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感染予防に特化してプレゼンし

ライズテッ
ク
株式会社

コロナ禍において生産を増大

元気企業
訪問
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令和２年 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
 型コロナウイルス感
新

染症により影響を受けて
いる事業者の皆さまへ

◦ビジネスサポート

兵庫県ブラジル事務所

Tax&Law

改正消費税─簡易課税
制度の見直し
成長期待企業のイチオシ！
日本ライニング工業株式会社

防食塗装

今月の支援メニュー
ひょうご・神戸
チャレンジマーケット
創業・第二創業、
経営革新に
取り組む中小企業などに対し、
ビジネスプランの発表を通じ
て金融機関や一般企業とマッ
チングを行うチャンスを提供し
ます。

ひょうご産業活性化センターは、資金調達や販路開拓
等を目的とする企業が金融機関やベンチャーキャピタル、
一般企業等の前でビジネスプランを発表する「ひょうご・
神戸チャレンジマーケット」を実施しています。ライズテッ
ク株式会社は、昨年開発・発売した自動液体噴出装置
を感染予防に特化してプレゼンテーションし、コロナ禍に
おいてさらなる販路拡大のチャンスをうかがっています。

今月の支援メニュー
ひょうご・神戸
チャレンジマーケット

元気企業
訪問
ライズテック
株式会社

上向き、液垂れなしで
安全かつ衛生的
自動液体噴出装置が
コロナ禍で脚光を浴びる
使い勝手を考え工夫を凝らす

に指先をぬらす方法として、上向きに

ングし、
昨年は1,000台を生産。
パンフ

水を噴出させる装置の開発を依頼さ

レットも作成したものの、
「 今まで自社

手をかざすと適量の除菌液が上向き

れました。
ところが開発してみると、指

で販売をした経験がなく全てが手探り

に噴出する装置。
非接触で周囲を汚す

先だけでは市場が狭く、
手のひら全体

で、
苦戦を続けていました」
。
そんな折、

ことなく使えるのが特長です。
コロナ禍

を湿らせる装置として売り出したほう

ひょうご産業活性化センターの「ひょう

で感染予防意識が高まる中、
医療機

が良い、
とメーカー側に逆提案しまし

ご・神戸チャレンジマーケット」を知り、

関や学校などで導入が進んでいます。

た。
そうすれば中に入れる液体によっ

参加しました。

同社が開発した「リキッドジェット」は、

庄司進社長は大手メーカーでレー
ザープリンターなどの開発に携わり、
そ

て用途が広がり、
販売先の幅も広がる
という算段でした。

家庭用製品も視野に

の後も光学やメカトロニクスに精通し

併せて手指の除菌の用途を思いつ

た強みを生かしてプリンターの部品な

き、装置に改良を加えるとともに、手に

という名称でプレゼンテーションをする

どを手掛け、5年前に起業。現在は各

なじみやすいオリジナルの除菌液も開

予定でしたが、
センターの担当者から

種機器の受託開発を行っています。

発しました。
噴霧方法は霧の細かい超

「売る側からすると、用途がぼんやりし

大阪府のメーカーから
「指を湿らせ

音波を使う選択肢もありましたが、
あえ

すぎていて売りづらい。思い切って感

る装置を開発できないか」
と打診があ

て圧力で押し出す方法にこだわりまし

染予防に特化して売り込んでみてはど

ったのは4年前のこと。事務作業で紙

た。
「細かい霧にすると、
アルコールが

うか」
とのアドバイスを受け、本番に臨

をめくるとき、
スーパーマーケットでビニ

周囲に漂い、
体の中に吸い込んでしま

みました。
チャレンジマーケットの後も、

ール袋の口を開けるときなどに衛生的

う危険性があります」と庄司社長。
ま

県が、
中小企業者が開発した商品を

家庭用製品を設計する庄司社長

当初は「上向き自動液体噴出装置」

た、噴出量は手にかか

必要に応じて随意契約により購入、

った液が下に垂れて汚

PRする「ひょうご新商品」の認定を受

染を起こさない程度の

けるためには「経営革新計画」の取得

少量の設定としました。

が必要なことなどのアドバイスを受け、

さらに、赤外線センサー

着実に実行に移し、併せて代理店網

については太陽光の影

も築いていきました。

響を受けないよう工夫を

そして今年に入り、
新型コロナウイル

凝らし、屋外でも使える

スの感染拡大によって、
これまでの地

ようにしています。

道な努力が図らずも実を結び、代理

自社で販売するために

店からの引き合いが増加。医療機関

「リキッドジェット」
とネーミ

やホテル、学校、飲食店などに累計
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今月の支援メニュー
ひょうご・神戸
チャレンジマーケット
3,000台まで販売数を増やしていま

とで廉価で販売できる家庭用製品も

みたい。今後は除菌液だけでなくさま

す。
事業所向け製品では5色のカラー

開発をほぼ終えたところです。
「まずは

ざまな用途も開拓していきたい」
と、
「リ

バリエーションを展開する一方、
大きさ

事業所向け製品の販売をさらに増や

キッドジェット」のさらなる可能性に懸け

を半分程度にし、
機構も簡便化するこ

して、
できた資金で次の開発に取り組

ています。

会社概要
ライズテック株式会社

所在地 神戸市長田区苅藻通7-4-27 別棟2階
代表取締役 庄司進
事業内容 自動液体噴出装置の企画・開発

支援メニュー講座

TEL 078-652-1229
URL https://risezero.co.jp/

ひょうご・神戸チャレンジマーケット

あなたの会社のビジネスプランを応援
資金調達や販路開拓のチャンスが広がります
メリット

制度概要
創業・第二創業、経営革新に取り組む中小企業・ベン
チャー企業・個人事業主が、ビジネスプランの発表を通じ
て、金融機関や一般企業等との幅広いマッチング（資金
調達や販路開拓等）のチャンスを提供するものです。
応募者の中から選定された企業・個人が、
「ひょうご・
神戸チャレンジマーケット」において、ビジネスパートナー
を求めて参加する金融機関、ベンチャーキャピタル、大手
百貨店等の前でビジネスプランのプレゼンや個別商談を
行います。

◦個 別ではアポを取るのが困難な有力企業や
金融機関等にビジネスプランを聞いてもらうこ
とができ、取引のチャンスが広がります。
◦プレゼン資料（パワーポイント）作成の個別
指導が受けられます。プレゼン資料は後の営
業ツールとしても活用できます。
◦各種支援メニューにより事業化を側面からサ
ポートします。

ひょうご・神戸チャレンジマーケット2020（後期）

2021年1月21日
（木）
・22日
（金）13：30～16：30（予定） ※1社当たりのプレゼンテーションは10分
神戸市産業振興センター（神戸市中央区東川崎町1-8-4）

問い合わせは ひょうご産業活性化センター創業推進部 新事業課

078-977-9072

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
専門家による
「知財個別相談会」
の開催

こんなことでお困りの人はご相談ください。
◦特許出願手続きを自分でしたい
◦どこに相談したら良いの?
◦商標ってとるべき?
◦今まで弁理士に依頼されていた方
◦実用新案の出願方法
◦契約書作成の仕方
【日時】11月16日（月）13：00～14：15、14：15～
15：30、15：30～16：45
【場所】兵庫県よろず支援拠点（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）
【相談員】
羽柴拓司（弁理士）
こうべ企業の窓口登録専門家
田中秀和（中小企業診断士）
兵庫県よろず支援拠点コーディネーター
藤本正一（中小企業診断士・知的財産管理技能士2級）
INPIT兵庫県知財総合支援窓口 窓口支援担当

【定員】70名

【参加料】無料
【申し込み方法】
ホ
 ームページから申し込んでください
【問い合わせ先】
ひょうご・神戸投資サポートセンター
078-271-8400

メールマガジンの登録を受け付け中
当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
は無料です。
【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または
右記の二次元バーコード宛にメール
を送信してください（タイトル、本文は
不要）
②登録用メールが30分以内に届きます。免責事

【相談料】無料

項を確認の上、
メール本文に記載の登録用URL

【申し込み・問い合わせ先】

をクリックし、配信希望情報等を入力してください

兵庫県よろず支援拠点（ひょうご産業活性化セン

※30分以内にメールが届かない場合は、
メール

ター内）

が受信できる設定になっていない可能性がありま

078-977-9085（月曜～金曜9：00～17：00）
11月12日（木）までに電話または専用
フォームから申し込んでください

す。
スマートフォン、携帯電話の設定を確認し、再
度最初から操作してください
【問い合わせ先】企画経営室企画管理課
078-977-9070

「ひょうごビジネスセミナー」
の
参加者募集
新型コロナウイルス感染拡大を経て社会・経済が
新時代に向かう中、西日本・関西の中枢、兵庫県で
新たなビジネスを展開する中小企業を支援します。
【日時】11月27日（金）15：00～16：40
【場所】秋葉原UDX南ウィング6階（東京都千代田
区外神田4-14-1）
【内容】
Ⅰ部 新
 ビジネスの展開拠点としてのひょうごの
魅力と立地支援
Ⅱ部 ひょうごで活躍する在京企業
Ⅲ部 ひょうごの創業・取引拡大への支援
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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
期限内にキッチリと成果を出す!
「段取り」
×
「スケジュール」
実践講座

令和2年度
「ひょうごオンリーワン企業」
の募集
兵庫県では世界に飛躍する中小企業の創出支援に
取り組んでおり、
その一環として優れた技術や製品を有
し、
国内外で高い評価を得ている企業を「ひょうごオンリ

スケジュール管理の鍵は、やるべきことを合理的に
無駄なく進めていくことが重要。実践練習を交えながら、
「限られた時間内に成果を出す考え方」
「 効率的な仕

ーワン企業」
として認定・顕彰しています。

事の進め方と時間の使い方」を習得します。
参加無料。

▶対象：優れた技術や製品を有し、
国内外で高い評価やシェアを得て

▶日時：11月18日（水）14：00～16：00  

いる中小企業

▶場所：姫路商工会議所

▶応募要件：①～⑤を全て満たす企業

▶講師：飯田剛弘さん（ビジネスファイターズ代表）

①原則として中小企業基本法第2条第1項の中小企業者である

▶講座内容：

②県内に本社または主力工場・研究所を有する

①なぜ、
段取りとスケジュールだったのか?

③製造業または製品生産に不可欠な技術・サービスを提供する非

②どうしてギリギリになるのか?

製造業（機械設計業等）で、
かつ次のいずれかに該当する

③仕事の時間割を作る

◦優れた独自技術を活用した製品または技術・サービスを保有

④スケジュールを組むための「作業仕分け」

し、
市場で一定以上のシェアを占めている

⑤時間効率を上げる「ちりつも力」

◦加工等の技術水準が極めて高い

⑥時間は金よりケチって使え!

④過去に「ひょうごオンリーワン企業」の認定を受けていない

▶定員：50人（先着）

⑤令和2年度「オンリーワンを目指す企業」の対象企業ではない

▶申し込み・問い合わせ先：

▶締め切り：11月20日（金）
（必着）

姫路商工会議所中小企業相談所企業支援担当

▶申し込み・問い合わせ先：

〒670-8505 姫路市下寺町43

兵庫県産業政策課

079-223-6557

079-222-6005

ホ
 ームページから直接申し込むか、
申込書をダウンロ

078-362-3342
申し込み方法はホームページを確認してください。

ードし必要事項を記入の上、郵送またはファクスしてく
ださい

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7月の県内中小企業の業績動向
は次の通り。調査対象3,480社のうち黒字企
業は50.3％で1,751社。全産業の純売上高
は対前年同月比で91.7％と減少。業種別で
見ると、売上高対前年同月比は全業種にお
いて前年割れしており、それぞれ建設業97.2
％、情報通信業94.9％、製造業89.5％、運
輸業・郵便業94.5％、卸売業92.4％、小売
業93.8％、宿泊業・飲食サービス業83.3％、
不動産業97.1％、サービス業83.1％となって
いる。
また、全産業の売上高総利益率は27.5%
で対前年同月比100.7％、売上高経常利益
率が3.2％で対前年同月比76.1％、売上高
営業利益率は1.9％で対前年同月比59.3％
と悪化した。純売上高経常利益率、売上高
営業利益率で前年より大きく悪化した。引き
続き新型コロナウイルスの影響もあり業績の
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悪化が見られる。
【建設業】調査対象622社中、黒字企業346
社で黒字企業比率55.6％。建設業全体の
純売上高は対前年同月比で97.2％と減少。
業種別に見ると、総合工事業が97.9％、職
別工事業が94.2％、設備工事業が98.5%で
いずれも減少した。また、建設業全体の売
上高総利益率は23.2%であり、対前年同月
比96.2％と減少、経常利益率は対前年同月
比86.5％、経常利益額も対前年同月比84.6
％と利益は大きく減少している。
【製造業】調査対象582社中、黒字企業272
社で黒字企業比率46.7％。製造業全体の
純売上高は対前年同月比89.5％と減少。業
種別に見ると、窯業・土石製品製造業以外
は減少している。また、製造業全体の売上
高総利益率は22.8％で対前年同月比99.5％
とやや減少。経常利益率は4.2％で対前年

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

宮﨑 敦史

同月比76.3％、経常利益額は68.6％と大きく
減少している。
【不動産業】調査対象285社中、黒字企業
174社で黒字企業比率61.0％。不動産業全
体の純売上高は対前年同月比97.1％と減
少。業種別に見ると、不動産取引業、不動
産賃貸業・管理業ともに減少した。経常利
益は利益率が7.9％で対前年同月比106.7
％、経常利益額も対前年同月比103.7％と
利益は前年を上回っている。
【サービス業】調査対象133社中、黒字企業
47社で黒字企業比率35.3％。サービス業全
体の純売上高は対前年同月比83.1％と大き
く減少。売上高総利益率は38.7％で対前年
同月比104.8％、経常利益は利益率が対前
年同月比20.0％、経常利益額が16.7％と大
きく減少している。

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

新型コロナウイルス感染症により影響を
受けている事業者の皆さまへ

当協会では、新型コロナウイルス感染症（以下、
「新型感染症」という。
）により影響を受けている中小企業・小規
模事業者の皆さまに対して、以下のとおり資金繰り支援を行っています。

1.国の保証制度
新型感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆さまを支援するため、全国統一保証として、セーフ
ティネット保証（4号・5号）
、危機関連保証が実施されています。
⑴セーフティネット保証4号
指 定 地 域
認 定 基 準
保 証 限 度 額
保 証 割 合

全47都道府県
令和2年2月18日から令和2年12月1日
指 定 期 間
①指定を受けた地域で1年以上継続して事業を行っていること
②新型感染症の拡大に起因して当該事由の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比
して20％以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20％以上
減少することが見込まれる方
2億8,000万円（一般保証および危機関連保証とは別枠）
100％保証
年0.90％
保 証 料 率

⑵セーフティネット保証5号
指 定 業 種
認 定 基 準
保 証 限 度 額
保 証 割 合

原則全業種
令和2年5月1日から令和3年1月31日
指 定 期 間
①指定業種に属する事業を行っており、
最近3か月間の売上高等が前年同期比で5％以上減少している方
②指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20％以上を占める原油等の仕入価格が20％以上上
昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない方
2億8,000万円（一般保証および危機関連保証とは別枠）
80％保証
年0.80％
保 証 料 率

⑶危機関連保証
指 定 期 間
認 定 基 準
保 証 限 度 額
保 証 割 合

令和2年2月1日から令和3年1月31日
①金融取引に支障を来している方で、
金融取引の正常化を図るため、
資金調達が必要となっている方
②新型感染症の拡大に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15％以上減少してお
り、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15％以上減少することが見込まれる方
2億8,000万円（一般保証およびセーフティネット保証とは別枠）
100％保証
年0.80％
保 証 料 率

2.兵庫県中小企業融資制度
新型感染症の影響を受けている兵庫県内の中小企業・小規模事業者の皆さまを支援するため、以下のとおり兵
庫県中小企業融資制度を取り扱っています。
融資制度名

限度額

貸付利率

保証期間

対象者

当初3年間0％※1

新型コロナウイルス
感染症対応資金

新型コロナウイルス
感染症保証料応援貸付

セーフティネット保証（4号・5号）
、危機関連
（4年目以降年0.70％）
保証の認定を取得した中小企業者、個人事業
10年
4,000万円
（据置5年） 主で一定の条件を満たした方（売上高等の減
年0.70％
少幅により、利子・保証料の補助があります）
5,000万円

新型コロナウイルス
対策貸付
新型コロナウイルス
危機対応貸付

年0.70％
2億8,000万円

借換等貸付

（新型コロナウイルス対策）

経営活性化資金

（新型コロナウイルス対策）

5,000万円

金融機関所定

取扱期間
令和3年1月31日融
資実行分まで（令和
2年12月31日まで
に申込受付が必要）

セーフティネット保証（4号・5号）
、危機関連
保証の認定を取得した方（借入当初は保証
料無料で利用することが可能です）
最近1か月間の売上高等が前年同期に比べ
10年
（据置2年） て5％以上減少している方
最近１か月間の売上高等が前年同期に比べ
て15％以上減少している方（危機関連保証 令和3年1月31日融
資実行分まで
の認定が要件）
兵庫県融資制度等の借入残高があり、既往債
務の負担軽減が必要な方（売上減少要件は
新型コロナウイルス対策貸付と同様）
10年
（据置1年） 速やかな資金調達が必要な方（取扱金融機
関と1年以上の与信取引が必要。売上減少要
件は新型コロナウイルス対策貸付と同様）

※1 売上高等の減少要件があります。
※上記の各制度は概要のため、詳細につきましては、当協会のホームページをご覧いただくか、各事務所・支所にお問い合わせください。

https://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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ビジネス サポート

Business Support

海外での事業展開を支援する拠点事務所を紹介します。

兵庫県ブラジル事務所

Governo da Província de Hyogo - Japão no Brasil
ブラジル概要と労働者
ブラジルは人口約2億人で、国土は日本の約23倍。
豊かな自然環境と豊富な資源を有する世界有数の農
業国です。宗教はカトリック教が主流ですが、宗教的な
対立はなく、
言語はポルトガル語に統一されています。
労
働法は、社会保障の企業負担率が賃金に対して70%
以上と負担が大きい一方、
その場で解雇通告を出す即
日解雇（罰金有り）が可能となっています。
兵庫県・パラナ州友好提携50周年
今年、
兵庫県とパラナ州が友好提携50周年を迎えま
した。
パラナ州は人口約1,000万人で、
面積は兵庫県の
約23倍と西日本並みの面積です。
兵庫県との経済交流
として、
パラナ州政府の協力を得てハリマ化成、
シスメッ
クス、
住友ゴム工業が同州へ進出しています。
今年度予
定されていた兵庫県・パラナ州友好提携50周年記念
事業はコロナ禍の影響で延期され、来年度に実施する
予定となりましたが、
その際には兵庫県から経済交流団
が派遣される予定です。
パラナ州をはじめブラジルでの
ビジネス・チャンスの模索に、
県内経済団体・企業様の
参加をぜひご検討ください。
また、
パラナ州はブラジル最古の国立大学であるパラ
ナ連邦大学（1912年設立）を有し、
総合・単科大学47
校、専門学校176校と、
国内有数の教育水準と優秀な
人材を誇ります。
住友ゴム工業は約135億円の投資によ
り、
2019年3月から自家用車用タイヤに加え、
トラック・バ
ス用の生産設備を新設して生産を開始するなど、将来
性が期待されています。
親日の国ブラジル
ブラジル日本移民は112年前に神戸港を出港した笠
戸丸から始まり、
今や約190万人という世界最大の日系
社会を築いています。
日系人は政財界人、医師、弁護
士、
技術者など各分野で活躍され、
農業の礎を築いたこ
とでも高く尊敬されています。
そして、
南米最大の都市サ
ンパウロには、
全国47都道府県によるブラジル日本都道
府県人会連合会（県連）が組織され、
さまざまな日本文
化の普及活動が行われています。
日本語学習も各地で
盛んに行われ、
サンパウロ州やパラナ州では納豆や豆
腐など日本食材が簡単に手に入り、
高価な日本製しょう
ゆも人気があります。
世界各地を転勤してきた日本人駐
在員も、気候的に最も過ごしやすく、
ゴルフも楽しめると
サンパウロ州やパラナ州、
サンタカタリーナ州を高く評価
しています。

サンパウロ日本祭
県連が主催する日本祭が世界最大の日本祭として知
られており、
1998年の第1回から47都道府県人会およ
び日系の社会福祉団体7機関が運営しています。
毎年7
月に3日間にわたり開催され、延べ19万人を動員してい
ます。
ブラジルでもアニメ・コスプレなどが人気であり、
参
加する年齢層も幅広く、47都道府県人会が各地の郷
土料理を提供しています。経済分野では農林水産省、
JETROサンパウロ、
JICAブラジル、
JNTOをはじめ、
現地
に進出したトヨタ、
キリンなど日本企業約200社が展示
即売会を行っています。本県関係ではブラジルで40％
以上のシェアを誇る白鹿も展示販売されています。
ジャパンハウス・サンパウロの様子
クールジャパン戦略の拠点として、
外務省が2017年4
月にサンパウロに開設した世界初のジャパンハウスには、
2019年末までに191.5万人が来館しました。展示品は
伝統技術に裏付けられた新しいデザイン性を付加され
たものが多く、館内にはショップも設けられています。当
事務所が紹介した播州織や日本酒の売れ行きは好調
で、
日本酒は純米大吟醸が最も人気で高価格商品か
ら先に商品棚から消えていきます。
コロナ禍で一時閉館
していましたが、
10月20日から再開されました。今後も、
ブラジル発信の拠点となるジャパンハウスにさまざまな県
産品を紹介していきたいと思います。
ブラジルへの進出と販路開拓
現在、
当事務所ではパラナ州への工場進出支援や
兵庫のりなど県産品の販路開拓支援、
2021年7月開催
予定のサンパウロ日本祭への出展調整のほか、
さまざま
な原材料輸入の相談にも応じており、経済案件への対
応が増えています。
今後も、
ひょうご産業活性化センター
と連携しながら、現地商社や弁護士の紹介など当事務
所のネットワークを活用して、
ニーズに合致した企業活
動のお手伝いをさせていただきたいと考えています。兵
庫県企業の皆様の積極
的なご活用をお待ちして
います。

パラナ州・兵庫県姉妹提携 50 周年 事務所スタッフ（左から高槻秘書、
のロゴマーク
山下顧問、
永田所長、
植田所長補佐）

兵庫県ブラジル事務所〈Governo da Província de Hyogo - Japão no Brasil〉
Avenida Comendador Franco, 871 Jardim Botânico, Curitiba, Parana, Brasil
+55-41-3092-3668

8 JUMP

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─簡易課税制度の見直し
簡易課税制度は課税売上高が5,000万円以下の事業者の事務負担に配慮して設けられた特例で、
仕入
税額控除を課税売上高に対する税額の一定割合（みなし仕入率）
とするものです。
消費税の軽減税率導入
を見据え、
平成30年度税制改正において簡易課税制度が見直され、
農林水産業のうち食用のみなし仕入率
が70％から80％に引き上げられることになりました。
この改正は2019年10月1日を含む課税期間から適用され
ています。

適用上限（課税売上高）

平成26年度改正

平成30年度改正

5,000万円

5,000万円

卸売業

90％
（第一種）

90％
（第一種）

小売業

80％
（第二種）

80％
（第二種）

みなし仕入率

農林水産業（食用）
農林水産業（非食用）

80％
（第二種）
70％
（第三種）

製造業等

70％
（第三種）

料理飲食業等

60％
（第四種）

60％
（第四種）

サービス業

50％
（第五種）

50％
（第五種）

不動産業

40％
（第六種）

40％
（第六種）

変更前は売り上げと仕入れに適用される税率は同一のため、
「みなし仕入率を用いて計算した仕入税額」
に税率の違いによる区分は必要ありません。
しかし、
軽減税率の導入により、
売り上げに適用される税率と仕入
れに適用される税率が異なるケースが発生します（※）
。
※例）飲食店…売り上げは10％
（外食）
、
食材の仕入れは8％
食品スーパー…売り上げは8％
（飲食料品）
、
包装資材や水道光熱費、
家賃などは10％
今回の見直しは、
食用の農林水産業において売り上げが軽減税率で、種子、農薬、機具など課税仕入れ
の大半が標準税率になることに対応したものと考えられます。
複数税率制度下での簡易課税制度においては、
売り上げまたは仕入れに複数の税率が適用される可能
性のある業種について業種区分を細分化し、
その細分化した業種ごとにみなし仕入率を設定する必要がある
といわれており、
今後も簡易課税制度のみなし仕入率が見直される可能性が高いといえます。
また、
従前から課税売上高5,000万円以下という基準についても議論のあるところから、
同時に基準の引き
下げが検討される可能性があります。

※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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ライニングのパイオニア
水道管から発電所の海水管まで
幅広い分野で施工を担う

成長期待企業
の
イチオシ！

防食塗装

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

日本ライニング工業株式会社

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。

ライニングとは、
金属配管をさびなどの
腐食から守るために厚みをつけて樹脂
を塗装する施工方法です。
中川裕子社
長の父で創業者の直原優氏は、
もともと
塗料メーカーの技術開発担当者で、戦
艦の船体塗装などを担っていました。戦
後、
国策として安全な水道管を普及する
に当たり、
さび止め塗料と施工技術を開
発。
その技術を広めるために部門を独立
させることになり、
1960年に同社が設立
されました。
日本のライニング分野におけるパイオ
ニアとして技術指導に当たるとともに、大
手造船各社の構内塗装業者として現場
で常駐責任施工を行うなど事業を拡大
してきました。
中でも同社の強みは、
長い
管の内部を進みながら吹き付け塗装を
する特殊塗装機の存在です。
「45年勤
務するベテラン技術者が何度も改良を
加え、
さまざまなサイズや形状の管に幅広
く対応できるようにしています。
グループ
に塗料製造会社を持ち、塗料の特性を
知った上で施工できることも他社にはな
い特長です」
と中川社長。

乾燥させては何度も塗装を重ねていきます

◎日本ライニング工業株式会社の
防食塗装

ライニングの仕上げ塗装

近年は、
水道管や発電所の海水管等
を中心とするライニング、保全工事のほ
か、
浄水場、
化学プラント、
石油会社等の
特殊防食ライニングなど幅広い分野の
施工を担当。
今後、
設備の老朽化に伴う
更新需要の増加も見据え、
2年前には本
社工場敷地内に工場を増設しました。
中川社長は5年前、音楽関係の仕事
から社長に転身しました。
長年社長を務
めた母の後を守っていた姉の体調が優
れず、急きょ経営を担うことになったそう
です。
「ライニングという言葉さえ知らない
状態」から、
持ち前のエネルギッシュな性
格で疑問があればどこへでもいとわず足
を運ぶ姿勢で社内外から信頼を獲得。
「人こそ一番大切」
との思いから社内で
のコミュニケーションを重視し、
100年企
業に向けて社員が誇りを持って働ける雰
囲気づくりに向けまい進しています。

日本ライニング工業株式会社／所在地：神戸市西区高塚台3-1-10／代表取締役社長：中川裕子
事業内容：各種鋼管のライニング塗装
078-991-0957

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！」で取材した日本ライニ
ング工業の中川社長は、音楽関係の仕事からの転
身。工場をご案内いただいた時も一人一人の社員に
声を掛け、厳しさと優しさを持ち合わせながら社員と
接している様子が伝わってきました。
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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。
※新型コロナウイルスに関するご相談も実施しております。

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

ひょうご産業活性化センター通信
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