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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
 営改善借換保証
経

「ぜんしん」
のご案内

◦孫の疑問に答える
博学ご隠居の技術談義

特性X線〜元素の種類
と組成が分かるX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7
―国外 財産に係る相続
税・贈与税の納税義務の
見直し―
成長期待企業のイチオシ！
プラクシス有限会社

精密板金加工

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、
総合窓口として県内における企業立地を支援しています。
キャタピラージャパン合同会社は昨年、明石事業所へ
の本社機能集約に当たり、県の産業立地条例を活用し
ました。今後、明石事業所で生産している油圧ショベル
事業をさらに発展させようとしています。

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
キャタピラージャパン
合同会社

世界最大の
油圧ショベルブランド
開発中枢担う明石事業所に
本社機能を集約
進化遂げる油圧ショベルを開発

は神戸港で、
それ以外の国へは明石

ました。
これにより明石事業所の社員

同社は油圧ショベルを初めて国産

市の東播磨港でばら積み船に積ま

数はそれまでの1,400人に約90人が

れ、
各国に運ばれていきます。

加わりました。

化した三菱重工明石製作所と、米国
キャタピラー社と三菱重工の合弁会

兵庫県では、
東京への一極集中を

社、
キャタピラー三菱の2社の流れをく

本社機能集約で90人が明石へ

是正し、地方創生を進めるため、産業

んだ会社で、
1987年、新キャタピラー

これまで同社は、
人事・総務部門を

立地条例を整備。
県内への移転を後

三菱として発足しました。
2012年には、

持つ東京本社、油圧機器を生産する

押しすべく、県内に住民票を移した従

キャタピラー社が全株を所有し、
その

相模原事業所、
そして油圧ショベルな

業員を含む新たな雇用に対する補助

どを製造する明石事業所の3カ所に

と法人事業税の減免で支援していま

キャタピラー社は、
「CAT」
ブランドに

分かれていました。
「キャタピラー社の

す。
その第1号として同社が認定を受

よる建設機械および産業機械、
ディー

完全子会社となった2012年以降、全

けました。

ゼルおよび天然ガスエンジン、並びに

社員の約7割が集中する明石事業所

一方、事業のさらなる進展を目指し

産業用ガスタービンエンジン分野にお

へと機能を集約する動きが進んでいま

て地元の高校との連携を強化してい

ける世界最大のメーカー。
建設機械の

した」
と代表執行役員明石事業所長

ます。
「説明会や見学会を通して、
グロ

うち油圧ショベル部門はシンガポール

の豊浦信海さん。
そして、
日本における

ーバル企業の一翼を担う事業所の役

に本部を置き、
油圧ショベル市場で世

拠点配置を再編し、本社にあった人

割を伝えています。就職活動をする時

界のトップシェアを握っています。

事・総 務

100%子会社となっています。

その拠点の一つが同社の明石事業

部門や各

所で、全世界の油圧ショベルの生産

事業所に

拠点の開発センターとしての役割も担

分 散して

っています。油圧ショベルの出荷台数

いた経理、

は累計40万台を突破。
アームの先端

法 務 、情

に付ける多様なアタッチメントにより用

報システ

途が広がるとともにデジタル化が進展

ム部門な

し、
より効率的に、
正確にオペレーション

どの本社

できるように進化を遂げています。
明石

機能を明

事業所で生産された油圧ショベルのう

石事業所

ち約75％は輸出され、輸出先は多い

に集約す

時で90カ国に上ります。
北米市場向け

ることにし

生産された油圧ショベルは世界へ輸出
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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
に地元、
明石にキャタピラージャパンと

いており、特に開発部門は英語が公

社員をどんどん増やしていきたい」
と

いう会社があることを覚えていてもらえ

用語として使われているそうです。
「今

も。世界で活躍できる社員を増やし、

れば」
と豊浦所長は思いを語ります。

後は、
シンガポールをはじめキャタピラ

明石事業所には多くの外国人が働

ーの海外拠点でキャリアを積んでいく

会社概要
キャタピラージャパン合同会社（明石事業所）

所在地 明石市魚住町清水1106-4
代表執行役員明石事業所長 豊浦信海

支援メニュー講座

「明石から世界へ」のものづくりをさら
に進めていく構えです。
事業内容 各種建設機械の開発・製造
TEL 078-943-2111

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

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
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〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1- 5 -7
℡ 078（362）
7143
http://www.kobenp-printing.co.jp/

CALENDAR
総合相談窓口のご案内

【土曜、
日曜、祝休日】12：00〜20：00

【会費】5,000円/月（税別）※減免あり
【ドロップイン（一時利用）
】1,500円/日

曜日ごとに異なる中小企業診断士、兵庫県信用

○スモールオフィス（会員制・全17室）

保証協会の相談員等の専門家が、中小企業の抱え

【利用可能時間】6：00〜23：00

るさまざまな経営課題の相談に無料で対応します。

【会費】13,500円〜46,500円（税別）程度

【主な相談内容】創業、経営革新計画策定、販路開
拓、資金調達、労務、人材育成、新規事業展開等
【相談時間】9：00～12：00、13：00～17：00

○ワーキングデスク（会員制・全16席）
【平日】6：00〜23：00
【土曜、
日曜、祝休日】12：00〜20：00
【会費】7,500円（税別）

※平日のみ
【相談方法】来所（要事前予約）または電話、FAX、


○セミナールーム（50人着席可能のセミナールーム）
※詳 細についてはHP（http://www.kigyoplaza-

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

hyogo.jp/）をご覧ください
【問い合わせ先】起業プラザひょうご（施設運営委託
事業者 NPO法人コミュニティリンク）
078-862-5302

る相談会（要予約）
農
 林漁業者と商工業者等の連携による新商

メールマガジン登録受付中

品、新サービスの開発を考えている方
◦オーダーメイド型創業塾（随時）
起業・創業についてマンツーマンで相談したい方

ひょうご産業活性化センターでは、皆さまに役立つ

※詳 細についてはHP（http://web.hyogo-iic.

セミナーや各種行政情報などをメールマガジンで配

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

ださい。

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

信しています。登録料は無料ですので、ぜひご登録く
【配信日】毎月1日、16日（土曜、
日曜、祝休日の場合
は翌営業日）

078-977-9120

keiei1@staff.hyogo-iic.ne.jp

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

「起業プラザひょうご」
のご案内

html）のQRコードを読み取り、
メールを送信してく
ださい（タイトル、本文は不要です）
。
②登録用メールが30分以内に届きます。免責事

若者等の起業・創業の機運を高めるため、
スモー

項をご確認の上、
メール本文に記載された登録用

ルオフィスなどの起業の場や交流機能を備えた「起

URLをクリックし、配信希望情報等を入力してくだ

業プラザひょうご」を三宮駅前のサンパル6階（神戸

さい。

市中央区雲井通5-3-1）に開設しています。
コワーキ

※30分以内にメールが届かない場合には、
メール

ングスペースやスモールオフィス、
ワーキングデスク、
コ

が受信できる設定になっていない可能性があり

ーディネーターによる相談などが利用できる本施設の

ます。お使いの携帯電話の設定をご確認後、再

概要についてご紹介します。

度最初から操作してください

○コワーキングスペース
【平日】12：00〜22：00

【問い合わせ先】企画経営室 企画管理課
078-977-9070
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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
第1部

「創業者向け補助金活用セミナー」
のご案内

13：30〜15：15
支援制度説明会の開催
①兵庫県の支援制度の説明

創業するに当たってどんな補助金が使えるのか、
ど
んなことに使えるのか、
どうすれば補助金の申し込みが
できるのかなどの疑問をお持ちの方はぜひご参加くだ
さい。
▶日時・場所：
○宝塚会場：4月6日（金）宝塚商工会議所会議室
○芦屋会場：4月12日（木）芦屋市商工会会議室
○伊丹会場：4月16日（月）伊丹商工会議所会議室
○尼崎会場：4月20日（金）尼崎商工会議所会議室
○西宮会場：4月25日（水）西宮商工会議所会議室

②金融機関の支援制度の説明
第2部

15：20〜16：40
起業・創業セミナーの開催［宝塚商工会議所］

▶定員：60人（先着順、
要事前申し込み）
▶参加費：無料
▶申し込み締め切り：4月13日（金）
※詳 細についてはHP（https://web.pref.hyogo.lg.jp/hnk02/
event/30kigyousougyouseminar.html）をご覧ください
▶問い合わせ先：
兵庫県阪神北県民局県民交流室地域振興課
0797-83-3155

時間はいずれも18：30〜20：30
▶内容：
創業前〜創業後間もない時期に使える補助金
※全て平成29年度公募要領を元に解説予定
○創業促進補助金

「関西圏国家戦略特区 雇用労働相談センター」
のご案内
雇用労働相談センターは、国家戦略特別区域法に

○女性起業家向け創業補助金

基づいて設置されるもので、新規開業直後の企業など

○シニア起業家向け補助金

が採用や解雇といった日本の雇用ルールを的確に理解

○小規模事業者持続化補助金
※内容を一部変更する場合がございます。
あらかじめご了承ください
▶講師：安井春彦氏 (株)総研 代表取締役、
中小企業診断士
▶対象：創業をお考えの方
※創業間もない方も受講できますが、
補助金によって一部対象外となり

し、
円滑に事業展開できるよう支援するとともに、
そこで働
く労働者が意欲と能力を発揮できるよう、
経験豊富な弁
護士や社会保険労務士による相談対応、
セミナーなど
を実施し、
サポートしています。
※同センターは労働紛争を未然に防止することを目的と

ます
▶定員：各会場20人（先着順）
▶受講料：無料
※詳細については（http://www.amashin.co.jp/）をご覧ください
▶問い合わせ先：尼崎信用金庫 地域支援部

したセンターですので、
ご相談いただける内容は紛争
が生じていないものに限られます
▶相談対応時間：月曜〜金曜 11：00〜20：00
（祝日、
12月29日〜1月3日を除く）

06-6412-5443

▶場所：グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル8階（大阪市北

「阪神北起業・創業セミナー&支援制度説明会」
のご案内
阪神北地域で起業・創業を目指す方、
頑張る中小企
業の皆さまを応援するため、
支援機関が一堂に会し、
起
業・事業活動に活用できる支援制度の説明や起業・創
業に向けた基本的な知識を説明するセミナーを開催し
ます。
▶日時：4月17日（火）13：30〜16：40
▶場所：宝塚商工会議所 6階会議室（宝塚市栄町2-1-2 ソリオ2）
▶対象：起業・創業（第二創業を含む）を考えている方、
中小企業者
など
▶内容：
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区大深町3-1）
▶サービスの対象者：
 関西圏（大阪府、兵庫県、京都府）の国家戦略特区内に所在す
る以下のいずれかに該当する方
1．
新
 規開業直後の企業（おおむね5年以内）および新規開業を目
指す企業
2．
日本国外から関西圏に進出を目指すグローバル企業等
3．
国
 家戦略特区内における事業拡大に伴って雇用創出を目指す
企業
4．
1〜3の企業で働く方（就労を希望する方を含む）
※詳細についてはHP（http://kecc.jp/）をご覧ください
▶問い合わせ先：
関西圏国家戦略特区 雇用労働相談センター事務局
06-6136-3194

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

経営改善借換保証
「ぜんしん」
のご案内
このたび、経営改善借換保証「ぜんしん」を創設し、4月1日より取扱いを開始しました。
本保証は、既存の保証付融資の借換え資金および借換えに伴う新たな事業資金に対する長期の保証を推進す
ることにより、資金繰りの円滑化を図り、経営改善および事業の発展を支援する新しい保証商品です。
この機会にぜ
ひご活用ください。

ぜんしんの特長
１．最長20年の保証期間
保証期間が最長20年であり、無理のない返済計画を立てることができます。
２．既保証の制度に関係なく借換え可能
あらゆる保証制度の借換えが可能であり、毎月の返済負担を軽減することができます。
３．協会と金融機関の連携による支援
 協会と金融機関の連携による支援を通じて、中小企業・小規模事業者の皆さまの資金繰り円滑化
を後押しします。
●経営改善借換保証「ぜんしん」の概要

対象となる方

当協会の保証対象要件に該当し、
次の全ての要件に該当する中小企業・小規模事業者
（１）当協会の保証付融資残高がある方
（２）申込金融機関との取引等が次の何れかに該当する方
①申込人において、
プロパー融資※の残高がある。
②本保証と同時にプロパー融資を行う。
※プロパー融資とは、
信用保証協会の保証を付さない融資です。

資 金 使 途

既往借入金の返済資金のほか、
当該返済資金以外の事業資金

保証限度額

2億8,000万円（組合の場合4億8,000万円）
※一般の普通保険（2億円（組合4億円）
）および無担保保険（8,000万円）の範囲内とします。

保 証 期 間

20年以内（うち据置期間3年以内）

貸 付 形 式

証書貸付

返 済 方 法

元金均等分割返済

貸 付 利 率

金融機関所定利率

担

必要に応じて提供していただきます。

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

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

貸借対照表あり

1.90％ 1.75％ 1.55％ 1.35％ 1.15％ 1.00％ 0.80％ 0.60％ 0.45％

貸借対照表なし

1.15％

※上表は制度の概要であり、詳細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）。

兵庫県信用保証協会

検索

http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
JUMP 7

孫の疑問に答える博学ご隠居の技術談義

特性X線

～元素の種類と組成が分かるX線～
今月のご隠居さん

兵庫県立工業技術センター 技術企画部技術支援室

8 JUMP

さとし

あきこ

山田 和俊さんです。

あきこ：おじいちゃん、昨日の検査はどうだったの？

るのじゃ。

ご隠居：X線CTの検査のことか？問題ないと思うぞ。

あきこ：分析？

さとし：その機械って輪切りの絵が出てくるんだよね！

ご隠居：どんな元素がどれくらいの割合であるのかを

ご隠居：そうじゃ、X線を使って断層撮影をして、体の中

調べることができるのじゃ。

に悪い所がないかを調べる機械じゃな。今年（2018年）

あきこ：どうやって調べるの？

はゴッドフリー・ハウンズフィールドがX線CTの特許を出

ご隠居：そうじゃなぁ。電子顕微鏡に特性X線を調べる

してちょうど50年になるので、X線の話をしようかのぉ。

機械を付けて電子が当たっている所から出て来る特

あきこ：X線ってレントゲンのこと？

性X線の波長（エネルギー）と強さ（個数）を数えるこ

ご隠居：よく知っとるのぉ。
そうじゃ、
レントゲン博士が発

とで、元素の種類と割合が大体分かるんじゃ。

見したからそうともいう。X線は1pmから10nmの波長

さとし：大体？完全に分からないの？

の電磁波のことをいうのじゃが、いろんな方法でX線を

ご隠居：ほれ、長さを測るのに物差しが要るじゃろ？

取り出すことができる。例えば電子の運動を使った方

元素の割合を正確に計算するためには標準試料とい

法は二つあるのじゃ。

う物差しの代わりになるものが要るのじゃよ。だから標

あきこ：電子の運動？

準試料がないときは、機械が持っている一般的な値を

ご隠居：ちょっと難しいかもしれんが、同じ速度で真っ

使って計算するので大体なんじゃよ。

すぐ飛んでいる電子を磁石などで無理やり曲げたり加

あきこ：え～っと、特性X線を使った分析ってどんなとき

速したりするとX線が出るのじゃ。
このX線はいろんな波

に使うの？

長が混じっているので白色X線というのじゃ。

ご隠居：例えば、材質を知りたいけど溶かしたり壊した

さとし：X線の寄せ鍋みたいなものかな?

くない物を調べるときとか、色が変わっている所と変わ

ご隠居：うまいことを言うのぉ。
まぁ、
ちょっと違うがこの

っていない所を調べて比較するときとか、いろんな使い

方法では波長に切れ目がないX線が出てくる。昔から

方ができるのじゃ。

医療用に使っているX線はほとんどこれじゃな。

さとし：使い方を決めるのは人ってことだよね。

あきこ：もう一つの方法は何?

ご隠居：その通りじゃ。使い方もそうじゃが、結果も同じ

ご隠居：原子から一番エネルギーの低い電子をはじき

ことが言えるのぉ。今はコンピューターがすぐに計算し

出すと、高い所から他の電子が降りてくる。降りてくると

て、あっという間に元素の種類と割合が出てくるのじゃ

きに要らなくなったエネルギーを出すのじゃが、
これがX

が、出てきた値が正しいかどう

線として出てくるのじゃよ。

かを判断するのはやはり人がや

さとし：なんだかだるま落としみたいだね。

らなければならん。だから、
さと

ご隠居：だるま落としのように全部の円柱が落ちるわけ

しもあきこもしっかり勉強するこ

じゃないが、円柱が落ちるときに出る音が、
このX線と

とじゃ。
そう、だるま落としと違っ

同じじゃな。

て積み上げることが大事じゃな。

さとし：よし! なんだか分かった気がするよ。

あきこ：うん！ 頑張る！

ご隠居：この電子が降りてくるときに出るX線は元素ご

さとし：うぇ・
・
・駄目だ！ （崩れ

とに違うので、特性X線といって分析に使うことができ

落ちる）

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 7
―国外財産に係る相続税・贈与税の納税義務の見直し―
これまでの相続税制では、
日本で就労する外国人が
国内で死亡した場合等に、
国外財産に対しても本国で

③ 国内に住所を有しない者であって日本国籍を有しな

課される以上の相続税負担が発生することが懸念され
ていました。
また、
贈与税制では、
贈与者と受贈者の双方
が5年超国外に居住してから、
国外財産を贈与して、
日本

開始前10年以内に国内に住所を有していた被相続人

の贈与税の租税回避を図る行為が問題となっていまし
た。
これらに対応するため以下の見直しが行われました。

（１）概要

い相続人等が、
国内に住所を有しない者であって相続
等（日本国籍を有しない者であって一時的滞在をして
いたものを除く）から相続または遺贈により取得した国
外財産を、
相続税の課税対象に加えることになりました。
なお、
贈与税の納税義務についても同様とされます。

（２）適用時期

① 国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する

この改正は、
所要の措置が講ぜられた上、
平成29年4月1

相続人等に係る相続税の納税義務について、
国外財

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

産が相続税の課税対象外とされる要件を、被相続人

係る相続税または贈与税について適用されます。

等および相続人等が相続開始前10年（改正前：5年）
以内のいずれの時においても国内に住所を有したこと
がないこととされました。

〈具体例〉
次のような場合には、
国外財産（本国の自宅等）には課税
しないこととし、
課税対象を国内財産のみに限定します。

② 被相続人等および相続人等が出入国管理および
難民認定法別表第一の在留資格をもって一時的滞在
（国内に住所を有している期間が相続開始前15年以
内で合計10年以下の滞在をいう。
③において同じ）をし
ている場合等の相続または遺贈に係る相続税について
は、
国内財産のみを課税対象とすることとされました。

◦家族で日本にいる外国駐在者が死亡し、
その家族が相続
等した場合
◦日本にいる外国駐在者が死亡し、
本国の家族が相続等し
た場合
◦日本にいる外国駐在者の親が死亡し、
その外国駐在者が
相続等した場合

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。

2018年2月の県下中小企業の業績動向は
次の通り。調査対象企業3,509社のうち、黒
字企業は半数をやや上回る50.2％の1,765
社である。全産業の純売上高は、対前年同
月比100.6％と増加した。これを業種別に見
ると、小売業が100.0％、建設業が101.8%、
製造業が103.4％、卸売業が102.5％、情報
通信業が100.5％、運輸・郵便業が100.9%
と前年を上回り、一方、宿泊業・飲食業が
97.7%、不動産業が91.1%、サービス業が
92.7％と前年を下回っている。
また、全産業の売上総利益率は27.7％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125.0％である。売
上高、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588社中、黒字企業
は290社で黒字企業比率は49.3％である。
純売上高は、対前年同月比で101.8％と増加
している。売上高総利益率は25.2％で対前
年同月比105.0％と増加、売上高経常利益
率は7.6％で対前年同月比131.0％と増加、
経常利益金額は、対前年同月比133.4％で
増加している。
【製造業】調査対象企業569社中、黒字企業
は294社で黒字企業比率は51.6％である。
純売上高は、対前年同月比で103.4％とやや
増加している。売上高総利益率は23.4％で
対前年同月比104.4％、売上高経常利益率
は7.1％で対前年同月比133.9％と改善して
いる。経常利益額も対前年同月比138.5％で
増加している。

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

宮﨑 敦史

【不動産業】調査対象企業293社中、黒字企
業は168社で黒字企業比率は57.3％である。
純売上高は、対前年同月比で91.1％と前年
より悪化、売上高総利益率は57.2％で対前
年同月比102.8％、売上高経常利益率は4.2
％で対前年同月比161.5％と改善している。
経常利益額についても対前年同月比147.7
％と金額も増加している。
【サービス業】調査対象企業134社中、黒字
企業は52社で黒字企業比率は38.8％であ
る。純売上高は対前年同月比で92.7％と減
少。売上高総利益率は42.3％で対前年同月
比105.4％。売上高経常利益率は、2.3％で
対前年同月比79.3％と悪化している。経常利
益額は、対前年同月比73.6％と前年を大き
く
参照：
『実践！経営助言』
ＴＫＣ出版
割り込んでいる。
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成長期待企業
の
イチオシ！

精密板金加工

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

リーマン・ショックが教訓
社員同士の絆を深め
たくましく生き抜く会社へ

プラクシス有限会社

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。

デジタル技術による自動化が進んだ

たのが社員全員でのバーベキュー。
「トラ

工作機械でも扱う人が変われば、出来

ブルが起こったときに声を掛け合える社

上がりの精度が異なります。
「要は取引

員同士の絆、団結力が一番大切」
との

先に喜んでもらえるものを作りたいとどこ

思いからでした。今は毎年の海外社員

まで本気で思えるか、
その突き詰めようと

旅行、社員に1台ずつ買った自転車で

する気持ちが仕上がりに影響する」
と玉

のツーリングなどでさらに絆を深めてい

岡詳悟社長は言います。
「顧客の図面の

ます。

５倍から10倍の精度を追求する」精密

リーマン・ショックでもう一つ痛感したこ

な板金加工で、建設機械向けなどに受

とがありました。
「取引先はうちに出してい

注を拡大しています。

た仕事を引き取り、真っ先に内製化しま

父親が営んでいた製缶工場に入社し

した。従業員やその家族のことを思えば

たものの折り合わず退社した過去を持

まず会社を守ることが大切だと気付きま

つ玉岡社長。2004年１月に同社を創業

した」
。

しました。
役立ったのは製缶工場勤務時

そこで品物ごとに原価計算をし、赤字

代に身に付けた技術一つ。
「どんな仕事

品については取引先に受注を断りました。

でも早く、
丁寧に」を心掛け、
仕事を増や

「他にも付加価値を生まない作業をどこ
まで効率化できるかなど、
やるべきことは

していきました。
しかし、勢い込んで最新の大型工作

たくさんある」
と玉岡社長。
ものづくりの進

機械を導入した矢先、
リーマン・ショック

化、人材不足をにらみ、3Dプリンターの

が襲います。
売り上げは5分の１に激減し

導入やベトナムへの進出も視野に入れ、

ました。
できることから始めようと思い付い

さらにたくましく生き抜こうとしています。

18 才の女性社員も現場で活躍

◎プラクシス有限会社の
精密板金加工

何かあればすぐに話し合いが始まります

プラクシス有限会社／所在地：姫路市豊富町御蔭740／代表取締役：玉岡詳悟
事業内容：精密板金加工
079-265-3030／
http://jp-praxis.com/index.html

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！」
に登場していただいたプ
ラクシス有限会社。
始めた当初、
年に1回だったバーベ
キューはその後半年に１回になり、
今では毎月開催して
いるとのこと。
「社員同士が何でも言い合える関係にする
ことが私の一番の仕事」
と玉岡社長は言い切ります。
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