています。
　貴社のビジネスチャンスの拡大に、ぜひご出展くださ
い。

▶日時：6月8日（金）10：00〜17：00

▶場所：神戸サンボーホール 2階大展示場

　　　　（神戸市中央区浜辺通5-1-32）

▶出展資格：神戸市内に主たる事業所を有し、機械金属、樹脂、ゴム

等の加工技術を有する中小ものづくり企業

▶基礎小間仕様：間口2400mm×奥行800mm×高さ2100mm（予定）

　（壁面パネル／展示台／社名板／コンセント（200W）付属）

　※ 基礎小間および付属内容は予定ですので、変更となる可能性が

あります

▶出展料：1小間20,000円（税込）

▶定員：70社（先着順）

▶募集締め切り：3月16日（金）

※申込方法等詳細については、HP（http://www.kobe-liaison.

net/?p=5127）をご覧ください

▶問い合わせ先：神戸市経済観光局経済部工業課

　 078-322-5333

※本事業は平成30年度一般会計予算が、議会の審議を経て成立す

ることを前提としています。成立しなかったときは、事業は実施いたし

ません

　本セミナーでは、ものづくり企業の皆さまにご利用い
ただける施策を広く知っていただくため、国、県、市の各
機関の支援施策についてご紹介します。自社のさまざま
な課題に活用できる施策を多数紹介しますので、ぜひ
ご聴講ください。

▶日時：3月19日（月）13：30〜16：30

▶場所：姫路商工会議所 本館6階605会議室（姫路市下寺町43）

▶内容：

　◇支援制度の説明

　（1）兵庫県の補助制度の紹介（13：30〜14：10）

講師　 産業労働部産業振興局新産業課、（公財）ひょうご産業

活性化センター、（公財）ひょうご科学技術協会

　（2）姫路市の補助制度の紹介（14：10〜14：55）

講師　 産業局商工労働部産業振興課、企業立地推進課、市長

公室企画政策推進室

　（3） 経済産業省のものづくり支援の主要施策の紹介（15：00〜

16：00）

講師　経済産業省近畿経済産業局

　（4）独立行政法人国際協力機構の制度紹介（16：00〜16：20）

講師　（独）国際協力機構関西国際センター企業連携課

　（5）ものづくり支援センターの紹介（16：20〜16：30）

　◇個別相談会（説明会終了後）

相談員　上記支援機関担当者

▶定員：50人

▶参加費：無料

▶主催：姫路ものづくり支援センター（姫路商工会議所・姫路市）

▶問い合わせ先：姫路商工会議所 中小企業相談所

　 079-223-6555

　下請代金支払遅延等防止法（下請法）の違反事例
のほか、全国中小企業取引振興協会がこれまでに実施
したセミナーにおける質問や、日々 寄せられる質問・問
い合わせの中から、特に参考になる事例を解説します。
　また、取引の段階（価格交渉、発注、発注内容の変
更、受領、研修、支払いなど）に沿った事例、勘違いによ
る違反行為なども解説します。
　さらに、下請法のポイントもレビューします。

▶日時：3月23日（金）13：00〜16：00（講義）、16：00〜17：00（個

別質問※希望者のみ）

▶場所：エル・おおさか（大阪府立労働センター）

　　　　（大阪市北区北浜東3-14）

▶対象：資材、購買、調達などの外注取引業務を行う、実務経験のあ

る担当者など

▶講師：企業法務や下請法等に精通した弁護士

▶受講料：12,400円／人（税込、テキスト代を含む）

※申込方法等詳細については、HP（http://zenkyo.or.jp/seminar/

orijinal_ jirei.htm）をご覧ください

▶問い合わせ先：（公財）全国中小企業取引振興協会 セミナー・講

師派遣係

　 03-5541-6688

情報カレンダー Information Calendar

挑戦する
企業の
応援団

「第10回 神戸ものづくり中小企業展示商談会」
出展企業募集のご案内

「平成29年度 下請取引適正化セミナー
実務者コース（大阪会場）」のご案内

「ものづくり支援制度紹介セミナー」のご案内
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兵庫県信用保証協会かわら版 News form CGCH

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

より円滑な資金繰りをサポートします
　信用保証制度は、中小企業・小規模事業者の皆さまの資金繰りを支える重要な制度
であり、事業者の皆さまがライフステージの様々な局面で必要とする多様な資金需要や
大規模な経済危機、災害等により信用の収縮が生じた場合における資金需要に、一層
対応できるものとしていく必要があります。

　こうした考えのもと、中小企業・小規模事業者の皆さまの経営改善・生産性向上等を
支援し、さらなる事業の発展を実現するため、平成30年4月から新たな信用保証制度
の取扱いがスタートします。

〜平成30年4月から新しい信用保証制度がスタートします〜

●改正・創設される主な保証制度の概要

※�平成30年4月1日保証申込受付分から取扱いを開始します。詳細につきましては、当協会ホームページを
ご覧ください。

危機関連保証の創設 小口零細企業保証の拡充 創業関連保証の拡充

対象者
大規模な経済危機、災害等の事象に
よる著しい信用収縮が生じ、事業所の
所在地を管轄する市区町村長の認定
を受けた中小企業・小規模事業者

従業員20人以下の小規模事業者（商
業、サービス業の場合は、5人以下）

①�創業者（創業計画段階にあり、今後
創業する方）
②創業後5年未満の方
③�中小企業・小規模事業者（会社）
であって、新たに会社を設立（分社
化）する方
④�上記①〜③のいずれかに該当し、
廃業後5年未満の方（再挑戦支援
保証に限る）

保証
限度額

2億8,000万円
（通常の保証枠と別枠）

現在
1,250万円

4月1日より
2,000万円

現在
1,000万円

4月1日より
2,000万円

保証
期間 10年以内（据置期間2年以内） 7年以内 10年以内（据置期間1年以内）

保証
割合 100％保証 100％保証 100％保証

特定経営承継関連保証の創設 自主廃業支援保証の創設 セーフティネット保証5号
保証割合の引き下げ

対象者
事業承継に伴い、事業活動の継続に
支障が生じているとして、「経済産業大
臣の認定を受けた中小企業者」の代
表者個人

以下のすべてを満たす中小企業・小
規模事業者
①�事業譲渡や経営者交代等による事
業継続が見込めず、自ら廃業を選択
する方
②�直近決算が実質的に債務超過でな
く、完済が求められる債務について
事業精算により完済が見込める方
③�バンクミーティング等により合意に至
った廃業計画書に従って計画の実
行及び進捗の報告を行う方

全国的に業況が悪化している業種に
属し、一定程度の売上高等の減少によ
り経営に支障が生じているとして市区
町村長の認定を受けた中小企業・小
規模事業者

保証
限度額 2億8,000万円 3,000万円 2億8,000万円

（通常の保証枠と別枠）

保証
期間

運転資金10年以内（据置期間1年以内）
設備資金15年以内（据置期間1年以内）

1年以内
（終期は解散予定日前とする） 10年以内

保証
割合 80％保証 80％保証 現在

100％保証
4月1日より
80％保証

兵庫県信用保証協会 検索
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燃料電池の開発最前線

であり002、004面由来の回折ピークが顕著に発現し
たことから、焼成膜は結晶化し、c軸配向膜であること
が分かりました。この結果から薄膜化による1100℃で
の材料合成に成功したことが明らかになりました。
　焼成膜は700℃、800℃いずれの温度においても発
電が可能であり、薄膜化アパタイト型ランタンシリケート
がSOFC用固体電解質として機能することが分かりま
した。しかし燃料電池としては起電力・発電量ともに低
い結果でした。今後は、電解質のガス漏れを抑え、発
電量の向上を図りたいと考えています。

1．はじめに
　燃料電池は水素と酸素から電気をつくり出す発電
デバイスであり、近年のエネルギー需要の逼

ひっ

迫
ぱく

により
開発が急務とされています。固体酸化物型燃料電池
（SOFC）はさまざまな燃料電池の中でも最も高い発
電効率を示すことから家庭用、産業用製品として実
用化されています。しかし、イットリア安定化ジルコニア
（YSZ）を固体電解質として用いているため、作動温
度が800℃と高く、高価な耐熱容器が必要となること
や長期運転時に劣化しやすいことなど課題があります。
近年、これらを解決できる代替材料として＂アパタイト型
ランタンシリケート（図1）＂が注目されています。YSZと
同じ酸素イオン伝導体であるこの材料は、800℃よりも
低い温度でYSZを上回るイオン伝導度を示すことが知
られており、イオン伝導パス方向であるc軸方向に結晶
格子をそろえる（c軸配向させる）ことで、さらなる特性
の向上が見込まれます。そのため、既存のものよりも低
コストで高寿命な製品の開発が期待されています。こ
の材料は良好なイオン伝導度を示しますが、一般的な
材料合成では1600℃以上の高温を必要とするという
課題もあります。このため当センターでは薄膜化による
低温での材料合成に取り組みました。

2．�薄膜合成方法
　まずLa2O3とSiO2の粉末を所定比で混合した後、
大気中で焼成することでアパタイト型ランタンシリケー
トを合成しました。これを粉砕した後、ステンレス容器
に充
じゅうてん

填し、高周波スパッタ成膜装置のターゲットに用い
てGdドープ酸化セリウムと酸化ニッケルを焼成した基
板上に成膜を行いました。その後、結晶化のため電気
炉にて1100℃で1時間、大気中で焼成を行いました。

3．�焼成膜の評価
　焼成膜は厚さ2.5μmでX線回折パターン（図2）は
アパタイト型ランタンシリケートによる指数付けが可能

兵庫県立工業技術センター　坂尾 光正

○総合相談窓口“ハローテクノ” 
078-731-4033 
http://www.hyogo-kg.jp/

問 い 合 わ せ 先

図1　アパタイト型ランタンシリケートの結晶構造

図2　焼成膜のX線回折パターン

技術最前線
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　上場会社の株価が上昇すると、中小企業等にとっては業績には大きな変化がない状況下であっても株価

が高く評価され、円滑な事業承継に影響を及ぼす可能性があります。

（１）類似業種比準方式の見直し

　①「類似業種の株価」について、「課税時期の属する月以前2年間平均」が加えられました。

　　改正前    直近3カ月の株価と前年平均株価のうち最も低い額

　　改正後    改正前の株価に加え、「課税時期の属する月以前2年間平均」

　②類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映させた

ものとされました。

　③配当金額、利益金額および簿価純資産価額の比重が1：1：1とされました。

（2）評価会社の規模区分の金額等の基準の見直し

　大会社および中会社の適用範囲が総じて拡大されました。

（3）株式保有特定会社の判定基準の見直し

　これまで新株予約権付社債は、株価と連動して価額が形成されるにもかかわらず、株式保有特定会社

（保有する株式および出資の価額が純資産価額の50％以上を占める非上場会社）の判定基準では株式

に含まれていませんでした。今改正で、この判定基準に新株予約権付社債が株式として加えられます。

（4）適用時期

　上記（1）（2）の改正は、平成29年1月1日以後の相続等により取得する財産に、（3）の改正は平成30年1月1

日以後の相続等により取得した財産の評価に適用されます。ただし、一定の経過措置が設けられる可能性があ

りますので、最新の情報にご注意ください。

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 6
―取引相場のない株式等の評価の見直し―

ＴＫＣ近畿兵庫会　神戸中央支部・税理士　宮﨑敦史

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

※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
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地産地消の商品作りを皮切りに
みその食文化を啓蒙
ヨーロッパへの輸出も

み
そ

有
限
会
社
六
甲
味
噌
製
造
所

　日本が誇る発酵食品であるみそです
が、25年前と比べると国内の消費量は2
割ほどダウンしています。県内のみそメー
カーが相次いで廃業する中、同社は早く
から地産地消に目を向けた商品作りに取
り組んできました。
　昭和57年に発売した「完熟みそ」がそ
の始まりです。「大豆を仕入れていた長
野県の農家がみそに合う大豆の生産を
やめてしまったことをきっかけに地元産に
目を向けるようになりました」と現社長で 
3代目の長谷川憲司さん。その後も、丹波
産の黒大豆を使った「黒大豆味噌」、お
かずみそでは、但馬産の朝倉山椒を使
った「山椒味噌」、明石の鯛を使った「鯛
味噌」、神戸ビーフを使った「牛肉味噌」
など兵庫県産の食材を原料にしたみそ
を次 に々商品化してきました。
　また、近年は4代目の長谷川照起さん
が常識にとらわれない発想で立て続け
に新商品を送り出しています。神戸の餃
子専門店の監修による「餃子の味噌だ

れ」、みその製造工程で造る米こうじを
100％使った「甘ざけ」、またデザート商
品として「甘ざけゼリー」も商品化し、人
気を集めています。
　3年前からヨーロッパへの輸出にも挑
戦。現地のレストランに食材を卸してい
る代理店と連携し、フランス、イタリアなど
の一流レストランに販路を広げつつあり
ます。
　同社の生産量の6割は関西の食文
化に根付いた白みそが占めています。た
だ「家庭内で料理が伝承されておらず、
お正月の雑煮に使ったきり冷蔵庫に入
れっ放しという話も聞きます」と長谷川社
長。そこで、25年前から「味噌づくり一日
教室」を開き、みそ造りと併せて白みそ料
理のレシピも紹介しています。
　今年で創業100周年を迎える同社。

「毎月一つの商品を取り上げてPRし、六
甲味噌のこだわりを発信していきたい」と
照起さんは話しています。

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

近畿地方は全国の中でみその消費量が最も少ないそ
うです。「成長期待企業のイチオシ！」で紹介した、関
西の白みそ文化を啓蒙する六甲味噌製造所の取り組
みがじわじわと広がれば、むしろ市場の伸びしろは大
きいのではと感じました。

編集後記

有限会社六甲味噌製造所／所在地：芦屋市楠町11-16／代表取締役：長谷川憲司
事業内容：みその製造

0797-32-6111／ https://www.rokkomiso.co.jp/

◎有限会社六甲味噌製造所の
　みそ

人気が高い「味噌づくり一日教室」同社の商品群

2018年3月号 平成30年2月28日発行
発行人：赤木正明　編集人：角　正憲

発行所 公益財団法人ひょうご産業活性化センター
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