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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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異業種交流活性化支援を受け

たつの市
商工
地域特産 会
品
研究会

カキを使った地域特産品を開発

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
 期継続保証
短
「たんけい」

のご案内

◦工業技術センターの技術支援

航
 空機シート用環境対
応型難燃性革

Tax&Law

平成30年度税制改正3
―特例事業承継税制に
ついて―
成長期待企業のイチオシ！
株式会社ソーイング竹内

各種縫製品

今月の支援メニュー
異業種交流活性化支援
利用者の視点に立った新し
い発想で新分野進出、
新商
品・新サービスの開発、
販路
開拓にチャレンジする異業種
交流グループの活動を支援
する事業

ひょうご産業活性化センターは、異業種の人が集まり、
新分野への進出や、新しい商品・サービス・技術の開
発に挑むグループの活動を支援しています。たつの市商
工会に設置されたグループは、平成 27、28 年度に異
業種交流活性化支援事業で地元のカキを使った新たな
特産品を商品化し、さらにステップアップ支援枠を活用し
て販路開拓を進めています。

元気企業
訪問

今月の支援メニュー
異業種交流活性化支援

たつの市商工会
地域特産品
研究会

室津のカキを使った特産品
試作から商品化まで
地域内で完結させ
地元が潤う販路を支援
地元の素材を新たな特産品に

したが、
佃煮は他の産地でも商品化さ

地元でしか買えない商品を

たつの市の室津地区では20年ほど

れていることから、他の委員から「オリ

商品化した3商品はポスターやチラ

前から沿岸部でカキの養殖が始まり、

ーブオイル漬けにしてみてはどうか」
と

シを作成したほか、地域イベントや全

近年は直売所も増え、濃厚な味わい

のアイデアが提示されました。
試作して

国物産展に出展し、手応えを得まし

の大粒のカキは多くの人に知られてい

みたところ、想像以上にカキとオリーブ

た。
さらに17年には異業種交流活性

ます。
たつの市商工会では、2011年

の相性が良かったことから「牡蠣ふく

化支援のステップアップ枠として販路

に、
室津のカキの知名度をさらに広めよ

め煮オリーブオイル漬け」の商品化が

開拓に特化した支援を受け、
東京、
大

うと、
これを原材料に使った「牡蠣しょう

決まりました。

阪を中心に出展。
「西播磨フードセレク

ゆ」
を商品化し、
会員事業所や直売所
など地域限定で販売してきました。

また、
カキ養殖・販売業者の津田宇
水産の商品開発部門リーダーの津田

ション」に出品し金賞を受賞するなど、
ブランド力向上にも注力しています。

同商工会では14年にひょうご産業

礼子さんからは、季節商品であるカキ

現在、
「牡蠣ふくめ煮オリーブオイル

活性化センターの異業種交流活性化

を通年で販売できる商品をとの思い

漬け」
「 牡蠣缶詰」についてはそれぞ

支援事業のことを知り、
これを活用し

から、
缶詰としての商品化の提案があ

れ炭屋、
津田宇水産の店頭で、
「牡蠣

て商工会内に地域特産品研究会を

りました。試作品はメンバーから高い

しょうゆぽん酢」についてはカキ直売

設置。
カキを使った新たな特産品の開

評価が得られ、
「水分を減らして」
「もう

店など市内に限定して販売。
戦略的に

発に着手しました。
メンバーは食料品

少し薄めの味付けで」
とブラッシュアッ

「地元に行かないと買えない商品」
とし

製造業者のほか建設業者など9人で

プを経て、
これ

構成され、委員長には中元設備工業

も商品化にこぎ

の中元国義社長が就きました。
「商品

着けました。
さら

開発に当たっては外部のコンサルタン

に16年には「牡

トに任せるようなことはせず、
試作品作

蠣しょうゆ 」の

りから商品化まで全て地域内で完結

後継商品として

することを目指し、販売も地域限定を

「牡蠣しょうゆ

狙ってスタートしました」
と地域にお金

ぽん酢」の開発

を落としてもらうための商品開発を指

に取り組み、ユ

向したといいます。

ズ果 汁の含有

1回目の会合で委員の佃煮製造業

量を7%にまで

者、
炭屋の伊藤隆之社長から
「カキを

引き上げ て商

佃煮にしてみたい」
との案が出されま

品化しました。

「牡蠣しょうゆ」
を皮切りに、
「牡蠣しょうゆぽん酢」、
「牡蠣ふくめ煮オリーブオイル
漬け」、
「牡蠣缶詰」
など次々と商品化
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今月の支援メニュー
異業種交流活性化支援

て育てようとしています。
また「どこに行

いるお店の地図が表示できるような仕

ため、
今後は揖保川町のトマトやトウモ

けば購入できるのか」
といった問い合

組みも作っていきたい」と中元委員

ロコシ、
新宮町のバジル、
クワの実など

わせが増えていることから
「商品にQR

長。
商品開発については、
開発された

を使った商品化にもチャレンジしていく

コードなどを付けて、
かざせば販売して

特産品の素材がカキに限られていた

予定です。

会社概要
たつの商工会地域特産品研究会

所在地 たつの市揖保川町原849-37
TEL 0791-72-7550

URL http://www.shoko-tatsuno.jp/

支援メニュー講座

異業種交流活性化支援

ひょうご発のイノベーションを起こそう！
異業種交流活性化支援事業の概要
(1) 対象事業
 異なる業種の中小企業者等で構成されるグループが実施する新分野進出、新商品・新サービス・新技
術開発、販路開拓等をテーマにした異業種交流事業
(2) 支援の内容
①異業種交流事業に必要な経費の補助（県補助金）
◦補 助 期 間：2年以内
・補 助 額：1グループあたり上限額1,500千円／2年間（補助率：定額）
・補助対象者：県内の商工会議所、商工会、兵庫県中小企業団体中央会、兵庫工業会、兵庫県工業
技術振興協議会の会員企業を中心メンバーとして活動する異業種交流グループ
②ひょうご産業活性化センターによる各種支援の実施
・相談窓口の設置（異業種連携相談室）
・各分野の専門家（製造・販売・金融・技術・デザイン等）からなる異業種連携アドバイザー等による
専門的な助言の実施
・異業種グループの連携・交流促進（活動事例報告会、交流会、課題解決セミナー等）

問い合わせは ひょうご産業活性化センター創業推進部 異業種連携相談室

078-977-9073

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
「起業プラザひょうご」
レンタルセミナールームのご案内

ひょうご産業活性化センターが運営する「起業プ
ラザひょうご」ではレンタルセミナールームを備えてお
ります。各線三宮駅より徒歩5分の好立地で、6,000
円／5時間〜という低料金でどなたでもご利用できま
す。勉強会、
ワークショップ、
セミナーなどにご活用くだ
さい。
【場所】神戸市中央区雲井通5-3-1 サンパル6F
（ひょうご産業活性化センター移転跡地）
【定員】57人
【利用料金】
◦平日利用  営業時間…12：00〜22：00 ◦土日祝利用  営業時間…12：00〜20：00
終日

10,000円＋税 終日

10,000円＋税

12：00〜17：00

6,000円＋税 12：00〜16：00

6,000円＋税

17：00〜22：00

6,000円＋税 16：00〜20：00

6,000円＋税

◦延長料金…1,500円＋税/時間 ※営業時間を超えての使用はできません

【標準装備】
◦椅子57席 ◦可動式長テーブル
◦ワイヤレスマイク2本
◦プロジェクター＆スクリーン ◦ホワイトボード
【申し込みの流れ】

人間ドック
脳ドック検診
利用の補助

会員募集！
人間ドック・脳ドック検診及びインフルエンザ予防接種

しっかり補助します！

【1年度間（4月〜翌年3月）／1人1回のみ】

会 員
配偶者

①HPから予約状況・利用規約を確認
H
 R（http://www.kigyouplaza-hyogo.jp/
seminarroom/）にアクセス、
または「起業プラザひ
ょうご」で検索。
カレンダーで空いている日、利用規
約を確認。起業プラザひょうごの会員・非会員に
かかわらず6カ月前から予約が可能です。
②必要事項をフォームから送信
申
 し込みフォームに必要事項を入力し、送信しま
す。折り返し予約完了のメールが届きます。
③利用料の支払いは当日、受付で
セ
 ミナールーム利用料は当日、利用開始前に受付
にて現金またはクレジットカードでお支払ください。
請求書によるお支払いをご希望の場合、別途ご相
談下さい。
※キャンセルについて
予
 約後にキャンセルする場合、時期によってキャン
セル料が発生します。
7日以上前 ： 無料
3〜6日前
： 30％
2日前〜前日 ： 50％
当日
： 100％
【施設の利用に関する問い合わせ先】
078-200-6544（NPO法人コミュニティリンク）

10,000円 補助
10,000円

人間ドック・脳ドック検診を全額自己負担された場合に
補助が受けられます。

インフルエンザ
予防接種
利用の補助

【1年度間（4月〜翌年3月）／1人1回のみ】

会 員
配偶者

2,000円 補助
2,000円

インフルエンザ予防接種の受診料を1人2千円以上、
自己負担された場合に補助が受けられます。

●受信日において、
満35歳以上の者が対象。
●健康診断等は対象外です。

安心、安全そして信頼できる

「融資」
「給付」
「福利厚生」
供！！
提
の豊富なメニューも
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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
兵庫県立大学
「知の交流シンポジウム2018」
のご案内

Information Calendar
庫県下の科学技術の振興を図るため、研究開発に関
する試作試験や新技術の実施化資金に関する助成を
行っています。

情報通信、AI・IoT、
エネルギー・環境、医療・健康、
防災・減災などに関する先進的な取り組みの講演、
ポ

▶受付期間：9月28日（金）
まで

スター発表を行います。兵庫県立大学はこれらの先端
技術をはじめ、総力を結集し、
「ものづくり・ビジネスづく
り・コトづくり」を支援します。

▶助成対象事業：

▶日時：9月26日（水）10：30〜19：00（交流会含む）

▶助成対象者・機関：県下の助成を必要とする個人、
企業、
研究機関
（大企業、
大規模プロジェクトは含まない）
◦研究開発の試作試験費
◦新技術の実施化資金
▶助成対象の要件：

▶場所：姫路商工会議所（姫路市下寺町43）

◦県下の科学技術の振興に寄与するもの

▶内容（抜粋）
：

◦新規な学術または技術であること

【特別講演Ⅰ】
「IoT・AIが拓く未来社会のかたち〜ICT進化の光と影〜」
徳田英幸氏 国立研究開発法人情報通信研究機構 理事長
【特別講演Ⅱ】
「創業318年 FUKUDAの歩みと技術革新」
園田修三氏 福田金属箔粉工業（株）社長
【特別講演Ⅲ】
「グローバルサプライヤーの企業価値向上への取り組み」

◦その計画が申請者において実施可能なものであること
▶助成額：昨年度実績総額120万円
※申請方法など詳細については、
HP（http://jiiihyogo.jp/foundation.
htm）をご覧ください
▶問い合わせ先：公益財団法人兵庫県科学技術振興財団事務局
078-731-5847

前田龍一氏 （株）ニチリン 代表取締役 社長執行役員

078-731-6248

▶参加費：無料 ※交流会参加者は3,000円（ただし、学生は1,000円）
▶申し込み締め切り：9月14日（金）
※詳細についてはHP（http://www.u-hyogo.ac.jp/research/event/
index.html）をご覧ください
▶問い合わせ先：兵庫県立大学 知の交流シンポジウム実行委員会
（産学連携・研究推進機構）
079-283-4560

079-283-4561

「第6回 公開セミナー＆雇用労働相談会」
のご案内
経営者、
労働者等どなたでもご参加いただけます。
▶開催日時：9月20日（木）17：00～20：00
▶内容：

▶応募受付期間：11月30日（金）
まで（必着）
※ただし、
出展する展示会・見本市の開催初日前日までにご提出くだ
さい
▶対象：明石市内に主たる事業所（本社）を有し、
自らが開発した製
品・技術を展示会・見本市等へ出展する製造業または情報サービ
ス業を営む中小企業者
覧ください

「雇用主の実務と責務」

～雇用主が知っておかねばならない人事労
務管理の基本～

▶問い合わせ先：一般財団法人明石市産業振興財団 事務局
078-918-0331

【セミナーⅡ】
「副業

・兼業活用に向けた留意点」
～労使双方がWin-Winになるた
めの秘訣～
▶場所：淀屋橋三井ビルディング（淀屋橋odona）6階
（有限責任監査法人トーマツ 大阪事務所内 大阪市中央区今橋4-1-1）
▶参加費：無料
▶申し込み締め切り：9月19日（水）
※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
06-6371-3195

平成30年度兵庫県科学技術振興助成金
のご案内
公益財団法人兵庫県科学技術振興財団では、兵
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明石市内の中小企業の皆さまが開発した優れた製
品・技術等の販路開拓を支援するため、展示会・見本
市等への出展料の一部を助成します。

※詳細についてはHP（http://www.aipf.or.jp/topics/407069/）をご

【セミナーⅠ】

06-6136-3194

「平成30年度国内外展示会・見本市出展助成金」
のご案内

078-918-0332

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

短期継続保証
「たんけい」
のご案内
「たんけい」は、一括返済の短期資金を1年ごとに更新し、最大5年間継続利用することができる保証商品です。
毎月の分割返済の負担がないことから資金繰りが安定し、新たな事業展開や業務拡張に積極的に取り組むこと
が可能となります。
また、2回目以降の継続更新時、初回保証利用時と比較して保証料率区分が1区分以上ランクアップされている
方には、保証料率の割引（平均20％割引）を適用します。
ぜひご活用ください。
●「たんけい」の概要
対象となる方

1期以上の決算（確定申告）を行っている方

資 金 使 途

運転資金

融資限度額

5,000万円（原則として１企業１口限り）
ただし、
直近決算（確定申告）における平均月商の2か月分以内
※一般の普通保険（2億円）および無担保保険（8,000万円）の範囲内

保 証 期 間

1年（1年ごとに更新手続を行い、
最大5年間まで継続利用が可能）

貸 付 形 式

証書貸付または手形貸付

返 済 方 法

一括返済

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。
●初回保証利用時または継続更新時（１回目）
通常の保証料率を適用します。
【通常の保証料率表】
区

分

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

貸借対照表なし

責任共有
1.90％ 1.75％ 1.55％ 1.35％ 1.15％ 1.00％ 0.80％ 0.60％ 0.45％ 1.15％
保証料率

保 証 料 率

●継続更新時（2回目以降）
直
 近決算の保証料率区分が初回保証利用時の保証料率区分から1区分以上ランクアップ
されている方は、
通常の保証料率より平均20％割引した保証料率を適用します。
※ランクアップされていない場合は、
通常の保証料率を適用します。

【平均20％割引後の保証料率表】
区

分

責任共有
保証料率

①
―

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

1.50％ 1.30％ 1.10％ 0.92％ 0.77％ 0.61％ 0.45％ 0.31％

貸借対照表なし

―

そ の 他
留 意 事 項

①自治体融資制度、
他の保証制度との併用はできません。
②既存の「たんけい」のみ借換が可能です。
③初回保証利用時に貸借対照表を作成していない方等については、
継続利用時のランクアッ
プ判定対象外となります。

取 扱 期 間

平成31年3月31日までに当協会が申込を受付したものが対象となります。

※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）。

短期継続保証「たんけい」の詳細については、ホームページをご覧ください。
パンフレットのダウンロードが可能です。
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工業技術センターの技術支援

航空機シート用環境対応型難燃性革
兵庫県立工業技術センター

1．
背景
現在、航空機の主としてファーストクラスおよびビジネ
スクラスのシートに用いられている天然皮革のほとんど
は、
ヨーロッパの製革業者によって製造されています。

森

勝

格する難燃性革を開発することができました（写真1）
。

3．
日本製革の強み
現在、
日本のメーカーが航空機用シートを製造する

航空機は今後、需要が大きく伸びることが予想されて

場合、
ヨーロッパの製革業者に革を発注してから手元

います。
また、
日本でも国産旅客機の開発が進んでい

に届くまで、製造、税関手続きおよび輸送等で数カ月

ます。
そこで、
日本製革の用途拡大を図るため、航空機

かかっています。
それに比べ、
日本の製革業者に発注

シート用難燃性革を開発することにしました。
さらに、環

すれば、1カ月〜1カ月半ほどで届くため、納期が短縮

境に優しい日本エコレザー基準に適合することも目指し

でき、シートの製造が早くできます。

ました。
一般社団法人日本皮革産業連合会からNPO法人
日本皮革技術協会に委託された環境対応型難燃性
革の開発（飛革プロジェクト）事業（平成24〜28年
度）に共同で取り組みました。

2．
研究開発
日本エコレザーは、化学物質（ホルムアルデヒド、重
金属、ペンタクロロフェノール、禁止アゾ染料、発がん

写真 1 航空機内装用難燃性革見本帳

性染料）に関しても一定の基準があります。天然皮革
の製造には数十種類の薬品が必要ですが、
日本エコ
レザー基準に適合するために、
まず、使用する全ての
薬品の選択から始めました。

4．
おわりに
航空機シート用天然皮革のシェアはヨーロッパ製が

航空機シートには厳しい耐火性が求められていま

ほとんどを占めており、日本産革の新規参入はハード

す。
アメリカ連邦航空局の定めた航空機内装材の3つ

ルが高いです。
しかし、今後、航空業界の需要拡大に

の試験（垂直燃焼性試験、発煙性試験および座席オ

伴い、航空機の生産数が大幅に増えることが予想され

イルバーナー試験）に合格することが必要です。

ており、日本産革にも参入チャンスはあります。
また航

これら以外に、航空機メーカーは独自の安全性の社

空機以外にも、鉄道車両や家具等にも使用できます。

内規格として6種類の燃焼ガス成分を規制しています。

日本エコレザーが空を飛ぶために、
これから一般社団

そこで、鞣製法としてクロム再鞣、植物再鞣、合成タン

法人日本皮革産業連合会と連携して取り組んでいく予

ニン、加脂剤の検討を行いました。次に難燃剤の選定

定です。

じゅう

および添加量を検討いたしました。
5年間の研究でさまざまな試行錯誤がありましたが、
日本エコレザー基準、
アメリカ連邦航空局の定めた航
空機内装材の3つの試験および燃焼ガスの規制に合

問い合わせ先
兵庫県立工業技術センター
○皮革工業技術支援センター
079-282-2290
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079-222-9043

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

阪神支部・税理士

永田清行

平成30年度税制改正3 ―特例事業承継税制について―
新しくできた「特例事業承継税制」と「現行の事業承継税制」の違い
1．
納税猶予の対象株式
現行の事業承継税制での対象株式は、発行済議
決権株式総数の3分の2が限度です。
特例事業承継税制（以下「特例制度」
）では、発行
済議決権株式総数の全てが対象となります。
2．
納税猶予適用対象となる相続税額
現行の事業承継税制では、適用対象となる株式の
評価額の80％に相当する金額に対応する相続税額で
す。
特例制度では、適用対象となる株式の評価額の
100％に相当する金額に対応する相続税額が猶予と
なります。
3．
雇用確保要件
現行の事業承継税制では、5年平均の従業員数が
贈与時または相続時の従業員数の80％を下回らない
ようにしなければなりません。
特例制度では、80％を下回った場合でも、認定経
営革新等支援機関の意見が記載された「下回った理
由を記載した書類」が提出された場合には、認定が取
り消されないこととされています。
4．
贈与等を行う者
現行の事業承継税制では、代表者であった同族関
係者間で筆頭株主である先代経営者からの贈与に限
定されています。

特例制度では、後継者が特例認定承継会社の代
表者以外の者から贈与等により取得する特例認定承
継会社の非上場株式等についても、一定の要件を充
足すれば対象となります。
5．
受贈者の範囲
現行の事業承継税制では、適用対象となる後継者
は筆頭株主である代表者に限定されています。
特例制度では、承継計画に記載された代表権を有
する後継者で、発行済議決権株式総数の10％以上を
有する上位2名または3名が対象となります。
6．
相続時精算課税
相続時精算課税のもともとの適用対応者は、推定
相続人と孫のみです。
特例制度では、
その他の親族や第三者でも相続時
精算課税の適用を受けて、非上場株式等の贈与税の
納税猶予の適用を受けることができます。
7．
特例経営承継期間経過後の減免
現行の事業承継税制でも、民事再生・会社更生時
に一定の金額について猶予税額が免除されます。
特例制度では、譲渡時、合併による消滅時および解
散時にも同様の制度が導入されます。
8．
承継計画の提出
特例制度では、
「承継計画」の都道府県への提出
が必要となります。
参照：
「Q＆A

特例事業承継税制」
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7月の県下中小企業の業績動向
は次の通り。調査対象企業3,653社のうち、
黒字企業は50.5％の1,847社。全産業の純
売上高は、対前年同月比101.2％と増加し
た。これを業種別に見ると、製造業105.1％、
情報通信業101.2％、運輸・郵便業100.8
％、卸売業103.8％、小売業101.2％と前年
を上回り、建設業98.2％、宿泊・飲食業96.0
％、不動産業98.2％、サービス業89.1％と前
年を下回っている。
また、全産業の売上総利益率は26.9％で
対前年同月比98.8％、売上高営業利益率は
3.3％で対前年同月比100.0％、売上高経常
利益率は4.0％で対前年同月比105.2％であ
る。売上高営業利益率は横ばい、売上高経
常利益率は前年を上回っている。
【情報通信業】調査対象企業45社中、黒字

企業は28社で黒字企業比率は62.2％。純売
上高は対前年同月比で101.2％と増加。売上
総利益率は55.1％で対前年同月比98.5％と
減少。売上高経常利益率は2.7％で対前年
同月比61.3％と悪化。経常利益額は対前年
同月比62.4％と大きく割り込んでいる。
【運輸･郵便業】調査対象企業157社中、黒
字企業は91社で黒字企業比率は57.9％。
純売上高は対前年同月比で100.8％とほぼ
横ばい。売上高利益率は28.8％で対前年同
月比97.9％、売上高経常利益率は2.8％で
対前年同月比90.3％と減少。経常利益額も
対前年同月比91.7％と減少している。
【卸売業】調査対象企業478社中、黒字企
業は255社で黒字企業比率は53.3％。純
売上高は、対前年同月比103.8％とやや増
加。売上総利益率は17.2％で対前年同月比

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

花田 宏造

94.5％、売上高経常利益率は2.1％で対前
年同月比87.5％と減少。経常利益額も対前
年同月比93.4％と減少している。
【小売業】調査対象企業517社中、黒字企
業は213社で黒字企業比率は41.1％。純
売上高は対前年同月比で101.2％とやや増
加。売上総利益率は26.9％で対前年同月比
96.4％、売上高経常利益率は1.1％で対前
年同月比91.6％と減少。経常利益額につい
ても対前年同月比93.3％と減少している。
【宿泊・飲食業】調査対象企業142社中、黒
字企業は43社で黒字企業比率は30.2％。純
売上高は対前年同月比で96.0％と減少。売
上総利益率は63.9％で対前年同月比99.8％
と微減。売上高経常利益率は1.2％で対前
年同月比57.1％と悪化。経常利益額も対前
年同月比55.5％と大きく割り込んでいる。
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協力会社との信頼関係を構築
丁寧に心を込めて
播州織に新たな風吹き込む

成長期待企業
の
イチオシ！

各種縫製品

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

株式会社ソーイング竹内

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。

各種縫製品の企画・デザイン、
サンプ

業を活性化させる取り組みが評価され

ル制作から製品生産までを一貫して手掛

2017年12月、経済産業省から地域未

けている同社。
仕入れた生地は自社工場

来牽引企業にも選定されました。

で裁断し、
ミシンを支給している〝縫い子

現在力を入れているのが自社ブランド

さん″
に縫製作業を委託するという地域

のハンカチ作りです。地域に根付いた播

内分業で製品が出来上がっていきます。

州織の技術を生かしながら、
今受け入れ

百貨店向けのトートバッグなどの縫製品に

られるハンカチはどうあるべきかを考え、

ついては「メイドイン播州」を押し出す一

たどり着いたのが、
播州の地で先染め織

方、
イベントグッズについては中国の協力

物と同じ加工工程で織り上げられた白い

工場に委託し、
量産品にも対応していま

生地に後染めプリントをすること。
「先染め

す。
「価格や規模、
資金力でも競合他社

の糸を織って柄を作るのが播州織の特

には負けます。
ただ、
地域にしっかり根付

徴ですが、
あえてデザインを後染めするこ

き、
常に丁寧に心を込めて、
を心掛けてき

とを試みました」

ました」
と竹内裕児社長は話します。

6月に完成したばかりの新工房の内部

竹内社長はハンカチメーカーで9年勤

は白を基調にし、
カフェのようなオープン

務した後、
父親が創業した同社に戻って

スペースをしつらえています。
｢高齢化で

きました。
まず取り組んだのが、社員の仕

不足している縫製工を今後は自前で養

事への意識を改めることでした。
「委託し

成したい。若い人材にもっと集まってきて

ている先を下請けと呼ぶこともやめ、発

ほしい｣との思いも込められています。
「今

注価格を下げることもしないようにしまし

後も播州産にこだわり、会社の血肉とな

た。
一方で、
我々の考えを大事にしてくだ

る新たなチャレンジを続けていきたい」
と

さる所から仕事を受けるようにしてきまし

話しています。

た」
と言います。
そうした考え方と地場産

今年 6 月に完成した新工房

◎株式会社ソーイング竹内の
各種縫製品

自社ブランドのハンカチ「播州布／ BAMP」

株式会社ソーイング竹内／所在地：多可町中区糀屋90／代表取締役：竹内裕児
事業内容：各種縫製品の製造
0795-32-0018／
https://www.sewing-takeuchi.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
「成長期待企業のイチオシ！」で取材したソーイン
グ竹内。地域のことを思い、会社に関わる全ての関係
者を尊重する姿勢が企業の永続性につながり、それ
がひいては取引先の信頼につながるということを実感
しました。
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平成30年

月

日 (木)

発 表企業は、販路開拓や融資等を目的としたビジネ 13：30 スタート
スプランのプレゼンを行います。
金融機関・コンサルタント・販路開拓員・一般企業・
支援機関等の皆様が発表企業のプレゼンを観覧できる機
会です。
『ひょうご・神戸チャレンジマーケット』に参加されて、
新しい取引先の発掘や、取引先へ紹介するなどのビジネ
スマッチングにご活用ください。
発表企業との個別商談の時間も設けています。
【場

所】

ひょうご産業活性化センター

( 神戸市中央区東川崎町１-８-４
◯プレゼン会場及び商談会場

参加企業は
“ 気づき ” が
いっぱい！！

ビジネスプランの発表

チャレンジ
企業

新たな分野に
チャレンジしようと
する中小企業
資金調達、販路拡大、
技術提携、業務提携など

神戸市産業振興センター )

９階会議室

創業・第二創業、経営革新に取り組む中小企業 7 社
【主

催】

中小企業支援ネットひょうご ( ひょうご産業活性化センター他 18 機関 )

ビジネス
パートナー

金融機関、メーカー、
コンサルタント、
販路開拓員、
支援機関 等

ビジネスパートナー
との商談

取引先へ発表企業を紹介して、ビジネスマッチングが成約できた！

新しい取引先を
発掘できた !

事業内容が分かりやすく
説明されていたので、
取引開始の動機となった！

新しいビジネスの
展開について
気づきを得た！

会場アクセス

【発表企業】

ビジネス
マッチング

【お申込み・お問合せ先】
公益財団法人ひょうご産業活性化センター
ひょうご・神戸チャレンジマーケット運営委員会

TEL :078 - 977- 9072
FAX:078 - 977- 9112

事務局

E-mail:shinjigyo@staﬀ.hyogo-iic.ne.jp

http://web.hyogo-iic.ne.jp/kigyo/challengemarket

チャレンジマーケット

検索

ひょうご産業活性化センター通信
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