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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

相生特産
品開発
プロジェ
クト
チーム

高校生の発想を生かした特産品を開発

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
「経営者保証ガイ

ドライン推進
キャンペーン」
のご案内
◦工業技術センターの技術支援

簡易型非接触振動
測定装置

Tax&Law

改正消費税―税率アップ・
軽減税率への実務対応―2
成長期待企業のイチオシ！
株式会社カワグチマック工業

段ボール製ディスプレー

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、新分野に進出し、新
しい商品・サービス・技術の開発に挑むグループを後
押しする「異業種交流活性化支援事業」に取り組んで
います。相生特産品開発プロジェクトチームは、県立相
生産業高校の生徒の発想を生かし、地元の農水産物
を使った特産品を開発。現在はステップアップ支援枠を
活用して販路開拓と新たな商品開発を進めています。

今月の支援メニュー
異業種交流活性化支援

元気企業
訪問
相生特産品開発
プロジェクト
チーム

カキやカンピョウ…
高校生ならではの発想と
地元企業の協力で
相生発特産品を開発
相生から特産品を！

キ」
。地元の子どもたちに早くから特産

これまでに開発した商品の数は約

のカキに親しんでほしいとの思いから、

10に上ります。
中でも売り上げを伸ばし

ゆが有名な龍野など隣接する地域と

ふりかけを発案。
かつお節にエキスを

ているのは「ゆずみそポン！」
と
「ふりカ

比べ相生には目立った特産品が見当

染み込ませる技術を持つ食品加工メ

キ」の2商品。
それぞれ矢木醤油株式

たりません。異業種交流プロジェクト

ーカーの協力を得て、子どもでも食べ

会社、
株式会社マルト水産の商品とし

は、相生にある道の駅・海の駅「あい

やすいよう、
カキの風味はあえて抑えめ

て販売し、
ラベルには「相産高校生と

おい白龍（ペーロン）城」の担当者の

にして商品化したそうです。

共に創る相生特産品開発プロジェク

塩で知られる赤穂、
そうめんやしょう

そんな問題意識からスタートしました。
メンバーについては、地元の生産
者、
農水産物加工業者だけでなく、
新

「ふりカキ」がグランプリを獲得
この「ふりカキ」が、
食品商社主催の

ト」の名が冠されています。市内の道
の駅、
ホテルのほか、JR相生駅前の
「あいおい情報ラウンジ」などで販売さ
れています。

しい発想を取り入れようと県立相生産

「商業高校フードグランプリ2018」
と、

業高校の生徒にも参加してもらいまし

西播磨県民局主催の「西播磨フード

た。
当時、
同校には統廃合のうわさが

セレクション2018」で相次いで大賞、

あり、
これを跳ね返そうと生徒たちによ

グランプリを受賞しました。
その食品商

ティピアスは今年から広報部として

る広報ボランティアチーム「ティピアス」

社のルートにより大手スーパーで販売

校内部活動に格上げされ、
取り組みも

が発足。
その生徒たちが中心になって

する機会を得て、大きな話題を呼びま

パワーアップしています。
同校2年生の

商品開発を行うことが決まりました。

した。

部員、
小松真緒さん、
横川未来さんは

新商品は「かんぴょうロールケーキ」

ティピアスでは、
プロジェクトチームの

商品開発は2016、
17年度の県とひ

共にティピアスの活動にあこがれ入学

メンバーから相生産の農水産物や加

ょうご産業活性化センターの異業種

したとのこと。現在は新たな商品の開

工品についてヒアリングを受けた上で、

交流活性化支援事

それらを使ってどんな特産品ができる

業を活用して行われ

のかアイデアを練っていきました。

ました。商品への高

「ゆずみそポン！」は、播磨灘産のカ

い評価を受け、19、

キに合うように開発された調味料で、

20年度は同事業の

「カキに味がしっかり絡むようとろみを

ステップアップ枠を新

つけた」のが特長です。
また、水産加

たに活用し、販路開

工業者がカキを蒸す際に出るカキエキ

拓と新たな商品開発

スが大量に廃棄されていることを知り、

に取り組んでいるとこ

これを活用して誕生したのが「ふりカ

ろです。

相生産の農水産物を使って開発した商品
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今月の支援メニュー
異業種交流活性化支援

発に向け試作を重ね、
カキを使ったマ

相生市内だけではなく、
全国で発売さ

貨店しょくひんかんで行われる展示会

ヨネーズや、相生の伝統野菜「相生

れるような商品となるよう頑張りたい」

に相生特産品コーナーを設け、
新開発

野瀬（のせ）かんぴょう」を使ったロー

と二人は口をそろえます。

した商品や「ふりカキ」を販売し、相生

ルケーキを考案中。
「開発した商品が
組織概要
相生特産品開発プロジェクトチーム

今年末には東京・秋葉原の日本百

所在地 相生市那波南本町8-55
株式会社あいおいアクアポリス内
（道の駅・海の駅「あいおい白龍城」
）

をPRする予定です。
代表 平林秀俊
TEL 0791-23-5995

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
います。各線三宮駅より徒歩5分の好立地に加え、
6,000円／5時間～という低料金で、どなたでも利
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6階
（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/1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】

①HPで予約状況・利用規約を確認
H P（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いく
ださい。請求書によるお支払いをご希望の場合
は、別途ご相談ください。
●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】
078-862-5302（NPO法人コミュニティリンク）

中小企業経営者の皆様へ
ひょうごファミリーパックは
入会金ゼロ、“月会費500円／人” で、大企業並みの福利厚生が実現します。

人材の確保

社員の健康

業績の向上

ワンコインで
職場が生き生き！
経営者の方にも社員さんにも嬉しいメニューが！
NEW!
NEW!

ひょうご ファミリーパック
（ 公財 ）兵庫県勤労福祉協会 共済部 ☎ 078-351-6786
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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2019」
のご案内
AI・IoT、
エネルギー・環境、
ライフサイエンス、
防災・
減災、
グローバルビジネス、人材育成などに関する先進
的な取り組みの講演、
ポスター発表を行います。
▶日時：9月27日（金）10：30～19：10（交流会含む）
▶場所：神戸商工会議所会館（神戸市中央区港島中町6-1）
▶内容（抜粋）
：
【特別講演Ⅰ】
「130年企業の新たな挑戦！」
小野耕司氏 神栄（株） 代表取締役社長
「東南アジアにおけるインフラ供給事業への取り組みと人材育成」
【特別講演Ⅱ】
岡村武和氏 （株）OKAMURA 代表取締役社長
【特別講演Ⅲ 】
「これまでの科学、
これからの科学」
松本紘氏 国立研究開発法人理化学研究所 理事長
▶参加費：無料 ※交流会参加者は3,000円（学生は1,000円）
▶申し込み締め切り：9月17日（火）
※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

大企業との企業間連携を進めるチャンス！
オープンイノベーションセミナーのご案内
大企業の技術ニーズや研究開発などの取り組み状
況を紹介することで、
大企業との連携による技術開発や
製品化・事業化を支援するセミナーを開催します。
▶日時：9月24日（火）13：00～16：30（受け付け開始…12：30）
▶場所：姫路商工会議所 本館7階702ホール（姫路市下寺町43）
▶定員：70人
▶参加費：無料
▶申し込み方法：
◦HPの申し込みフォームに入力・送信
申
 し込みフォーム（https://www.himeji-cci.or.jp/seminars_
events/19092401se_form.html）
◦申込書をFAX
申
 込書（https://www.himeji-cci.or.jp/seminars_events/
pdf/19092401.pdf）
※詳細については、HP（https://www.himeji-cci.or.jp/seminars_
events/19092401.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
079-222-6005

令和元年度
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。
▶受付期間：9月30日（月）
まで
▶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）

6 JUMP

Information Calendar
▶助 成 対 象 事 業：◦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：◦県下の科学技術の振興に寄与するもの
◦新規な学術または技術であること
◦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140万円
※申請方法など、
詳細についてはHP（http://jiiihyogo.jp/foundation.
html）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
078-731-6248

「起業ステップアップセミナー
（全3回）」
のご案内
「自分のやりたいことが仕事になるの？「強みをはっ
」
き
りさせたい」
「何から準備すればいいのだろう」
。今の悩
みや疑問を解消して、
起業に向けて次のステップに進み
ませんか。
▶日時・内容：全3回
9月28日（土）
9：30～12：00

自分らしく創業するための起業準備の進め方、
起業体験談 他

10月5日（土）
9：30～12：00

夢をカタチにするビジネスプランの作り方

10月19日（土）
9：30～12：00

夢を現実にするビジネスプランの磨き方

▶場所：明石商工会議所ビル 5階 大会議室（明石市大明石町1-2-1）
▶起業体験談ゲスト：岡田美咲氏 「PINK PARTY SWEETS」 代表
▶講師：内藤敏氏 中小企業診断士 現場イズム 代表
松浦睦子氏 中小企業診断士
▶定員：20人
▶参加費：2,000円 ※初日にお支払いください
▶申し込み方法：
◦HPの申し込みフォームに入力・送信
◦申込書をFAX
申
 込書（http://www.aipf.or.jp/wp/wp-content/uploads/
kigyo-stepup_seminar_2019.pdf）
※詳細については、
HP（http://www.aipf.or.jp/topics/408392/）を
ご覧ください
▶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
078-918-0332

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

「経営者保証ガイドライン推進キャンペーン」のご案内
経営者保証を不要とする信用保証を推進し、思い切った設備投資、事業拡大ができる環境を整備することを目的
として、
「経営者保証ガイドライン推進キャンペーン」を実施しています。
2019年4月からは、以下の対象要件に該当する場合に、経営者保証を不要とする取扱いを推進しています。ぜひ
ご活用ください。
●「経営者保証ガイドライン推進キャンペーン」の概要
（１）金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い【金融機関連携型】
①資格要件
申
 込金融機関において、次の「要件１」又は「要件２」の何れかに該当し、
「要件３」を満たす場合
要件 1
要件 2
要件 3

項目
経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資の残高がある。
保証付融資と同時に、経営者保証を不要とし、かつ保全がないプロパー融資を実行する。
次の項目に全て該当する。
◦直近 2 期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でない。
◦直近の決算期において債務超過でない。

②対象制度
全ての保証制度が対象となります。
（推奨する商品例）
ひょうご発展支援保証「リードα」
、金融機関提携保証「飛躍（ひやく）
」等
（2）一定の財務要件を備えた経営者保証不要の保証制度【財務型】
①資格要件
直
 前の決算において、次の基準（1）〜（3）の何れかを満たす場合（指標①を満たした上で、
「②又は③の何れか」及び「④又は⑤の何れか」に該当する必要があります。
）
指標

対

象

①

純資産額

②
③
④
⑤

自己資本比率
純資産倍率
使用総資本事業利益率
インタレスト・カバレッジ・レーシオ

基準（1）
5 千万円以上
3 億円未満
20％以上
2.0 倍以上
10％以上
2.0 倍以上

基準（2）
3 億円以上
5 億円未満
20％以上
1.5 倍以上
10％以上
1.5 倍以上

基準（3）
5 億円以上
15％以上
1.5 倍以上
5％以上
1.0 倍以上

②対象制度
「財務要件型無保証人保証」
（3）十分な保全により経営者保証を不要とする取扱い【担保充足型】
①資格要件
申
 込人又は代表者等が所有する不動産の担保提供があり、保証金額の100％以上の保全が
図れている場合
②対象制度
無担保要件の保証制度を除き、対象となります。
（推奨する商品例）
不動産活用保証「ネクスト」等
（4）金融機関の支援姿勢等を踏まえた経営者保証を不要とする取扱い【特例型】
①資格要件
金
 融機関の支援姿勢等を踏まえて、経営者保証を不要とすることが適切かつ合理的である
と協会が認めた場合
②対象制度
兵
 庫県中小企業融資制度「新規開業貸付－経営者保証免除貸付」、ひょうご発展支援保証
「リードα」
（経営者保証不要プランを利用する場合）
、
「財務要件型無保証人・当座貸越根保
証」が対象となります。
ま
 た、制度に関係なく、経営者保証を不要とすることが適切かつ合理的であると協会が認め
た場合も対象となります。
※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）。

http://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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工業技術センターの技術支援

簡易型非接触振動測定装置
兵庫県立工業技術センター

1．
背景

松本 哲也

3．
振動振幅分布と振動位相の測定例
きょう

車載器やモーター搭載機器などの筐体、実装基板、
のこ ば

2次元振動振幅分布の測定例を図2に示します。
こ

電動鋸刃等の工業製品が、内部や外部からの振動と

の測定例は、直径100mm、厚さ0.4mmのステンレス

共振すると、騒音の発生、ボルトの脱落や製品の破壊

円板の中心を面と垂直な方向に加振させた場合の2

といったトラブルが発生します。
そのため、設計、試作

次元振動振幅分布です（加振周波数1331.4Hz）
。最
も鮮明に見える縞が振動の節（振幅ゼロ付近）を表

時の振動解析ならびに対策が求められます。
我々は、光干渉法を利用し、2次元の振動振幅分布

し、
そこから振幅約0.17μmの間隔で等振幅の縞が

を非接触で連続的に表示できる装置を試作、開発しま

現れています。画像の更新時間は約0.06秒（毎秒16

した。

回の更新）です。
また、
この装置には付加機能として振動位相を表示
させる機能があります。図3に示すように、
ステンレス円

2．
装置の構成と仕様

板の加振信号に同期した信号をレーザーの定電流源

試作した装置の構成を図1（左）に示します。測定ヘ

に重畳させると、重畳した同期信号の振幅に応じて、

ッド、定電流源（レーザーダイオード用）ならびに汎用

本来振動の節に現れる最鮮明縞が振動している山の

PC（干渉画像の演算処理、表示機能用）から成りま

中腹に移動します。図の例では、同期信号の位相をπ

す。測定ヘッドには光源（波長785nmのレーザーダイ

だけずらすと、隣の山の中腹に最鮮明縞が移ることか

オード）
、干渉光学系、30万画素のUSBカメラが組み

ら、
それぞれの振動位相を観測することができます。
今後この装置を活用して、企業からの振動解析に

込まれています。
測定原理を図1（右）に示します。
レーザーダイオー

関わる相談に対応していく予定です。

ドから出たレーザー光をハーフミラーで分岐、拡大し、
計測対象に照射します。計測対象からの散乱光をもう
一方の光（参照光）と重ね合わせてUSBカメラで観測
すると、光干渉によりランダムなつぶつぶの干渉パター
ン（スペックル）が観測されます。振動の振幅によって
このスペックルの視認性が周期的に変化するため、画
しま

像処理を行うことで2次元振動振幅分布を表す縞を得
ることができます。

図 2 ステンレス円板
（左）
の加振による2 次元振動振幅分布の測定例
（右）
測定ヘッド

汎用 PC へ

レーザーダイオード
USB カメラ

干渉

ハーフミラー

参照光

ハーフミラー

（a）位相差 ξ
散乱光

振動

（b）位相差 ξ+π

図3 振
 動位相の観測例（加振信号とレーザー変調信号の位相差を変化
させた）
計測対象

図1 簡易型非接触振動測定装置の構成（左）と測定原理（右）

問い合わせ先
兵庫県立工業技術センター
○総合相談窓口・ハローテクノ
078-731-4033
078-735-7845
radish@hyogo-kg.jp
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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

改正消費税 ―税率アップ・軽減税率への実務対応― 2
1．
軽減税率制度の概要
導入時期 2019年10月1日
対象品目 ①飲食料品（食品表示法に規定する食品※酒税法に規定する酒類を除く）
②定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
税
率 8％
（国税6.24％、地方税1.76％）
※
 現行の8％税率は国税6.3％、地方税1.7％で配分が異なります
2．
適格請求書等保存方式の導入
2023年10月から、適格請求書等保存方式（インボイス方式）が導入されます。
「登録を受けた」
「課税事業者」が
交付する適格請求書または適格簡易請求書および帳簿の保存が、仕入れ税額控除の要件とされます。
※適格請求書の記載事項は、発行者の氏名または名称および登録番号、取引年月日、取引の内容（軽減税率対
象品目である場合はその旨の記載を含む）
、税率ごとに合計した対価の額および適用税率、消費税額等、交付を受
ける事業者の氏名または名称とされます。免税事業者は適格請求書発行事業者にはなれません
(1) 適格請求書等保存方式導入までの経過措置
 2019年10月1日から2023年9月30日までは、現行の請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応する
ための措置として、以下の措置が適用されます。
①
 区分記載請求書等保存方式（請求書等に「軽減税率の対象品目である旨」
「税率ごとに合計した対価の額」
を加えたもの）
②
 売り上げまたは仕入れを税率ごとに区分することが困難な事業者に対し、売上税額または仕入れ税額の計算
の特例を設置
(2) 免税事業者からの仕入れの特例（経過措置）
 免税事業者からの仕入れについては仕入れ税額控除の対象になりませんが、適格請求書等保存方式の導入
後6年間は、免税事業者からの仕入れについて一定割合の仕入れ税額控除が認められます。
参照：
「Q＆A

改正消費税

税率アップ・軽減税率への実務対応」
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。

2 0 1 9 年 7月の県 下 中 小 企 業の業 績 動 【建設業】調査対象企業628社中、黒字企
向は次の通り。調査対象企業3,531社のう 業は350社で黒字企業比率は55.7％。純
ち、黒字企業は53.0％の1,872社。全産業 売上高は対前年同月比で100.7％と増加。
の純売上高は、対前年同月比100.5％と増
売上高総利益率は25.7％で対前年同月比
加した。これを業種別に見ると、建設業が
101.1％と若干向上しているが、売上高経常
100.7%、製造業が100.9％、情報通信業が 利益率は7.7％で対前年同月比95.0％と悪
104.1％、運輸・郵便業が102.6%、卸売業 化。経常利益額も対前年同月比95.5％で減
が102.0％、宿泊業・飲食業が102.7%、不 少している。
動産業が100.9%と前年を上回り、一方、小 【製造業】調査対象企業603社中、黒字企
売業が96.2％、サービス業が93.9％と前年
業は327社で黒字企業比率は54.2％。純売
を下回っている。
上高は対前年同月比100.9％でほぼ横ば
また、全産業の売上総利益率は26.9％で い。売上高総利益率は21.5％で対前年同月
対前年同月比99.6％、売上高経常利益率は 比97.2％、売上高経常利益率は4.8％で対
4.1%で対前年同月比95.3％である。売上高 前年同月比85.7％と悪化。経常利益額も対
は増加したが、売上総利益率、売上高経常
前年同月比86.7％で減少している。
利益率ともに、前年よりも悪化している。
【不動産業】調査対象企業277社中、黒字

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

宮﨑 敦史

企業は169社で黒字企業比率は61.0％。純
売上高は対前年同月比100.9％でほぼ前年
並み。売上高総利益率は59.9％で対前年同
月比97.8％と悪化しているが、売上高経常
利益率は8.5％で対前年同月比102.4％と改
善。経常利益額も対前年同月比103.3％と
増加している。
【サービス業】調査対象企業136社中、黒
字企業は62社で黒字企業比率は45.5％。
純売上高は対前年同月比で93.9％と減少。
売上高総利益率は39.2％と対前年同月比
104.2％で前年より改善し、売上高経常利益
率は6.4％で対前年同月比98.4％と悪化。経
常利益額も対前年同月比93.0％と減少して
いる。
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成長期待企業
の
イチオシ！

段ボール製ディスプレー

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

株式会社カワグチマック工業

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。

きれい、
早い、
強い、
安い
木に代わる新建材で
什器市場に変革の風
スウェーデン生まれの強化ダ
ンボール「リボード（Re-board）
」
は、
頑丈で軽い、
成形・加工が容
易、印刷適性が高いなどの機能
特性を持っています。
また、
100％
紙から作られており再生可能な
資材であることから、
EUを中心に
展示会などのディスプレー用途で
需要が拡大しています。
カワグチ
マック工業は国内におけるリボー
ドの最大取り扱い企業として、
リ
ボード加工事業を増やしています。
カッターとプリンターをそろえ、2010年
からリボードを使った事業を本格的にス
タートしました。
当初は思うよう
に普 及 が 進ま
ず、
同事業を手
掛ける同 業 者
が 次々に撤 退
する中「ウチは
本業の包装資
材 用 段ボール
事業がベースに
あったため継続
できる余力があ
り、着実に経験
を積むことで技
術的なノウハウ
を身に付けるこ
とができた」と
川口徹社長は
振り返ります。
14 年 、中小
JAXA 向けに製造した
企業基盤整備
「H3ロケット」の模型

◎株式会社カワグチマック工業の
段ボール製ディスプレー
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機構によるマッチング事業で接点ができ
た百貨店、
広告代理店などから
「催事用
のディスプレーに使いたい」
と一気に受
注が増加。
その後ディスプレー事業部を
立ち上げ、
カッター2台、
プリンター2台を
新たに導入し、
事業を拡大していきます。
最大の強みは設計力。
それまで金型の
設計を担当していた人材を中途採用し、
発注者からのイメージを基に形状を忠
実に作り上げる設計力でリピーターを増
やしていきました。
現在、
展示会のディスプレーに使われ
る素材はほとんどが木材で、展示会終
了後は産業廃棄物として大量のごみに
なって捨てられています。
これに対しリボ
ードは再生可能な資材であるだけでな
く、製造工程が自動化されているため早
く、安くできることも特長です。
この5年で
同事業の売り上げは1,000万円から1億
6,000万円に急成長。市場開拓の余地
はまだまだ十分にあり、
「まずは認知して
もらうことから」
と工場見学を積極的に受
け入れています。
併せて人材育成にも力
を入れ、
事業拡大に備えています。

株式会社カワグチマック工業／所在地：尼崎市南初島町12-9／代表取締役社長：川口徹
事業内容：段ボール加工
06-6488-6312／
http://www.kawaguchi-mac.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！」
で取材したカワグチマッ
ク工業のオフィスでは、社員が使う机、棚のほとんどが
リボードで作られていました。
ディスプレーだけでなく、
オーダー家具の用途へも広がっていきそうです。

あまがさき産業フェア2016に出展した自社ブース
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