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設備貸与制度を活用しながら

株式会社
岡友恵堂

事業のさらなる拡充を図る

元気企業
訪問
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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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成長期待企業のイチオシ！
株式会社翔陽

アルミニウム合金鋳物

今月の支援メニュー
設備貸与制度
中小企業が導入したい設備
を販売業者から活性化セン
ターが購入し、
当センターが
長期かつ固定損料で貸与す
る制度です。

ひょうご産業活性化センターは、設備の近代化や経営
の合理化を図ろうとする小中規模事業者に代わってメー
カーから設備を購入し、これを事業者に長期かつ固定
金利で貸与する設備貸与制度を設けています。株式会
社岡友恵堂は19年前にいったんは事業の継続を断念し
ましたが、その後再開し、18 年がかりで再建計画を完了。
設備貸与制度も活用し、攻めの経営に転じています。

今月の支援メニュー
設備貸与制度

元気企業
訪問
株式会社
岡友恵堂

炭酸せんべいから
バウムクーヘンまで
信用を積み重ね
事業を再生
事業継続を断念も再開を決意

械に詳しかったことから、父に頼まれ

かったですが、
ようやく前を向いてやり

何度か工場を訪ねるうちに父の懸命

たいことに取り組んでいけます」
と表情

酸せんべい。同社は炭酸せんべいを

な姿に打たれて手伝うことにしました」

を和らげます。

主力にさまざまな焼き菓子を製造して

と振り返ります。

温泉地の定番の土産物である炭

います。

売り上げが全盛時の2割ほどにまで

信用を積み重ね新たな一歩を

戦地から引き揚げてきた岡秀樹社

落ち、
現金がほとんど底を突く中、
砂糖

ひょうご産業活性化センターの設備

長の祖父が大阪の菓子メーカーで修

を仕入れるために親戚からさらに借金

貸与制度は20年近く前に活用してい

業した後、
1947年に赤穂で創業しま

をせざるを得ないほど苦しい時期が続

ましたが、
センターも債権者の一つで

した。戦後の食糧統制が解除され入

き、
「 何のために事業を続けているの

した。
担当者からは「しんどくてもしっか

手できるようになった小麦粉、
砂糖、
卵

か」
と自問自答したこともあったといいま

り返していくことが次の信用につなが

でできる瓦せんべいの生産からスター

す。
それでも歯を食いしばって事業を

る」
とのアドバイスも受けていたそうで

ト。
赤穂市御崎地区に集積している温

続けるうちに問屋からの注文が徐々に

す。
そして完済のめどが立ったころから

泉旅館から炭酸せんべいを土産用に

増えていき、
カタログ販売業者向けなど

「次の投資の際にはセンターも強力に

売りたいとの依頼があり、
昭和40年ご

にOEM生産も伸び、
5年目ごろからよう

ろから旅館の売店に並ぶようになりま

やく事業が軌道に乗り始めました。

サポートする」
との励ましの言葉もあり、
「信用を積み重ねる大切さを思うととも

した。
その後、
バウムクーヘンやミニカス

09年に苦楽を共にした先代が急

テラなどの半生菓子も手掛けるように

逝。
その後は、
それまでに築いた信用

2017年には設備貸与制度を活用

なり、卸会社を通して全国のスーパー

を基に手元資金に余裕を持たせるべ

してコンピュータースケール（自動計量

でも商品が売られるようになっていきま

く弁 済 計 画を

した。
しかし、直売店を持つなどの拡

少し先延ばしし

大路線が裏目に出て2002年、
先代の

てもらうなどし

時に事業の継続を断念します。

ながら、
19年に

先代は「関係先に迷惑を掛けた分

はついに完済

をちゃんと返していきたい」
との思いか

にこぎ着けまし

ら、
半年後には事業の再開を決意しま

た。
「ただ借金

す。
当時、
別の会社で働いていた岡社

を返 済するた

長は、会社の体力に比べてあまりにも

めだけに事業

大きい負債額のことを知り、
事業継続

を続けるのは

は難しいと考えていましたが、
「私が機

本 当にしんど

に非常に心強かった」
と話します。

代表的な商品
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今月の支援メニュー
設備貸与制度

器）を、
さらに18年にはせんべいを焼く

いお菓子のラインアップを増やしていき

になりました」
と話します。

自動焼成機を導入しました。
生産数量

昨年はコロナ禍の巣ごもり消費でお

たいと話す岡社長。
「これからも地に足

が15％ほど増え、
「卸先、
OEM先から

菓子の需要が増え、今年度の業績も

を着けながら、
背伸びすることなく事業

増えつつある受注にも応えられるよう

堅調です。今後はより好まれる軟らか

を育てていきたい」
と真摯に語ります。

会社概要
株式会社岡友恵堂

所在地 赤穂市折方1495-23
代表取締役 岡秀樹

しん し

事業内容 炭酸せんべい、
半生菓子の製造
TEL 0791-46-4076

支援メニュー講座

設備貸与制度

設備貸与制度の活用で経営基盤を強化
制度概要
設備の増強・更新を図ろうとする中小企業者に代わって当センターが設備を購入し、中小企業に長期
（10年以内）かつ固定金利（年率0.70〜1.95％）で割賦販売またはリースするものです。2016年度から10
％の保証金が原則不要となりました。

メリット
最大のメリットは、金融機関の借り入れ枠や信用保証協会の保証枠とは別枠で利用できることです。ま
た、設備貸与制度のみならず、当センターは曜日ごとに中小企業診断士等の専門家による無料の窓口相談
を随時受け付けています。さらに当センターは中小企業支援機関との連携により県内企業を支援する「中小
企業支援ネットひょうご」を活用し、経営、技術、情報などさまざまなサポート体制が構築されていますの
で、制度利用後のフォローアップを含めた手厚いサポートがあるのも特長です。

設備の更新、新規導入、省エネへの取り組みをご検討されている方はぜひ設備貸与制度の利用をご検討く
ださい。
問い合わせは ひょうご産業活性化センター設備投資支援室

078-977-9086

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
窓口受付・相談の事前予約のお願い
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当セ
ンターの窓口等での受付・相談業務は当面の間、全
て事前予約制とします。窓口での相談や書面の提出
を希望される人は、必ず電話等で各担当部署に予
約をしてください。来所者の混雑を避け、窓口や相談
室の消毒清掃を徹底するため、
ご理解とご協力をお
願いします。
【予約・問い合わせ先】各担当部署まで
078-977-9070㈹

専門家による
「知財個別相談会」
の開催

新型コロナウイルス感染症に係る
兵庫県の緊急事態措置に関する相談窓口

緊急事態措置に関すること
兵庫県緊急事態措置
コールセンター

078-362-9858
9：00～17：00
（土曜、
日曜、
祝休日も開設）

緊急事態措置に係る営業時間短縮の要請に関すること
営業時間短縮・協力金
コールセンター

078-362-9844
9：00～17：00（月曜～金曜）

その他の窓口については兵庫県ホー
ムページをご覧ください。

メールマガジンの登録を受け付け中

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

当センターでは、皆さまに役立つセミナーや各種

◦どこに相談したら良いの?

行政情報などをメールマガジンで配信しています。登

◦商標ってとるべき?

録は無料です。

◦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】3月15日（月）13：30～14：30、14：30～
15：30、15：30～16：30
【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

【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QR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
項を確認の上、
メール本文に記載の登録用URL
をクリックし、配信希望情報等を入力してください。
※30分以内にメールが届かない場合は、
メール

藤
 本正一（中小企業診断士・知的財産管理技能士2級）

が受信できる設定になっていない可能性がありま

INPIT兵庫県知財総合支援窓口 窓口支援担当者

す。
スマートフォン、携帯電話の設定を確認し、再

田中秀和（中小企業診断士）

度最初から操作してください

兵庫県よろず支援拠点コーディネーター
【相談料】無料
【申し込み・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）

登録方法の
詳細について

メールマガジンの
バックナンバー

【問い合わせ先】企画経営室企画管理課
078-977-9070㈹

078-977-9085（月曜～金曜9：00～17：00）
3
 月11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
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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
「障害者雇用納付金制度」
事務説明会

セミナー
「新型コロナ時代に立ち向かう
ものづくり現場最前線」

「障害者雇用納付金制度」に基づく、令和3年度の
障害者雇用納付金の申告納付ならびに障害者雇用調
整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金、在宅就
業特例報奨金、特例給付金の支給申請が4月1日から
始まります。申告納付、支給申請に必要な事務手続き
等について説明会を開催します。
参加無料。

新型コロナ時代に立ち向かうビジネス展開や組織体
制強化の参考として、特徴のある事業展開や組織改
革、人の手に依存しない生産体制の構築などに取り組
む企業事例を紹介し、分かりやすく解説します。
オンライ
ンでも参加できます。
参加無料。

▶場所・日程：

▶場所：姫路商工会議所、
Zoom（オンライン）

兵
 庫県学校厚生会館（神戸市）
…2月10日（水）
・18日（木）
・19日
（金）
、
3月9日（火）
・10日（水）
姫
 路・西はりま地場産業センター
（姫路市）
…2月15日（月）
、
3月5日
ポリテクセンター兵庫（尼崎市）
…2月17日（水）
、
3月2日（火）
豊岡市民プラザ（豊岡市）
…3月12日（金）
※時間は参加申込書で確認してください
▶申し込み・問い合わせ先：
独
 立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構兵庫支部高齢・

※オンラインの参加方法はメールで案内します
▶テーマ・講師：
「人が主役のスマートファクトリー」
「楽しくなければ、仕事じゃない！～常識を覆す高利益率のデジタル
ものづくりとは～」
山本昌作さん（HILLTOP㈱副社長）
▶定員：会場・オンライン各70人（先着）
▶申し込み・問い合わせ先：姫路商工会議所中小企業相談所
079-223-6555

障害者業務課
06-6431-8201

▶日時：2月19日（金）14：00～16：30

山口泰一さん（ジェイテクト㈱ラインコントロール技術部部長）

（金）

06-6431-8220

ホ
 ームページから参加申込書をダウンロードし必要事
項を記入の上、
ファクスしてください（先着）
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Information Calendar

079-288-0047

ホ
 ームページの申し込みフォームに必要事項を入力
の上、
送信してください

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の影響を
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。
）の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。
セーフティネット保証4号は令和3年3月1日まで、セーフティネット保証5号と危機関連保証は令和3年6月30日ま
でが指定期間となっています。
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3年3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方
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6月30日
指 定 期 間
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5％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5％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）
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6月30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。
「新型コロナウイルス感染症対応資金」は、令和3年1月25日から限度
額が6,000万円（従前は4,000万円）に引き上げられました。
融資制度名
新型コロナウイルス
感染症対応資金
家賃等つなぎ融資枠
新型コロナウイルス
感染症保証料応援貸付
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
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）

限度額

貸付利率

保証期間

対象者
セーフティネット保証（4号・5号）
、危機関連
当初3年間0％
6,000万円
保証の認定を取得した中小企業者、個人事業
10年
（4年目以降年0.70％）
（据置5年） 主で一定の条件を満たした方（売上高等の減
法人：600万円
年0.70％
少幅により、利子・保証料の補助があります）
個人：300万円
セーフティネット保証（4号・5号）
、危機関連
5,000万円
保証の認定を取得した方（借入当初の保証
料全額補助を受けることが可能です）
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
年0.70％
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
2億8,000万円
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
5,000万円
金融機関所定
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

取扱期間
令和3年5月31日融
資実行分まで（令和
3年3月31日までに
申込受付が必要）

令和3年3月31日融
資実行分まで

※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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企業と人権
コロナという“災害”の中で
公益財団法人 人権教育啓発推進センター統括部長

2021年は、阪神・淡路大震災から26年、
そして東
日本大震災からは10年を迎えます。
阪神・淡路大震災が発生した1995年は、
日本にお
けるボランティア元年と呼ばれており、延べ137万人以
上のボランティアが被災者支援のために活動しました。
しかし、当時はボランティアを受け入れて活動の場を割
り振るといった仕組み等が構築されていませんでした。
その後、全国各地で地震や豪雨等による災害が発生
していく中でその仕組みも少しずつ発展し、ボランティ
ア活動を統括する組織や災害支援のノウハウを有する
経験豊かな団体も増えていきました。2011年の東日本
大震災の際には、国や地方公共団体、NPO・NGO等
が連携し、いまだ課題もあるとはいえ、550万人ものボ
ランティアが活動したといわれています。
また、災害発生時および被災地の復興支援のため
に、
さまざまな企業も自社製品の被災地への提供や、
得意分野のノウハウを生かした支援などにより大きな
役割を果たしました。
＊
＊
＊
販促品やノベルティグッズの企画・制作を行うフロン
ティアジャパン株式会社（東京）は、東日本大震災か
ら1年後、宮城県南三陸町に廃校を利用した工場を
設立。被災地の支援につながるノベルティグッズを求め
る大手企業等の要望に応えるため、東北の間伐材を
活用した商品を現地で加工やパッケージを行い、雇用
の場を創出しました。
株式会社データサルベージコーポレーション（東京）
は、元々パソコンのハードディスク等の壊れた箇所から
データを復旧することを本業としている会社で、東日本
大震災発生直後から、
それまで例のなかった海水に浸
かったハードディスクの復旧に東北大学と共同で研究
し、復旧法を確立。震災による津波で亡くなった家族
が写った写真を、小学校の卒業アルバム用の写真を
データ復旧させ、被災者の思い出を取り戻します。
さら
には、病院のサーバーに保存されていたカルテや心電
図等のデータ復旧にも大きな貢献を果たしました。
岩手県山田町にある株式会社ティエフシーは、親会
社である造船会社、
ツネイシクラフト&ファシリティーズ
株式会社（広島）によって、東日本大震災から間もな
い2011年7月に設立されました。震災発生の初期段
階における物資の供与といった支援から、一過性では

ない継続的支援へとシフトし、造船の技術者を育成し、
震災と津波により働く場を失った人々を雇用し、地域社
会に大きなメリットをもたらしました。
この3つの例のように、災害発生時に企業が本業を
生かした形で果たすことのできることは数多くあります。
＊
＊
＊
今、私たちは新型コロナウイルス感染症の感染拡大
という “世界的大災害” のただ中にいます。
そこで起こ
っているのは、残念なことに、感染者やその家族に対す
る誹謗中傷をはじめ、
コロナ治療の最前線にいる医療
従事者や私たちの日常生活を維持するのに欠かせな
いエッセンシャルワーカーへの偏見・差別です。
感染症の歴史に詳しいジャーナリストの増田ユリヤさ
んの話によると、14世紀にヨーロッパでペストが流行し
た際には、ユダヤ人が井戸に毒をまいた、
などというデ
マにより多くの人が虐殺されたそうです。
これは、当時
差別的扱いを受けていたユダヤの人々に対して「普段
自分が差別している相手からいつか仕返しを受けるか
もしれない」という心理が招いた事態であり、感染症
拡大時には日頃から差別される側の人は弱い立場に
置かれるということが、歴史をひも解くことで見えてくる
とのことでした。
新型コロナウイルス感染症は誰もが感染する可能
性があります。私たちが恐れるべきはウイルスであり、
人ではありません。
感染症拡大の後にやってくる偏見・差別の拡大を防
ぐには、感染者やその家族、医療従事者等に偏見・差
別の目を向けるのではなく、思いやりとエールが必要な
のです。＿STOP!コロナ差別
●人権・CSR関係のご案内

●S TOP!コロナ差別－差別をなくし
正しい理解を－キャンペーン
●新 型コロナウイルス感染症と人権
に関する座談会

公益財団法人 人権教育啓発推進センター
〒105-0012 東京都港区芝大門 2-10-12
03-5777-1802
03-5777-1803
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野中 寿彦

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

加古川支部・税理士

豊島寛之

改正消費税─会計システムへの対応
小売業・卸売業や飲食店業など複数税率での販売が必須の業態だけでなく、
全ての業種で複数税率への会計シス
テムの対応が必要になります（例えば来客用の茶菓子や会議用の弁当の購入などでも軽減税率が発生します）
。
また、
請求書の記載項目だけではなく帳簿の記載項目も増加しますので、
その対応も必要になります。
⑴仕入れの区分経理
仕入れについては、
軽減税率対応と標準税率の仕入れとの仕訳が必要になります。
また、
適格請求書等保存方式で
税額の積み上げ計算を適用する場合には消費税額を実額で入力することが必要になります。
⑵売り上げの区分経理
軽減税率対応品目を販売している業態であれば、
仕入れと同様に売上高についても税率別に入力することが必要に
なります。
また、
適格請求書等保存方式で税額の積み上げ計算を適用する場合には消費税額を実額で入力することが
必要になります。
⑶帳簿への記載項目の増加
「区分記載請求書等保存方式」
「適格請求書等保存方式」のいずれにおいても、
帳簿の記載要件に「軽減対象資産
の譲渡等に係るものである旨」が加えられています。
また、
税率区分も従来に加えて8％
（軽減税率）が増えたため対応
が必要になります。
なお、
軽減税率8％と経過措置8％は別管理をする必要があります。
⑷在庫管理システムの改修
在庫に関しても税率別の管理が必要になります。
⑸売掛金・買掛金の税率別管理
商品の販売仕入れを行い、
その後、
返品、
値引き、
割り戻し、
貸し倒れが生じた場合、
その事実があった時点の課税期
間で当該処理をしますが、
消費税については販売仕入れがあった時点の税率を適用することとされていますので、
売掛
金・買掛金についても税率別管理が必要となります。
⑹販売管理システムや周辺システムとの連携システムの修正
改正に伴い、
帳簿への記載要件が増加しますので各要件を管理できるようにシステムを修正することが必要になります。
※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

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。

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・税理士

宮﨑 敦史

2020年10月の県内中小企業の業績動向 は60.9％の25社。情報通信業全体の純売 た。
は次の通り。調査対象企業3,379社のうち、 上高は対前年同月比89.0％と減少。売上高 【小売業】調査対象444社中、黒字企業は
黒字企業は51.7％の1,747社。全産業の純
総利益率は51.8％で対前年同月比95.9％、 47.0％の209社。小売業全体の純売上高は
売上高は対前年同月比で90.2％と減少。全
経常利益率については3.4％で対前年同月 対前年同月比92.4％と減少。一方、売上高
業種で純売上高対前年同月比が100％を下 比44.7％と大幅に減少している。
総利益率は31.7％で対前年同月比106.0
回っている。業種別では建設業97.1％、製 【運輸・郵便業】調査対象147社中、黒字企 ％、経常利益率も2.5％で対前年同月比
造業88.7％、情報通信業89.0％、運輸業・
業は48.2％の71社。運輸・郵便業全体の純
156.2％と改善した。
郵便業93.2％、卸売業90.1％、小売業92.4 売上高は対前年同月比93.2％と減少。売上 【宿泊・飲食業】調査対象134社中、黒字企
％、宿泊業・飲食サービス業79.2％、不動 高総利益率は25.7％で対前年同月比94.4 業は30.5％の41社。宿泊・飲食業全体の純
産業95.0％、サービス業78.7％となってい ％、経常利益率は2.4％で対前年同月比 売上高は対前年同月比79.2％と減少してい
る。また、全産業の売上高総利益率は28.0 61.5％と減少している。
る。売上総利益率は64.7％で対前年同月比
％で対前年同月比102.9％となった一方、 【卸売業】調査対象449社中、黒字企業は 97.8％と減少、経常利益率は−3.7％、経常
売上高経常利益率は3.8％で対前年同月比 54.3％の244社。卸売業全体の純売上高は 利益額は−3,233千円と引き続き赤字であ
95.0％、売上高営業利益率は2.3％で対前
対前年同月比90.1％と減少。売上総利益率 る。
年同月比76.6％と減少している。
は18.9％で対前年同月比99.4％、経常利益
【情報通信業】調査対象41社中、
黒字企業
率は1.9％で対前年同月比65.5％と減少し
※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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60年の知恵を生かした
提案力で大量生産・
高付加価値の受注に特化

成長期待企業
の
イチオシ！

アルミニウム合金鋳物

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

株式会社翔陽

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。

同社は大手輸送用機器メーカーのア

います。
「この中には何万というアルミ鋳

ルミ事業部が閉鎖したことに伴い、事業

物に関する知識が詰まっています」
と60

と設備を引き継ぎ、2002年に生まれまし

年以上アルミ鋳物に携わってきた橋本

た。
その事業部で16歳の時から働いて

社長は頭を指差して言います。
その提案

いた橋本保夫社長は当時59歳。
前の会

力で「生産量が多くて付加価値の高い」

社から連れてきた3人の社員には「これ

仕事に受注を絞り、多数の大手企業と

までの生産のやり方を見直せば給料は

取引しています。

30％上げられる」
と約束しました。独立

橋本社長が大切にしている言葉は

後は大手メーカーから、
建設機械に使わ

「三方四徳」
。
「 仕入れ先、取引先、
そし

れるジョイスティックの部品を鉄からアル

て従業員それぞれに徳を積むことが大

ミに変えたいという依頼を受け、
この仕

切。
そして、
4つ目の徳は未来のために積

事を増やしていきました。

んでおきます」
と言葉に込めた思いを語

メーカーから発注を受けると、
まず「鋳

ります。
また、
「楽しい会社にする」を方針

物図」
と呼ばれる金型を製造するための

に掲げ、
リーマンショックなどで売り上げ

設計図を作成します。
「メーカーが何を求

が落ちた時も全ての従業員の雇用を守

めているかを聞きながら、合金素材や形

り抜きました。

状、
コストも考えて作っていきます」
。
その

「軽量で熱伝導性の高いアルミは、鉄

他にも鋳物の複雑な内部形状を作り込

に代わって使われるシーンがこれからま

むための中子に使う砂を球状のセラミッ

だまだ増えていくはず」
と提案力を強み

クに置き換えることで、高品質な鋳物を

にアルミ鋳物の活躍の場を広げていこう

高い生産性で製造する技術を確立して

としています。

溶湯を流し込む前に中子を入れる

◎株式会社翔陽の
アルミニウム合金鋳物

橋本社長が大切にしている言葉「三方四徳」

株式会社翔陽／所在地：尼崎市神崎町21-34／代表取締役：橋本保夫
事業内容：アルミニウム合金鋳物製品の製造
06-4960-1115／
http://www.syoyo.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
「元気企業訪問」
でご登場いただいた岡秀樹社長の事
業再生までの苦労をお聞きしていると、
ようやく新しい
設備を入れられた時の喜びはいかばかりだったかと
想像します。重荷から解かれても堅実さを忘れない人
柄に打たれました。
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