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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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◦兵庫県信用保証協会かわら版
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P8 企業と人権

SDGsが特別ではない世
代とともに
Tax&Law

ポストコロナ・ウィズコロナ時代
の資金繰り補助金Q&A③
成長期待企業のイチオシ！
エデュテ株式会社

知育玩具

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
長期かつ固定金利で貸与す
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中小企業者に代わってメーカーか
ら設備を購入し、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。地域の人に愛される
良質の酒を造り続ける狩場一酒造株式会社は、時代に
合わせた商品づくりを地道に取り組んでおり、1990 年か
ら同制度を幾度となく利用してきました。

今月の支援メニュー
設備貸与制度

元気企業
訪問
狩場一酒造
株式会社

半歩ずつ堅実に
地域に根差した
酒造りで
コロナ禍でも成長
直売のメリットを生かす

手蔵に出向いていた杜氏でした。出

た顧客リストは今では6,000人ほどに

酒蔵に併設された直売所には、酒

稼ぎに行くよりも、
自分で酒造りをしよう

増えています。

を買い求める客が引きも切らずにやっ

と地元で始めたのが起こりです。
同じよ

て来ます。
「うちはネットも含め直売が

うなケースは他にもあったようですが、

した。当時は山田錦が手に入りにくい

95％を占めています」
と4代目の狩場

硬水の灘と同じ酒造りをしたために失

こともあり、
「 安定的に確保できるよう

一龍社長。
外販分も地元の土産物店

敗しつぶれていった蔵も多い中、
「曽

に」との狙いがあったそうで、現在も

向けとのことで、地元の人にいかに愛

祖父は全国の蔵に指導に出向くほど

「米の良しあしの判断、
その年の出来

されているかがよく分かります。
20種類

の技術者だったため、
篠山に湧き出る

具合も把握できる」
ことから米作りを続

のラインアップのうち温度変化に弱い

軟水の酒造りも心得ていたそうです」
。

けており、
全量の10％を自社米で賄っ

生酒が半数近くを占めているのも、
「目

造った酒は全量を灘の大手蔵に

の行き届いた所でお酒を直接管理で

売っていましたが、
昭和30年代に自社

きる直売だからこそ」
。
さらに直売は客

ブランド「秀月」を立ち上げました。当

の財布にも優しいというメリットがありま

初は地元の50人ほどで愛飲会が組

す。店頭に並ぶ300mlの商品の値札

織され、飲食店で「秀月を楽しむ会」

ご産業活性化センターの設備貸与制

には「持ち帰りの場合、
200円引き」
と

を定期的に開いていたそうです。
「そこ

度を活用して、
自動洗瓶機を導入しま

書かれています。

で得たお客さんの声を商品づくりに反

した。
地元の購入者が多いことから回

同社がある丹波篠山市は丹波杜

映してきました」
。
日本酒度も当初のマ

収率が高く、
洗瓶機はいつもフル稼働

氏発祥の地。創業者も灘をはじめ大

イナス3から今ではプラス1へと辛口度

新たに導入したラベル貼り機

しゅうげつ

また、
酒米作りも1996年から始めま

ています。

迅速な決定かつ低金利が魅力
同社は30年以上前に初めてひょう

状態です。
その他にも同制度を活用し

が増しています。

て蒸気ボイラー、
チラー
（冷却水循環

精米歩合も当初

装置）
、
自動洗米装置などを次々に導

の7 4 ％から7 0

入していきました。

％、65％、
そして

「設備投資をする場合は銀行に融

現在の60％まで

資をお願いしてそれが決まってから購

低くし、
「そのたび

入するので、
どうしても時間がかかって

においしいと言

しまいます。
最近は担当者との信頼関

われるお客さん

係も築けており、
より迅速に利用できる

が増え、
手応えを

ことにも助けられています。何より金利

得 てきました 」。

が安いことがありがたい」
と制度活用

50人から広がっ

のメリットを語ります。
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今月の支援メニュー
設備貸与制度

2020年初頭からのコロナ禍で酒造

といいます。
手軽に家でも飲めるよう昨

新しました。
「これからも半歩ずつ歩み

業界は大きな苦境に陥りましたが、直

年は300ml商品のラインアップを増や

を進めていきたい」
と狩場社長。堅実

売が多くを占める同社にとっては家飲

したところ好評で、
新たにラベル貼り機

さを強みに、着実に「秀月」ブランドを

み需要が増え、
むしろ追い風になった

を購入。
自動洗瓶機も31年ぶりに更

育てていきます。

会社概要
狩場一酒造株式会社

所在地 丹波篠山市波賀野500
代表取締役 狩場一龍

事業内容 日本酒の製造・販売
TEL 079-595-0040

支援メニュー講座

設備貸与制度

設備の増設や更新により経営基盤を強化
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
「兵庫県中小法人・個人事業主等に
対する一時支援金」
の申請を受け付け

兵庫県では、昨年4月以降に県が行った休業・時
短営業や不要不急の外出・移動の自粛要請により、
売り上げが減少し、
さらにコロナ禍からの回復期に原
油価格や原材料価格の高騰の影響を受けている中
小法人・個人事業主等に対し、一時支援金の申請
を受け付けています。
【対象】
①
 ～④の全てに該当する事業者
①
 昨年4～10月のいずれかひと月に国の月次支

2
 月28日（月）までにホームページの申

請フォームから。
ただし、予算額に達し
た時点で締め切ります

専門家による
「知財個別相談会」
の開催
特許出願や実用新案、商標、契約書作成などの
相談に専門家や弁理士が対応します。無料。
【日時】3月7日（月）13：15～14：15、
14：30～15：30、
15：45～16：45
【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）

援金を受給している ②月次支援金受給対象月に

【定員】各回1組（先着）

おいて中小法人等は本店の所在地、個人事業主

【申し込み・問い合わせ先】

は住所地が県内にある ③昨年11月以降に燃料

兵
 庫県よろず支援拠点（ひょうご産業活性化セン

費や原材料価格の高騰の影響を受けている ④

ター内）

事業継続に向けた取り組みを行っている
【申し込み・問い合わせ先】
兵
 庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支

078-977-9085（月曜～金曜9：00～17：00）
3
 月3日（木）までに電話または専用フォ
ームから

援金コールセンター
050-8882-4908（月曜～金曜9：00～17：00）
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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
「飲食店等一時支援金」
兵庫県の「新型コロナ対策適正店認証」を受けた飲
食店等を運営する事業者を対象に、一時支援金の申
請を受け付けています。
▶主な支給要件：
◦兵庫県の「新型コロナ対策適正店認証制度」による認証を受け
た飲食店等である
◦食品衛生法上の飲食店または喫茶店営業の許可を受け、
営業の
実態がある
◦昨年11月以降に運営店舗が燃料費や光熱水費、原材料価格の
高騰の影響を受けている
◦今年4月以降も営業を継続する意思がある
▶支給額：1店舗10万円（1回限り）
▶申し込み・問い合わせ先：
兵庫県飲食店向け協力金・一時支援金コールセンター
078-361-2501（月曜～金曜9：00～17：00）
2月22日（火）
までにホームページの申請フォームま
たは所定の申請書を郵送（消印有効）
。申請書はダ
ウンロードできます

明石市産業振興財団
「ECサイト構築セミナー」
コロナ禍を機にオンライン取引は拡大し続けており、
自社の商品やサービスに合うECツールの選定、活用が
重要になります。現在主流のECツールを比較しながら、
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Information Calendar
ECサイト構築のポイントを解説します。無料、
オンライン
（Zoom）開催。
▶日時：2月8日（火）14：00～15：30
▶講師：木村博也さん（PIPELINE㈱ディレクター）
▶定員：30人（先着）
▶申し込み・問い合わせ先：
（一財）明石市産業振興財団
078-918-0331
2
 月2日
（水）
までにホームページの申し込みフォームから

姫路商工会議所
「イノベーションがビジネスを拓く」
近年、
社内のリソースに外部のアイデアやサービス、
技
術を組み合わせて新しい価値を創出する
「オープンイノ
ベーション」が注目を集めています。
オープンイノベーショ
ンの課題や対応、
試行錯誤の事例、
パートナー探しのポ
イントなどを紹介します。
無料。
▶日時：2月25日（金）14：00～15：30
▶場所：姫路商工会議所
▶講師：吉田剛さん（NEDOイノベーション推進部長）
▶定員：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
ホームページの申し込みフォームから

兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

創業フェアひょうご2022

創業を考えている方、
創業間もない方を応援します!
先輩創業者による基調講演やトークセッション、情報交換会などを通して、創業に役立つ情報やヒントを提供しま
す。会場とオンライン（Zoom）のハイブリッド方式で開催。ぜひ気軽にご参加ください。

日 時

会 場

対 象

定 員

2月15日
（火）13：00～17：00（受付開始12：30）
スペースアルファ三宮
神戸市中央区三宮町1-9-1 三宮センタープラザ東館6階

①②いずれにも該当する方
①創業予定または創業後概ね5年未満 ②当協会を利用中または利用予定

会場・オンライン各40名（先着）

参加費

無料

プ ログ ラム

13：00～13：40 基調講演
河野圭一さん（㈱ワールド・ワン代表取締役）に創業期の体験談や、失敗から学んだ経営戦略などについてお話し
いただきます。

13：40～14：40 トークセッション
大塚啓志郎さん（㈱ライツ社代表取締役）と仲村渠まりこさん（㈱花鞠代表取締役）のトークを通して創業のヒント
や情報などを提供します。

14：50～16：00 創業ミニセミナー
中小企業診断士の志水功行さん（志水M&Lパートナーズ代表）が創業に必要な知識や情報、
ノウハウ等について
講義します。

14：50～17：00 創業サロン
金融機関や支援機関から創業支援の情報を紹介。中小企業診断士による個別相談も可能です。

申し 込 み・
問い合わせ先

兵庫県信用保証協会 経営支援室 支援統括課
078-393-3920

keieisien@hosyokyokai-hyogo.or.jp

2月10日（木）までにホームページからお申し込みください。
※トップページのバナーをクリックすると申し込みフォームに移ります

兵庫県信用保証協会

https://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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企業と人権
SDGsが特別ではない世代とともに
公益財団法人 人権教育啓発推進センター統括部長

2021（令和3）年11月末、経済産業省と外務省は
「日本企業のサプライチェーンにおける人権に関する

関する取り組みを意識すると回答した学生が約6割と
いう結果が出ており、関心の高さがうかがえます。

取組状況のアンケート調査」 の結果を公表しました。

＊

※1

これは日本企業における “ビジネスと人権” への取り組
み状況に関する政府としての初めての調査です。

野中 寿彦

＊

＊

ここ数年、至る所で見聞きするようになったこともあ
り、やや食傷気味だと思われる方もいるかもしれない

同調査はいわゆる大企業（東証一部・二部上場

SDGs。
しかし、企業における取り組みは、組織の規模

等）が対象で、回答した760社のうち約7割が人権方

を問わず拡大しており、自社のみならず取引先間にも

針を策定し、5割強が「人権デュー・ディリジェンス（人

拡大しています。
また社会全体、特に若い世代の関心

権DD）
」 に取り組んでいることが分かりました。

は年々高まっています。

※2

＊

人権方針を策定している企業のうち、国連の「ビジ

＊

＊

ネスと人権に関する指導原則」など、国際的な基準に

これからの社会を担う学生たちは、中学生や高校生

準拠している企業が6割強となっています。
しかし、人

（場合によっては小学生）の頃から授業やさまざまな

権DDに取り組んでいる企業のうち、間接的な仕入先

メディアを通して慣れ親しんだ “SDGsネイティブ” とも

まで実施している企業は約25％程度、販売先や顧客

いえる世代です。

にまで実施している企業は10～16％にとどまっていま

SDGsネイティブの若者たちを受け入れる企業とし
て、
また年々関心が高まる社会問題へ対応するため、

す。
＊

＊

＊

SDGsの17のゴール（目標）と169のターゲット（達成

2015（平成27）年9月に国連サミットで採択された

基準）を参照の上、人権の視点から組織（企業）とし

「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載

ての可能性を探り、若者たちの意見に耳を傾けなが

された「SDGs（Sustainable Development Goals＝

ら、無理なくできることから取り組んでみると良いかもし

持続可能な開発目標）
」は、6年以上が経過し、
日本に

れません。

おける認知度も年々高くなっています。
ある民間調査会
社が2021（令和3）年5月に公表した「SDGsに関する
調査」※3によると、SDGsの認知度は67％で、2年前の
16％と比べて約4倍となっています。
また、別の調査※4によると、2023（令和5）年3月卒
業・修了予定の大学生・院生の95.9％がSDGsを認
知しているという結果が出ています。
これは20歳代の

※1

経
 済産業省・外務省「日本企業のサプライチ
ェーンにおける人権に関する取組状況のアン
ケート調査」

※2 人
 権デュー・ディリジェンス：企業活動における人権への
負の影響を特定し、
それを予防、軽減させ、情報発信をす
ること。
※3 ㈱
 クロスマーケティング「SDGsに関する調査」

社会人よりも22.6ポイント高い数値です。
さらに、SDGs
に取り組む企業は就職活動において「志望度が上が
る」と回答したのは約7割、就職活動においてSDGsに

※4 ㈱
 学情「SDGsに関する就活のインターネット
アンケート調査」

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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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

加古川支部広報委員

伊藤智子

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の資金繰り補助金Q&A③
Q.具体的な「事業再構築」
とは

事業再構築補助金を受けるに当たり、
どのような取り組みが「事業再構築」
として認められるのでしょうか。

A.「事業再構築」とは、
「新分野展開」
「事業転換」
「業種転換」
「業態転換」
「事業再編」の5つを指します。
これらに

該当するかどうかは「製品等や市場の新規性」
「売上高構成比」などの要件が類型ごとに定められています。
詳細は
「事業再構築指針」や「事業再構築指針の手引き」
として公表されています。

事業再構築の各類型の概要
❶新分野展開…主たる業種・事業を変更することなく、
新製品の製造または新商品・サービスの提供により、
新たな
市場に進出することをいいます。
❷事業転換…製品の製造または新商品・サービスの提供により、
主たる業種を変更することなく、
主たる事業を変更する
ことをいいます。
❸業種転換…新製品の製造または新商品・サービスの提供により、
主たる業種を変更することをいいます。
❹業態転換…製品、
商品、
サービスの製造方法または提供方法を相当程度変更することをいいます。
❺事業再編…会社法上の組織再編行為（合併、
会社分割、
株式交換、
株式移転、
事業譲渡）等を行い、
新たな事
業形態の下、
❶～❹のいずれかを行うことをいいます
事業再構築の要件
類型
❶新分野展開
❷事業転換 ❸業種転換
❹業態転換
❺事業再編

必要となる要件
①製品等の新規性要件 ②市場の新規性要件 ③売上高10%要件
①製品等の新規性要件 ②市場の新規性要件 ③売上高構成比要件
①製造方法等の新規性要件 ②製品の新規性要件※1 ③設備撤去等またはデジタル
活用要件※2 ④売上高10%要件
①組織再編要件 ②その他の事業再構築要件

※1 製造業の分野で事業再構築を行う場合に必要

※2 製造業以外の分野で事業再構築を行う場合に必要

出典：中小企業庁
「事業再構築指針の手引き」
※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。

2021年10月の県内中小企業の業績動向 売上高は対前年同月比99.6％と微減。売上
は次の通り。調査対象3,298社のうち黒字企 総利益率は47.7％で同98.4％。経常利益率
業は51.0％の1,683社。全産業の純売上高 は2.7％で同76.9％と大きく減少した。
は対前年同月比で100.2％と横ばい状態で 【運輸業・郵便業】調査対象145社のうち黒
ある。業種別では情報通信業99.6％、運輸
字企業は42％の61社。運輸業・郵便業全
業・郵便業101.1％、卸売業97.4％、小売業 体の純売上高は対前年同月比101.1％と微
105.1％、宿泊業・飲食サービス業94.3％だ 増。売上高総利益率は24.6％で同97.5％、
った。全産業の売上総利益率は28.1％で同 経常利益率は1.8％で同87.1％と減少した。
99.3％だったが、売上高経常利益率は4.3％ 【卸売業】調査対象426社のうち黒字企業は
で同110.6％、売上高営業利益率は2.6％で 50.7％の216社。卸売業全体の純売上高は
同111.3％とどちらもかなり増加傾向にある。 対前年同月比97.4％と減少。売上高総利益
【情報通信業】調査対象34社のうち黒字企 率が18.8％で同96.3％と減少した一方、経
業は50.0％の17社。情報通信業全体の純 常利益率は2.0％で同106.0％と増加した。

ＴＫＣ近畿兵庫会
神戸中央支部・広報委員

河田 広幸

【小売業】調査対象428社のうち黒字企業は
43.9％の188社。小売業全体の純売上高は
対前年同月比105.1％と増加。一方、売上高
総利益率は29.8％で同98.7％、経常利益率
も1.7％で同72.8％とかなり落ち込んだ。
【宿泊業・飲食サービス業】調査対象114社
のうち黒字企業は48.2％の55社。宿泊業・
飲食サービス業全体の純売上高は対前年
同月比94.3％とまだまだ減少傾向にある。売
上高総利益率は64.3％で同94.6％と減少、
経常利益率は2％、経常利益額は1,775千円
と若干持ち直したといえる。
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アンチゲーム市場を
ターゲッ
トに
配管型玩具で世界進出を目指す

成長期待企業
の
イチオシ！

知育玩具

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

エデュテ株式会社

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。

子ども用のおもちゃ市場といえば、
テレ
ビゲーム機・ソフトが圧倒的なシェアを占

無二性に自信を見せます。

めていますが、
「子どもにゲームをさせたく

まずは過去に安く出回っていた製品を

ない」
と考える親は根強く存在します。
そ

全て回収し、
ブランドを再構築するところ

のニーズに応えているおもちゃの一つが

からスタート。満を持してパッケージも新

頭を使って遊ぶ知育玩具です。同社は

たに新商品を完成させ、
イベントによる対

2003年に木製知育玩具の輸入販売業

面販売とネット販売の両輪作戦で打って

として創業し、
「音の鳴る積み木」などのヒ

出ようとした矢先、
コロナ禍が直撃しまし

ット商品を送り出しています。

た。
ようやく昨年10月から店頭でのイベン

国内の少子化が進む中、
世界市場へ

トを再開したほか、昆虫や宇宙に詳しい

の進出を視野にメイドインジャパンの知

専門家をゲストに呼んだオンラインイベン

育玩具を輸出できないだろうかと情報を

トなども展開。中尾社長自身が一般公

調べるうち、大手配管メーカーが自社事

募の子どもをゲストにチューブロックを組

業で展開していた配管型玩具事業「チ

み立てながら夢や悩みを聞くユーチュー

ューブロック」の売却先を探していること

ブ動画も人気を博し、
宣伝に一役買って

を知り、2019年8月に買収を決断しまし

います。

た。
チューブロックは配管の形状や接合

国内販売と並行しながらすでに香港

の仕方をそのまま玩具に転用し、
さまざま

にも海外輸出の窓口となる新会社を設

な形状の樹脂ブロックをつなぎ合わせて

立。
「5年後には輸出が輸入を上回る」
と

遊びます。
「接合部分の繊細な形状を金

いう目標を掲げ、
世界市場にもくさびを打

型で再現できるのは日本のものづくり技

ち込もうとしています。

ひらめき力や論理的思考力を育みます

◎エデュテ株式会社の
知育玩具

術ならでは」
と中尾信也社長はその唯一

中尾社長自ら出演するユーチューブ動画

エデュテ株式会社／所在地：神戸市中央区東町123-1 貿易ビル9階／代表取締役社長：中尾信也
事業内容：知育玩具の仕入れ・製造、販売
078-332-7800／
https://www.edute.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
「元気企業訪問」
の取材で訪ねた狩場一酒造。狩場社
長が直売所を訪ねる客と親しげに会話をする様子を
見て、
まさに
「顔の見える酒造り」
を行っていることを実
感しました。
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