3

令和２年２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
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ひょうご中小企業技術・経営力評価制度を活用

アスカカン
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株式会社 ー

社内の人材育成や業界全体の底上げに注力

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
 動産活用保証
不

「ネクスト」
のご案内

◦技術最前線

金属3Dプリンターの
ご紹介

Tax&Law

改正消費税―税率アップ・
軽減税率への実務対応―6
成長期待企業のイチオシ！
株式会社横谷

フロアtatami

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

ひょうご産業活性化センターは、企業の持つ技術力・
将来性を客観的に評価することによって円滑な資金供給
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。アスカカンパニー
株式会社は、同制度で指摘を受けたビジョンの明確化、
人材育成についてアクションを起こすとともに、事業領域
の拡大にも取り組み、さらなる成長を目指しています。

元気企業
訪問

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

アスカカンパニー
株式会社

客観的な評価により
社内や市場の課題を認識
教育制度の充実・事業開発で
会社と業界全体に寄与
超薄肉の樹脂射出成形品に強み

第三者からの客観的な評価を求めて

「プラスチック産業の生産性の向上」
と

プリンの容器、
歯磨き粉や軟こうクリ

長沼社長が「ひょうご中小企業技

定めて周知。人材育成については中

ームのキャップ、
医療検査用のピペット

術・経営力評価制度」を知ったのは3

間管理職向けの研修の充実を図ると

（吸い取り機器）など、
厚みの薄い樹脂

年前のこと。
「取り組んできたことが自

ともに、
2019年6月に新たに人材開発

（プラスチック）製品を得意とする同社。

己満足に終わっていないか、第三者

部を新設。
大手企業で人事部長を務

薄肉化と強度を両立させるために、
金

の客観的な評価を受けてみたいと思

めた人材を招き入れ、全社員の成長

型の凹凸部の小さなすき間に溶けた

いました」
と利用した理由を語ります。

につなげる施策に取り組んでいます。

樹脂を高速高圧で流し込む手法を開

同制度では「製品・サービス」
「市

その第1弾として、社員が約200の講

発し、厚さ0.4mm以下の樹脂成形を

場性・将来性」
「実現性・収益性」
「経

座メニューの中から自由に選んで受講

実現。技術力が評価され、平成26年

営力」などについて5段階で評価。
お

できる制度を設けました。

度にひょうごNo.1ものづくり大賞を受

おむね全項目で高い評価を得ました

また、成長が頭打ちの樹脂射出成

賞しました。

が、樹脂成形品市場の「市場性・将

形品市場への対策として同社が近年

食品工場並みの衛生基準を満たし

来性」については「3」でした。
また、
会

注力しているのが、
製造過程で求めら

た工場は、温度を常に25度に保持。

社のビジョンが全ての社員に浸透し

れる各種ハード、
ソフトの開発です。

製品の不良や不具合を見つける全数

切っていないこと、事業が拡大してい

「世の中になければ自分たちでつくる」

検査装置を導入するなど高度な品質

る中で中間管理職の人材育成が追

をモットーに、
昨年は、
成形機に装着し

保証体制を整え、付加価値の高い商

い付いていないことが課題として指摘

た金型の型締め力のデータを自動収

品を送り出しています。

されました。
「いずれ

また、
40年以上にわたって独自の改

も何となく感じていた

善活動に取り組んでいます。
「楽正早

こと。
指摘を受けたこ

安」
（より楽に楽しく、
より正しく正確に、
よ

とで本気で取り組ま

り早く、
より安全に）のテーマで、
全社員

なければと思いを新

が部門横断で複数のグループに分か

たにしました」

れて活動に参加。
グループのリーダー

ちょうど評価を受

は社歴・年齢に関係なく任命されるの

けたタイミングと同

で、社員全員にとって成長のチャンス

時に、企 業 理 念を

です。
「個人が成長すれば会社も成長

「人々が成長し社会

でき、
ひいては社会への貢献にもつな

に貢 献できる場の

がります」
と長沼恒雄社長は言います。

提供」
、経営目標を

同社が手掛けるプラスチック成形品
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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
集し、異常検知に役立てるシステムの

りますが、
県の補助によりセンターが費

しみなく供給しています。

開発にこぎ着けました。
「プラスチック業

「評価を受け、改めて自分たちのや

用の3分の1を負担してくれるので活用

界全体の底上げにつながれば」
と同

るべきことが確認できました。
コンサル

しない手はない」
と長沼社長。他社に

システムを商品化し、
同業他社にも惜

タントに依頼すると多額の費用がかか

も評価制度の利用を勧めます。

会社概要
アスカカンパニー株式会社

所在地 加東市河高4004
代表取締役社長 長沼恒雄
事業内容 プラスチック製品の開発・製造・販売

支援メニュー講座

TEL 0795-48-4323
URL https://askacompany.co.jp/

ひょうご中小企業技術・経営力評価制度

あなたの会社の経営力・成長性を評価します
制度概要
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等であれば評価します。
○評価手数料（企業負担額）
標準評価型： 7万円 オーダーメイド型：14万円
＜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＞

メリット
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。

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

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
あなたの夢を応援します！
「創業セミナー」
のご案内
事業計画の立て方や補助金申請書の書き方を学
んで、
一足先に創業の準備をスタートしましょう。
「起業
したいけど事業計画なんて書いたことがない」
「補助
金があれば活用したいけど、
よく分からない」
と思って
いる皆さん！年間100件超の創業相談を行っているよ

でお願いします
※詳 細についてはHP（https://web.hyogo-iic.
ne.jp/keiei/yorozu）をご覧ください
【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）

ろず支援拠点コーディネーターが分かりやすく丁寧に

078-977-9085

ご説明します。

078-977-9120

【日時・場所】※いずれも13：30～16：00

h_yorozu@staff.hyogo-iic.ne.jp

◦3 月2日（月） ひょうご産業活性化センター
2階会議室
◦3月18日（水） 神戸市産業振興センター
803会議室
◦3月23日（月） ひょうご産業活性化センター
2階会議室
【対象】これから創業を考えている人、創業間もな
い人
【定員】各回10人
【講師】川本久美子コーディネーター
※セミナー内容は各回全て同じです。
1人1回の参加

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。

2020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3,279社のうち黒字
企業は52.4％で1,721社。全産業の平均売
上高は対前年同月比で100.0％と横ばい。こ
れを業種別で見ると、前年を上回るのは建
設業103.2%、情報通信業116.3％、運輸・
郵便業101.3％、卸売業101.6％、宿泊・飲
食サービス業103.1％、サービス業100.3％、
前年を下回るのは製造業97.4%、小売業
97.7％、不動産業99.1％となっている。
また、全産業の売上高総利益率は27.1％
で対前年同月比98.1％、売上高経常利益率
は3.8％で対前年同月比84.4％。総利益率
は対前年同月とほぼ同水準で経常利益率
は前年を下回り悪化している。
【建設業】調査対象企業586社中、黒字企
業は310社で黒字企業比率は52.9％。全体

ＴＫＣ近畿兵庫会
阪神支部・税理士

平沼 丈司

の売上高は対前年同月比103.2％、業種別
企業は157社で黒字企業比率は60.6％。全
では総合工事業102.8％、職別工事業100.7 体の売上高は対前年同月比99.1％とほぼ
％、設備工事業105.8％と全て前年より増
横ばい。業種別では不動産取引業が91.2
加。また売上高総利益率は24.4％で対前年 ％、不動産管理・賃貸業は100.7％となって
同月比91.7％、経常利益率は6.6％で対前 いる。黒字企業比率の内訳を見ると、不動
年同月比75.8％となり、利益率は悪化してい 産取引業が44.4％、不動産管理・賃貸業が
る。
65.3％。全体の売上高総利益率は56.1％で
【製造業】調査対象企業551社中、黒字企業 対前年同月比96.7％、経常利益率は4.6％
は303社で黒字企業比率は54.9％。黒字企 で対前年同月比73.0％となり、経常利益率
業比率の内訳を見ると、窯業・土石製品製 の悪化が顕著である。
造業80.9％、パルプ・紙・紙加工品製造業 【サービス業】調査対象企業134社中、黒字
66.6％が高い比率となっている。全体の売上
企業は56社で黒字企業比率は41.7％。全
高は対前年同月比97.4％と減少。売上高総 体の売上高は対前年同月比100.3％とほぼ
利益率は21.9％で対前年同月比96.9％、経 横ばい。売上高総利益率は37.9％で対前年
常利益率は4.5％で対前年同月比77.5％とな 同月比98.1％、経常利益率は7.6％で対前
り、経常利益率の悪化が顕著である。
年同月比105.5％となり、経常利益率はわず
【不動産業】調査対象企業259社中、黒字 かに上昇している。
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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
「SDGsビジネスセミナー～ビジネスで絶対知って
おかなければならない、
SDGsへの対応～」のご案内
本セミナーでは、SDGsに関する基礎知識やサプライ
チェーンでの対応、金融機関等でのファイナンス、行政
機関での助成金条件など、SDGsに関する現状や法務
の最新動向等を解説します。

Information Calendar
ではの視点で多様化する消費者ニーズをつかむビジネ
スを展開している女性起業家を表彰する「女性起業家
大賞」を2020年度も実施し、
〝感動・変革への挑戦″
を
後押ししていきます。
奮ってご応募ください。
▶表彰の種類：
最優秀賞 日本商工会議所会頭賞（表彰状・副賞20万円） 1人
優 秀 賞 全
 国商工会議所女性会連合会会長賞（表彰状・副賞
10万円）スタートアップ部門、
グロース部門 各1人 他

▶日時：3月18日（水）14：30～17：00（14：00受け付け開始）
▶場所：神戸商工貿易センタービル26階 会議室（神戸市中央区浜

▶応募方法：
応募申込書をHP（http://joseikai.jcci.or.jp/kigyoka/2020/oubo.

辺通5-1-14）

html）からダウンロードし、
部門別に必要事項を記入の上、
会社資料

▶定員：50人（先着）
▶参加費：無料

等を添付し、
事業所所在地または近隣の商工会議所女性会に送付

▶申し込み締め切り：3月12日（木）

してください。

※詳細についてはHP（https://www.kobe-obc.lg.jp/news/823/）を

※申込書はフォント変更等はせずに提出してください
※申込書は、
問い合わせ先に連絡いただければ送付します

ご覧ください

※自薦・他薦は問いませんが、
原則、
近隣の商工会議所女性会の推

▶問い合わせ先：
神戸市海外ビジネスセンター
（神戸市総合コールセンター）

薦を受けてください。
何らかの理由により女性会の推薦を受けられ
ず、
他の推薦者がいる場合には、
その推薦者をご記入ください

078-333-3372

「知って得する 中小企業のための
支援制度紹介セミナー」
のご案内
多岐にわたる経営課題に活用できる支援制度（国、
県、
市、
支援機関）を多数紹介します。
ぜひご参加くださ
い。
▶日時：3月19日（木）
第1部 10：00～12：00（9：30受け付け開始）
第2部 13：00～16：00（12：30受け付け開始）
▶場所：姫路商工会議所 本館5階501ホール（姫路市下寺町43）
▶内容：

▶応募締め切り：4月17日（金）必着
※詳細についてはHPをご覧ください
▶問い合わせ先：
日本商工会議所 総務部（全国商工会議所女性会連合会事務局）
03-3283-7829
joseikai@jcci.or.jp

03-3211-4859
http://joseikai.jcci.or.jp/

「国際フロンティア産業メッセ2020」
出展者募集のご案内
さらなるビジネスチャンスの拡大と産学官の連携促
進、情報交流の場として活用いただけますので、皆さま

第1部 ものづくり技術･研究開発

の積極的な出展をお待ちしております。

第2部 人
 材確保･育成、販路開拓・ビジネスマッチング、姫路市・

▶開催日時：9月3日（木）
・4日（金）10：00～17：00

姫路商工会議所の制度
▶参加費：無料

▶場所：神戸国際展示場
（神戸ポートアイランド 神戸市中央区港島中町6-11-1）

▶申し込み方法：申し込みフォーム（https://www.himeji-cci.or.jp/

▶展示内容：
「未来に向けて 確かな技術 豊かなくらし」

seminars_events/20031901se_form.html）から入力、
またはファ

健康・医療、
ライフスタイル、
ロボット・AI・IoT、
ICT・クラウド、
電気・

クスで申込書（https://www.himeji-cci.or.jp/seminars_events/

電子、
ものづくり、
航空・宇宙、
環境・エネルギー、
地域振興・地場産

pdf/20031901.pdf）を問い合わせ先へ

業、
グループ出展、
産学連携・支援機関

※詳細についてはHP（https://www.himeji-cci.or.jp/seminars_
events/20031901.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

「第19回女性起業家大賞」
のご案内

▶出展申し込み締め切り：5月15日（金）
※詳細についてはHP（http://www.kobemesse.com）をご覧ください
▶問い合わせ先：
●出展について：
「国際フロンティア産業メッセ2020」事務局
日刊工業新聞社 大阪支社 イベントグループ
06-6946-3384

06-6946-3389

info@kobemesse.com

全国約2万2,000人の女性経営者のネットワークを持
つ全国商工会議所女性会連合会は、
起業という選択に
よって自らの活躍の場と地域の雇用を創出し、
女性なら
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●事業内容について：
（公財）新産業創造研究機構（NIRO）支援企画部
078-306-6806

078-306-6811

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

不動産活用保証
「ネクスト」
のご案内
不動産活用保証「ネクスト」は、不動産を有効に活用して事業の発展に必要な資金調達を支援するとともに、
長期返済により、資金繰りの円滑化を図り、地域経済の活性化につなげるための保証商品です。ぜひご活用くだ
さい。

ネクストの特長
１．不動産の有効活用
不動産を担保として活用し、大口（最高2億円）の資金調達を円滑に行うことができます。
２．最長30年の保証期間
保証期間が最長30年と長期であり、無理のない返済計画を立てることができます。
３．経営者保証が不要
 原則として、経営者保証は不要です。
4．プロパー融資の借換えが可能
 プロパー融資（信用保証協会の保証を付さない融資）を含む既存の融資の借換えが可能であ
り、借入口の集約により、毎月の返済負担を軽減することができます。
●不動産活用保証「ネクスト」の概要
対象となる方

当協会の保証対象要件に該当し、
不動産を担保として活用する中小企業・小規模事業者

資 金 使 途

運転資金、
設備資金
2億円（組合の場合は4億円）

保証限度額

※一般の普通保険（2億円（組合4億円）
）の範囲内かつ当協会が評価した不動産担保の余力の範囲内とし
ます。

保 証 期 間

30年以内（うち据置期間5年以内）

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5年以内の場合に限ります。）

貸 付 利 率

金融機関所定利率

担

不動産担保が必要です。

保

連帯保証人

原則として、
不要です。
下表のとおり
（通常の保証料率より0.1％割引）

保 証 料 率

区

分

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

貸借対照表
なし

責任共有
1.80％ 1.65％ 1.45％ 1.25％ 1.05％ 0.90％ 0.70％ 0.50％ 0.35％ 1.05％
保証料率

申込必要書類

「プロパー融資の
本保証でプロパー融資※を借り換える場合は、通常の保証申込書類に加え、
借換えに係る承諾依頼書」が必要です。
※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。

※上表は概要であり、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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技術最前線

金属3Dプリンターのご紹介
兵庫県立工業技術センター

平山 明宏

当センターでは、
「3Dものづくりセンター」を開設し、
各種3Dプリンターを活用したものづくり支援を行って
います。今回は保有している3Dプリンターの中でも「金
属3Dプリンター」をご紹介します。
図1に当センターで導入した金属3Dプリンターの外
観と造形サンプルの一例を示します。金属3Dプリンタ
ーは、金属粉末を薄く敷き詰めて、3Dモデルデータか
ら得られたスライス形状を一層ごとにレーザー照射し、

図1 金属 3Dプリンターの外観と造形事例

金属粉末を溶融凝固して任意の3D形状を作製する
装置です。
内部構成を図2に示します。金属粉末が入っている
左側の粉末供給タンクが上昇して、タンクから出てき
た金属粉末がブレードリコーターにより右側のベースプ
レート上に敷かれます。
さらに、
ローラーリコーターが左
側に戻る過程で、ベースプレート上に敷かれた金属粉
末は圧粉されて均一に整地されます。
その後、
レーザー
が走査した金属粉末の照射面が溶融凝固されて硬化

図 2 金属 3Dプリンターの装置内部

していきます。
その工程を一層ごとに繰り返すことで、3
次元の形状を造形していきます。
造形するには3Dデータ（STL、STEP、BREP形式な
ど）が必須ですが、
データさえあれば、複雑な形状であ
っても迅速に造形物を作製できます（ただし、形状によ
ってはサポート材が必要となり、
また造形が困難な場
合もあります）
。従来の加工技術では作製できなかった
ような形状が実現できるため、
これまでには考えられな
かった製品が作製できる可能性も秘めています。表1

メーカー

3D SYSTEMS社（米国）

型式

Prox DMP200

造形材料

マレージング鋼（鉄系）
アルミニウム合金（AlSi12）
ステンレス 17-4PH、
316L
コバルトクロム、
インコネル等

熱源

ファイバーレーザー 300W

造形サイズ

140mm×140mm×100m

積層ピッチ

10～50μm

特徴

◦圧粉しながら供給するため金属粉の粒径
のばらつきを吸収し、
多様な材料への対応
可能
◦比較的浅い角度でもサポートなしで造形可
能
◦良好な表面粗さ
◦薄い壁厚（100～150μm）
◦5cmの立方体を作るのに16時間程度必要
（目安）

に当センターの金属3Dプリンターの主な仕様を示しま
す。当センターでは、当面はマレージング鋼、
アルミニウ
ム合金、
ステンレス鋼の金属粉末の運用を予定してお
ります。皆さまにご活用いただければ幸いです。

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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利用料金

1時間につき8,000～1万900円

※材料によって料金が変わります
※初回利用時に機器利用研修費が必要です

表 1 金属 3Dプリンターの主な仕様

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― 6
売上げ・仕入れに関する特例
 現行制度での取引総額からの割戻し計算に加え、経過措置として売上げ・仕入れに関する税額の計算の特例
が置かれています。
仕入税額の計算の特例
基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者（免税事業者を除く）が、課税仕入れを税率ご
とに区分することについて困難な事情があるときは、下記の方法により仕入税額を簡便に計算する特例が認めら
れます。
1. 小
 売等軽減売上割合（売上げに占める軽減税率対象品目の売上割合）を用いて計算する場合（卸売・小
売のみ）
 課税売上げを税率ごとに管理できる卸売業または小売業を営む中小事業者は、
それらの事業に係る課
税仕入れ等に、
それらの事業に係る課税売上げに占める軽減税率対象取引の割合（小売等軽減売上割
合）を乗じて軽減税率対象となる課税仕入れ等を算出し、仕入税額を計算できます（2019年10月1日から
2020年9月30日の属する課税期間の末日までの期間）
。
注1）簡易課税制度適用時には適用不可。

注2) 卸売業・小売業に関わる部分のみ適用可。
注3) 売上税額の計算の特例（小売等軽減仕入割合を用いて計算する場合）の適用を受ける場合にも適用不可。

2. 簡易課税制度の特例（簡易課税制度適用届出の期限延長）
 基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者（免税事業者を除く）が、国内において
行う課税仕入れ等を異なる税率ごとに区分することについて困難な事情があるときは、2019年10月1日から
2020年9月30日までの日の属する課税期間の末日までに、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を提
出したときは、
その提出した日の属する課税期間から簡易課税制度の適用が認められます。
注）届出書は、2019年7月1日から提出可能です。

【仕入税額の計算の特例】
①

売上げを管理できる
卸売事業者・小売事業者

②

仕入れた商品をそのまま販売する卸売業や小売業は
・売上げに占める軽減税率対象品目の売上げの割合と
・仕入れに占める軽減税率対象品目の仕入れの割合は
おおむね一致
実態と大きく乖離しない

①の特例を適用する事業者以外の事業者
①の方法では仕入税額の計算ができない事業者で
あっても、

よう一定の実績から推計

【小売等軽減売上割合】
＝

〇前々年または前々年事業年度の課税売上高が5,000万円以
下の中小事業者は、事後選択により、簡易課税制度の適用
を受けられる。
＊原則は、課税期間の開始前に選択

軽減税率対象品目の売上額
売上総額
売上げの管理ができれば、
仕入税額の計算が可能

売上げや仕入れの管理ができない場合は、
簡易課税制度の方法により仕入税額を計算

注）簡易課税制度の適用を受けない卸売業・小売業を営む事業者が対象

出典：
「消費税の軽減税率制度」財務省

なお「中小企業者以外の経過措置」については、2016年11月の法律改正により実施されないこととなりました。
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
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豊富な色、
サイズを選べる
和紙で作った置き畳
目指すは国内シェアナンバーワン

成長期待企業
の
イチオシ！

フロアｔａｔａｍｉ

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

株式会社横谷

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。

置くだけでフローリングのリビングルー

を高め、既存品との差別化を図りました」

ムを和空間に変えることのできる「置き

と香良社長。
また、中小の畳卸業にとっ

畳」
。市場ではすでに多くの商品が出回

ては設備投資が大きな課題です。
「金融

っていますが、同社が2年前に発売した

機関に粘り強く事業計画を説明し、
その

置き畳「フロアtatami」の最大の特長は、

通りに実現させていくことで融資を受ける

カラーが50色から選べ、サイズも縦横

ことができました」
と話します。

60cmから90cmまで1cm刻みで指定で

販路についても従来の畳店に加え、
ホ

きるところ。
もちろん、
1枚からオーダーでき

テルや保養施設とつながっている代理

ます。

店を開拓。
さらに、
インターネットで個人向

3代目の香良昌宏さんが社長に就任

けの売り上げも増やしています。
「最近は

したのは2014年のこと。縁や芯材、
畳表

特に、
和のテイストを求めるインバウンドを

などの畳部材卸を営んできましたが、
「和

ターゲットにしたホテル向けが好調」
との

室が使われなくなり、人口減少も加わっ

ことです。

て年を追うごとに売り上げが落ち込んで

1年ほど前からは「畳部材を日常に浸

いくことに危機感を覚えていました」
と当

透させていきたい」
と畳部材を使ったポ

時を振り返ります。

ーチやコースターなど小物の生産も開

仕入れているさまざまな部材を使って

始。
今年は生産工程のIT化を進め、
徹底

自社製品を作れないかと考え、発案した

した生産性向上に取り組みます。
「まず

のが置き畳でした。
イグサよりも耐久性の

は数年内に『フロアtatami』の販売を年

高い和紙で作られた畳表を、芯材の木

10万枚まで増やし、
国内シェアナンバー

質ボードに巻き付けて圧着すると完成で

ワンを獲得した上で海外市場も狙ってい

す。
「約2年をかけて開発しました。試行

きたい」
と目標を描いています。

錯誤を繰り返しながら寸法精度などの質

フローリングの上に置くだけで和モダンな部屋に

◎株式会社横谷の
フロアtatami

畳や縁を使ったコースター

株式会社横谷／所在地：丹波市山南町和田255／代表取締役：香良昌宏
事業内容：畳部材、畳製品の卸・製造・販売
0795-76-1164／
http://yokotani.info/

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！」
で取材した横谷は、
新しい
社員がどんどん増え、
商品アイデアも活発に生まれていま
す。
「家族を大切に、
と社員一人一人の働き方を大事に
してくれる社長だからこそ、
みんな付いていきたいと思え
る」
と社員の一人が話していたのが印象的でした。
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発行所 公益財団法人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
神戸市産業振興センター1階・2階・7階
078-977-9070
（代）
https://web.hyogo-iic.ne.jp/

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。

ふじた

ふくだ

かずひこ

つとむ

さいとう

けんいち

ほそたに

よしふみ

かわもと

くみこ

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

担当分野：
担当分野：
ブランディング・デザイン 創業・新分野進出
開発

つが

ひろみつ

たなか

ひでかず

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

よろずSNS公式アカウントのご案内
よろず兵庫

支援制度やセミナー情報満載！
Facebook・LINE＠をチェック♪

お気軽にご相談ください！

受付時間：平日9時〜17時
Tel．
078-977-9085
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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
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兵庫県マスコット はばタン

ひょうご産業活性化センター通信

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

