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県の産業立地条例を活用し

ミテジマ
化学
株式会社

淡路島に新工場を設立

元気企業
訪問

4

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
 域活性化保証
地
「スター

トラインＳ」のご案内

◦孫の疑問に答える
博学ご隠居の技術談義
 電加工～硬い金属を
放

雷パワーで楽々加工～

Tax&Law

平成30年度税制改正８
―特例事業承継税制に
ついて―
成長期待企業のイチオシ！
株式会社金岡光輝園

3Dスキャナー・ドローン測量

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。大阪市に本社を置くミテジマ化学株式会社はこのほ
ど、サポートセンターの紹介で、淡路市内の県企業庁
の用地1㌶を取得し、2018 年7月から木材用難燃剤を
生産する新工場を稼働させています。

ひょうご産業活性化センターの設備貸与[割賦販売／リース]制度
兵庫県マスコット はばタン

応
援
し
ま
す

設
備
投
資
を

【コストダウン】
【受注拡大】
【品質向上】etc.
設備貸与制度 の
メリット1

長期・低利・固定

0.70%〜
（割賦）

3 つのメリット

メリット2

メリット3

ご利用可能

連帯保証人
/担保不要

100万円から
（最大1億円まで）

（原則）

公益財団法人ひょうご産業活性化センター 設備投資支援室
〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1 丁目 8 番 4 号
神戸市産業振興センター 7 階

（078）
977-9086
FAX 078-977-9102

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
ミテジマ化学
株式会社

多様な分野で用いる
化学製品を製造・販売
淡路島工場に将来を託し
世界一のメーカーを目指す
競争力の高い製品を国内外で提供

国・上海に事務所を開設し、原料を

年の17億円から現在は21億円にまで

同社は1952年の設立以来、
重合リ

直接仕入れる体制を構築することでコ

増えています。

ン酸塩を中心とする化学製品を製

スト削減に努める一方、
直接販売する

造・販売しています。
水産加工品や惣

先も開拓。
また、設備機械についても

「温暖で食べ物がおいしいこと」が立地の鉄則

菜の日持ち向上剤、
ハム・ソーセージ

国産から中国製に切り替え、
コスト競

扱う製品が多様化してきたことで大

等の結着剤、飲料の退色防止剤とい

争力を強化しました。
さらに研究開発

阪市にある本社工場は手狭になり、
周

った食品添加物分野、染色助剤を主

機能を強化し、研究員を増員するとと

辺の宅地化が次第に進み土地の活

体とする繊維分野、難燃剤などの木

もに外部からの知見を取り入れるべく、

用にも制約がありました。
そこで、3年

材加工分野、
さらに歯磨き粉成分や

大学や研究機関との連携を図りまし

前から新たな工場用地取得の検討を

増毛剤成分といったヘルスケア分野な

た。
3年前には、
オランダ・アムステルダ

開始しました。
当初は東日本の取引先

ど、
多彩な分野で使われています。

ムにも事務所を設け、新分野開拓に

を開拓する目的もあり静岡県で探して

かつては下請けメーカーに徹してい

向けた原料素材・技術を導入し、新

いたそうですが、
ひょうご・神戸投資サ

たこともあり、
業績は後退傾向にあった

商品の開発にも注力しています。
「一

ポートセンターの紹介で、
淡路市佐野

といいます。
2010年に三菱商事株式会

番ハードルが高かったのは海外の企

の兵庫県企業庁の用地を見学し、一

社から移り、社長になった末常裕治さ

業や大手企業にもひるむことなく交渉

目で気に入ったといいます。
「 海岸沿

んは、
旧態依然とした企業体質の改革

する意識改革でしたが、
ようやく浸透し

いにヤシの木が並ぶ明るい町の様子

に着手し、
収益改善、
そして成長を見据

てきました」
と、
末常社長は手応えを感

はフランスのリゾート地、
ニースを思わ

えた施策を次々に打っていきました。

じています。

せました。
大阪の本社から車で1時間。

以前は原材料の仕入れ、販売とも

こうした取り組みの結果、重合リン

技術的な対応が必要なときもすぐに駆

に問屋を通じて行っていましたが、中

酸塩関連の製品が多様化。
木材加工

け付けられるアクセスの良さも魅力で

やヘルスケア、繊維分野

した」
と末常社長。当初は0.5㌶の取

向けに用途が広がってい

得を考えていましたが、好条件で1㌶

るほか、重合リン酸塩と

の提示があり受け入れました。
まずは

一緒に使われる結着酵

0.2㌶分の土地に工場を建設し、
木材

素、食塩に含まれるカリウ

用難燃剤の製造を開始しています。

淡路市佐野に新設した淡路島工場

ムの苦みを消す天然素

三菱商事時代に多くの海外プロジ

材など重合リン酸塩以外

ェクトに携わった末常社長は「企業立

の食品添加物の扱いが

地は気候がよく、
食べ物のおいしい土

増加し、売り上げも2010

地にするのが重要」
という持論があり
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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
ます。
「淡路島はその点でも最高の土

居たいと話しており、他の社員からも

で展開しようと考えています。
「淡路島

地。
取引先の方にまた来たいと思って

赴任したいという声が上がっています」

工場は当社の将来を託す工場。
世界

もらえるので、
おのずと仕事も増えるん

現在は新製品の開発に取り組んで

です。
常駐している社員はずっとここに

おり、
今後、
その量産化を淡路島工場

会社概要
ミテジマ化学株式会社

所在地 大阪市西淀川区御幣島1-5-2
代表取締役社長 末常裕治
事業内容 重合リン酸塩をはじめとする化学製品の製造・販売

支援メニュー講座

一の重合リン酸メーカーを目指したい」
と意気込んでいます。
TEL 06-6474-0824
URL http://www.mitejima-chem.co.jp/

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
「起業プラザひょうご」
のご案内

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
品、新サービスの開発を考えている方

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、若者からシニアまで、
さまざまな起
業家が集い、新たなビジネスを加速させています。
セミナールームは勉強会、
セミナーなど、
どなたでも
利用できます。
また、
コワーキングスペースは作業はも

◦オーダーメイド型特別相談（随時）
起
 業・創業についてマンツーマンで相談したい方
※詳 細についてはHP（http://web.hyogo-iic.
ne.jp/keiei/keieisoudan）をご覧ください
【問い合わせ先】

ちろん、商談や打ち合わせに利用することも可能で

経
 営推進部

す。各線三宮駅から徒歩5分の好立地。神戸・三宮

ビゲーター

の拠点として、ぜひご活用ください。
【施設概要】

経営・商業支援課

078-977-9079

総合相談ナ

078-977-9120

keiei1@staff.hyogo-iic.ne.jp

◦スモールオフィス 17室（13,500円～/月）
◦ワーキングデスク 16席（7,500円/月）

メールマガジン登録受付中

◦コワーキングスペース・交流スペース
（5,000円/月）
◦セミナールーム 定員57人
（6,000円/約5時間）
※セミナールームの利用は、時間区分があります
【場所】神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル6階
【開設時間】平日10：00～21：00／土曜、
日曜、祝
休日12：00～20：00（年末年始は休館）
【施設の利用に関する問い合わせ先】
078-862-5302（NPO法人コミニュティリンク）
http://www.kigyoplaza-hyogo.jp/

ひょうご産業活性化センターでは、皆さまに役立つ
セミナーや各種行政情報などをメールマガジンで配
信しています。登録料は無料ですので、ぜひご登録く
ださい。
【配信日】毎月1日、16日（土曜、
日曜、祝休日の場合
は翌営業日）
【登録方法】
①e-mlhedDB@xpressmail.jp宛て、
もしくは、下
記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）
。

総合相談窓口のご案内

②登録用メールが30分以内に届きます。免責事
項をご確認の上、
メール本文に記載された登録
用URLをクリックし、配信希望情報等を入力して

曜日ごとに異なる中小企業診断士、兵庫県信用
保証協会の相談員等の専門家が、中小企業の抱え

ください。
※30分以内にメールが届かない場合には、
メール

るさまざまな経営課題の相談に無料で対応します。

が受信できる設定になっていない可能性があり

【主な相談内容】ものづくり、販路開拓、労務、情報、

ます。お使いの携帯電話の設定をご確認後、再

財務、資金調達等
【相談時間】9：00～12：00、13：00～17：00
※平日のみ
【相談方法】
来所（要予約）または電話、FAX、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

度最初から操作してください
※登 録方法等、詳細についてはHP（ht tp://
www.xpressmail.jp/hyogo_iic/index.html）
をご覧ください
◎メールマガジンのバックナンバーはこちら⇒
h
 ttps://web.hyogo-iic.ne.jp/johoteikyo/
melmaga
【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

「阪神北起業・創業バックアップセミナー」
のご案内
阪神北地域での〝起業・創業を目指す起業家″
や
〝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。

 新たに起業・創業を考えている方を対象に事業アイデアや創業
計画づくりなどの基本的な知識を説明します。
▶定 員：60人（先着順、要予約）※第1部、第2部いずれか一方の参
加も可能です
▶参加費：無料
▶申し込み締め切り：4月19日（金）
※詳細についてはHP（https://web.pref.hyogo.lg.jp/hnk02/31
hankitasougyouseminer.html）をご覧ください
▶主催：兵庫県阪神北県民局
▶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

▶日時：4月23日（火）13：30〜16：40

0797-86-4379

▶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
等
▶内容：
第1部 13：30～15：15
①兵庫県の支援制度の説明
◦兵庫県中小企業融資制度［兵庫県産業労働部産業振興局地域
金融室］
◦ひょうご産業活性化センターの支援制度［
（公財）ひょうご産業活
性化センター］
②金融機関の支援制度の説明

※本事業は2019年度の予算成立を前提としており、
事業の実施は

◦日本政策金融公庫（国民生活事業）の融資制度［
（株）日本政策
金融公庫神戸東支店］

予算の国会での可決・成立が必要となります。
あらかじめご了承く
ださい

◦日本政策金融公庫（中小企業事業）の融資制度［
（株）日本政策
金融公庫神戸支店］

※2019年度の本事業の詳細については、
4月下旬～5月上旬にHP
（https://www.niro.or.jp/information/20190304/9402/）にて

◦池田泉州銀行の創業支援に係る取り組み［
（株）池田泉州銀行］
起業・創業セミナー
［宝塚商工会議所］

兵庫県内の中小企業者等による海外事業展開を促
進するため、県内の中小企業による産業財産権に係る
外国出願（特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商
標）に要する経費の一部を助成します。
▶公募期間：5～6月（予定）

◦信用保証制度［兵庫県信用保証協会］

第2部 15：20～16：40

「2019年度 兵庫県中小企業等外国出願支援事業」
のご案内（予告）

お知らせする予定です
▶問い合わせ先：
（公財）新産業創造研究機構 知的財産センター
078-306-6808

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。

2019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3,431社のうち黒
字企業は52.0％で1,787社。全産業の純売
上高は対前年同月比で99.9％と減少した。
これを業種別で見ると、運輸業・郵便業が
102.4％、製造業が103.3％、卸売業が100.4
％、不動産業が100.9％、小売業が101.0％
と前年を上回っている。一方、建設業が98.6
％、情報通信業が98.3％、宿泊業・飲食サ
ービス業が99.8％、サービス業が85.9％と下
回っている。
また、全産業の売上高総利益率は28.3%
で対前年同月比100.3％、売上高経常利益
率が4.5％で対前年同月比102.2％と増加、
売上高営業利益率は3.5％で対前年同月比
97.2％と減少した。
【情報通信業】調査対象企業41社中、黒字
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ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

宮﨑 敦史

企業25社で黒字企業比率60.9％。純売上 ％、経常利益率は2.3％で対前年同月比
高は対前年同月比で98.3％と減少。売上 104.5％、経常利益額も対前年同月比105.6
高総利益率は54.9％で対前年同月比103.7 ％と向上している。
％、経常利益率は2.4％で対前年同月比 【小売業】調査対象企業441社中、黒字企
171.4％、経常利益額も対前年同月比169.3 業178社で黒字企業比率40.3％。純売上高
％と向上した。
は対前年同月比101.0％とやや増加。売上
【運輸・郵便業】調査対象企業156社中、黒 高総利益率は30.7％で対前年同月比99.3
字企業88社で黒字企業比率56.4％。純売 ％、経常利益率は1.7％で対前年同月比
上高は対前年同月比102.4％と増加。売上
154.5％、経常利益額も対前年同月比154.7
高総利益率は28.3％で対前年同月比98.2 ％と向上している。
％、経常利益率は2.6％で対前年同月比 【宿泊・飲食業】調査対象企業153社中、黒
92.8％、経常利益額は対前年同月比94.2％ 字企業51社で黒字企業比率33.3％。純売
で悪化している。
上高は対前年同月比99.8％とほぼ横ばい。
【卸売業】調査対象企業467社中、黒字企
売上高総利益率は65.3％で対前年同月比
業257社で黒字企業比率55.0％。純売上高 98.6％、経常利益率は0.9％で対前年同月
は対前年同月比100.4％とやや増加。売上
比50.0％、経常利益額も対前年同月比50.4
高総利益率は17.9％で対前年同月比98.8 ％と悪化している。

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

地域活性化保証「スタートラインＳ」のご案内
このたび、地域活性化保証「スタートラインＳ」を創設し、4月1日より取扱いを開始しました。
本保証は、当協会のご利用がない中小企業・小規模事業者の方に対して、金融機関と連携し
ながら、迅速な信用保証を無担保で提供する、事前内定型の新しい保証商品です。
この機会に
ぜひご活用ください。

無担保で

迅速な
資金調達

●地域活性化保証「スタートラインS」の概要

対象となる方

当協会が定める保証対象要件および審査基準に該当し、
次の全ての要件に該当する法人（会
社（株式会社、
有限会社、
合資会社、
合名会社、
合同会社）
、
士業法人、
医療法人）および個人
事業者
① 保証申込時点で当協会の保証付融資残高がないこと
② 引き続き1年以上事業を営んでいること
③ 法人の場合は、
直近期の確定申告書（決算書）において、
債務超過でないこと
④ 個人の場合は、
直近期の確定申告書において、
次の要件を全て備えていること
ア 貸借対照表の添付があること
（白色でも可）
イ 所得金額と減価償却費を合算した金額がマイナスでないこと
⑤ 取扱金融機関との取引が次のいずれかに該当すること
ア 申込時において、
本保証の融資金額の1割以上のプロパー融資※残高がある
イ 本保証の融資金額の1割以上のプロパー融資を本保証と同時に行う
⑥ 取引金融機関の支援体制について、
次の要件を全て備えること
ア 取扱金融機関が定期的に当該申込人を訪問し事業内容を把握していること
イ 取扱金融機関が当該申込人に対し本保証と共に経営支援等に取組むこと
※プロパー融資とは、
信用保証協会の保証を付さない融資をいいます。

資 金 使 途
融資限度額

運転資金および設備資金（ただし、
不動産取得資金は対象となりません）
2,000万円
（ただし、
直近期の確定申告書（決算書）における平均月商の2か月分の範囲内とします）

保 証 期 間

運転資金：7年以内、
設備資金：10年以内（うち据置期間6か月以内）

貸 付 形 式

証書貸付または手形貸付

返 済 方 法

元金均等分割返済または一括返済（一括返済は、
保証期間6か月以内の場合に限ります）

貸 付 利 率

金融機関所定利率

担

不要

保

連帯保証人

原則として、
法人の代表者を除き不要
経営状況に応じて決定（下表参照）

保 証 料 率

そ の 他
留 意 事 項

区 分
責任共有
保証料率

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

1.90％

1.75％

1.55％

1.35％

1.15％

1.00％

0.80％

0.60％

0.45％

申込の前に、当協会の所定の様式にて事前相談を行ってください（事前内定型の保証商品
です）
。

※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）。

http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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孫の疑問に答える博学ご隠居の技術談義

放電加工

～硬い金属を雷パワーで楽々加工～
今月のご隠居さん

兵庫県立工業技術センター 生産技術部

金属・加工グループ

あきこ

山口 篤さんです。

さとし：おじいちゃん、技術の授業でドリルを使ったよ。
硬い木に簡単に穴が開けられて、
とても楽しかったよ。
ご隠居：工作は楽しいのう。
さとしが使った木工用ドリ
ルはギムネとも呼ばれていて、木にきれいな穴が開けら
れる様に形を工夫してあるのじゃ。兵庫県の三木市で
はギムネがたくさん作られているんじゃよ。
さとし：そうなんだ。おじいちゃんはドリルに詳しいね。
ご隠居：ところでさとし、鉄に穴を開ける場合はどうする
かな。
さとし：鉄よりも硬い材料で作ったドリルがあるって先
生が言ってたよ。
ご隠居：その通りじゃ。
じゃあ、意地悪な問題じゃ。鉄用
のドリルに穴を開けるにはどうすればいいかな。
さとし：もっと硬い材料を使う！
ご隠居：半分正解じゃ。でも、硬い材料は、工具を作る
のが難しくなってくるのう。
そういう場合に、放電加工と
いう方法で加工するんじゃ。
さとし：放電？静電気みたいな感じ？
ご隠居：そうじゃそうじゃ。材料と工具の間に小さな雷
を飛ばして、少しずつ削っていくんじゃ。
さとし：バチバチ光るの？溶接みたいだね。
ご隠居：厳密には、溶接とは違うのう。放電加工をする
には、
１秒間に1万回以上のとても短い間隔の放電を
か と
使うんじゃ。過渡アーク放電と呼ばれていて、
その温度
は6,000度以上とも言われているんじゃよ。
さとし：6,000度？何でも溶けちゃうね。
ご隠居：溶かして吹き飛ばしてしまうんじゃ。だから、加
工する材料の硬さは関係ないんじゃよ。
さとし：工具はドリルみたいに回転させるの？
ご隠居：放電加工は工具を回転させなくてもいいんじ
ゃよ。工具の形をスタンプみたいに穴の形に転写でき
るんじゃ。
さとし：星の形でもいいの？
ご隠居：もちろんじゃ。三角でも四角でもハートの形で
もええぞ。工具に細いワイヤーを使う方法もあるんじゃ。
それは、
ワイヤーカット放電加工といって、髪の毛ほどの
細いワイヤーで金属を切断することができるんじゃよ。
さとし：へえー。発泡スチロールを電熱線で切るみたい
にだね。
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さとし

ご隠居：その通りじゃ。
とても便利な加工方法じゃが、
放電加工にも欠点があるんじゃよ。
さとし：まぶしい？うるさい？
ご隠居：ははは、一回一回の放電が小さいので、
それ
は心配無用じゃ。
それは、工具そのものが減ってしまう
ことじゃ。
さとし：じゃあ、穴が小さくなってしまうの？
ご隠居：そうじゃ。工具の消耗を予想して、何本も用意
する必要があるんじゃ。
さとし：工具の材料は何でもいいの？
ご隠居：電気を通せば何でもいいぞ。でも、電気抵抗
の小さな銅や黒鉛（グラファイト）が多く使われておる
のう。
さとし：黒鉛って鉛筆の芯に使われているやつ？
ご隠居：よく知っておるのう。若い頃、細い工具が手元
にないときは、シャープペンシルの芯を使ったものじゃ。
どんどん短くなるけどのう。
さとし：面白いね。
ご隠居：今でも放電加工の現象は分かっていないこと
が多くて、たくさんの研究が進められているんじゃ。最
近はセラミックスや焼結ダイヤモンドも加工できるように
なったんじゃよ。
さとし：すごい！どんなに硬くても加工できちゃうんだね。
じゃあ、硬い顔のおじいちゃんを笑顔にする方法は知
ってる？
ご隠居：そんな方法は研究されておらん！
さとし：簡単だよ。
コチョコチョコチョ・
・
・
ご隠居：ドリルすな！

工具（銅）

放電
工作物（鉄鋼）

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

平成30年度税制改正8 ―特例事業承継税制について―

特例事業承継税制における相続時精算課税の取り扱い
親族外への相続時精算課税制度の導入

て20歳以上である者に限る)であり、かつ、
その贈与者

一般事業承継税制では、平成29年度から後継者
への非上場株式等の贈与で相続時精算課税の適用

が同日において60歳以上の者である場合には、相続
時精算課税の適用を受けられることとされました。

が認められ、万一贈与後に納税猶予が取り消されたと

これによって、企業内の第三者である従業員や役員

しても、実質的な贈与税負担はなくなりました（経過利

などに対する事業承継が非常に行いやすくなったとい

子税と猶予されていた贈与税の納付は必要ですが、

えます。
もっとも、先代経営者が死亡した場合に親族に

相続の際に贈与時点の評価額がみなし相続財産とし

課される相続税には、事業承継しない親族には関係の

て加算され相続税を計算した後に、相続税額から猶

ない非上場株式等の財産を含めて累進税率が課され

予取り消し時に支払った贈与税額が差し引かれます）
。

るため、親族については過重な相続税負担が生ずるこ

特例事業承継税制では、特例経営承継受贈者が

ととなります。

贈与者の推定相続人以外の者(その年1月1日におい

親族外承継人に遺贈した場合の計算例
前提条件
●相続人 子2人
●後継者 親族外承継人へ自社株式を遺贈
●財産評価額 自社株式

3億円

その他の財産

3億円

総財産価額

6億円

相続税額

その他の財産のみ
の場合

相続人２人の相続税額の合計額

６，
９２０万円

  ９，
８５５万円

２，
９３５万円

―

  ９，
８５５万円

―

納税猶予税額

―

△９，
８５５万円

―

差引納税額

―

０円

―
―

後継者

自社株式の遺贈が
ある場合

相続税の総額

６，
９２０万円

1億９，
７１０万円

納税猶予後の納付税額

６，
９２０万円

  ９，
８５５万円

参照：
「Q＆A

負担増

２，
９３５万円

特例事業承継税制

増補改訂版」
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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成長期待企業
の
イチオシ！

３Ｄスキャナー・ドローン測量

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

3Dスキャナーと
ドローンを使った
最新の方法で測量し
造園業の新しい在り方を提案

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。

株式会社金岡光輝園

もともとはカーネーションやキンセン
カなどの花き栽培で事業をスタートし
た同社。
その後、公園の緑地維持管
理をはじめとする造園管理の仕事が
増え始め、
現在はあわじ花さじきでの
生育、
散水など、
草花の維持管理も担

妙勝寺庭園の 3D データ

っています。
ただ、
こうした造園業は価
格競争にさらされることが多く、
金岡秀和

た加工も可能で、施主への説明が格段

社長は「うちだからこそ選ばれる仕事をし

に分かりやすくなります。
「従来の測量は

たい」
と思うようになりました。

2人がかりでしたが、3Dスキャナーは1人

3年前、県指定文化財である淡路市

で、
かつ時間も従来の10分の1程度で

の妙勝寺庭園から崩落した滝石組みの

済ませられることが大きなメリット」
といい

修復依頼が舞い込んできました。
文化財

ます。
その後、死角があって地上からは

の場合、
修復前後でどう変化したかを厳

測量できない案件への対応として、
ドロー

密に示す図面作成が求められます。2次

ンを用いた測量も導入し、
組み合わせた

元の平面図では分かりにくいため、公的

り、
使い分けたりしています。

な補助金を活用して3Dスキャナーの導

造園土木技術と最新の測量技術の

入を決めました。
「造園業で3Dスキャナー

組み合わせで、
その後も洲本市の旧益

を使っている事例はほとんどありません。

習館庭園が国の名勝に申請する際のデ

差別化になると考えました」

ータ作成、沼島の県指定文化財である

3Dスキャナーを使うと状況が映像のよ

神宮寺庭園にある高さ23㍍の大イチョウ

うに把握できるだけでなく、
樹木を除外し

を伐採する際の記録など、多彩な用途

た地表面図だけを描出したり、
特定箇所

で実績を増やしています。
さらに人工衛

の断面図を切り出して表現したりといっ

星の座標データを活用し、3Dスキャナー
とドローンのデータを経度・緯度・
標高で結合するなど、測量データ
の正確さに磨きをかけます。
「3Dス
キャナー、
ドローンを導入することに
よって事業の視野が広がりました。
造園周辺にとらわれることなく新た
な分野でも活用を提案していきた
い」
と、農薬散布など新規事業の
開拓にも力を注いでいきます。

測量に使用するドローンと金岡社長

◎株式会社金岡光輝園の
3Dスキャナー・ドローン測量

株式会社金岡光輝園／所在地：淡路市志筑2219／代表取締役：金岡秀和
事業内容：造園業、
3Dスキャナー・ドローンを使った調査・測量など
0799-62-1470／
http://www.kokien.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」で取材したミテジマ化学の末常社長
は海外駐在の経験が長く、企業立地のポイントについ
て独自の視点を持っておられました。唯一の懸念材料
は「津波」
だったそうですが、
「それを上回る淡路島の
魅力」
にほれ込んだようです。
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兵庫県よろず支援拠点は、
国が設置した中小企業・小規模事業者のための無料経営相談所です。
県内各地でサテライト相談所や金融機関の支店での相談会も実施しております。
個別相談のほか、様々なテーマで「経営に役立つセミナー」を開催しております。
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藤田 勉

斉藤 堅一

細谷 佳史

担当分野：
事業承継・経営革新

担当分野：
現場改善・生産性向上
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ブランディング・デザイン 創業・新分野進出
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たなか
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ただ

やすこ

川本 久美子

いわい

むねのり

福田 一彦

津賀 弘光

田中 秀和

多田 やす子

岩井 宗徳

担当分野：
経営計画・資金計画

担当分野：
広報・SNS

担当分野：
販路開拓

担当分野：
経営改善・人材育成

担当分野：
IT 活用

受付時間：平日９時〜17時
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