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自社の長所と課題を知り

株式会社
アスカクリ
エート

健全経営に向け方針を立てる

元気企業
訪問
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令和４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

「伴走支援型特別保証制度」
、

兵庫県融資制度「伴走型経営
支援特別貸付」の保証限度額が
6,000万円に引き上げとなりました

◦技術最前線

AI技術を活用した
スマート畜産

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&A④
成長期待企業のイチオシ！
株式会社理創化研

ヘアケア用品

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
中小企業の技術力やノウハ
ウ、
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
支援する制度です。

ひょうご産業活性化センターは、企業の持つ技術力や将
来性について評価書を発行し、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。芳香剤・化粧品製造
の株式会社アスカクリエートは、優れた企画力に対する
高い評価を自信にしながら、課題として挙げられた人材
育成については従業員の役割を明確にするなど社内環
境の整備を進め、採用にも注力していこうとしています。

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

株式会社
アスカクリエート

エコな紙容器で
新たな取引先を拡大
評価書を基に
人材教育にも注力
SDGsを意識した取り組み

は、瓶の色やスティックの種類、香りの

課題とされた人材教育に注力

同社は寺本圭吾社長の父で、
カー

パターンをあらかじめ用意しておき、
そ

社長就任のタイミングで、
取引金融

ワックスメーカーに勤めていた泰彦さん

こから選んで商品にできる仕組みを

機関から「ひょうご中小企業技術・経

が1983年に創業しました。
当初はガソ

「naniiro（ナニイロ）
」
としてブランド化

営力評価制度」の活用を勧められた

リンスタンド向けに芳香剤を製造・販

し、
20年からスタートしました。

寺本社長は「外部から会社の経営を

売していましたが、
その後インテリア雑

また、SDGsを体現する取り組みの

見てもらう良い機会になる」
と考え、
評

貨としての家庭用芳香剤に比重を移

一つとして新たに開発したのが、紙パ

価を受けることにしました。
評価書では

し、
OEMによる製造を請け負ってきまし

ック容器による商品提案です。脱プラ

今後の事業の成長を見据え、
「 人材

た。

スチックの流れを受け、
エコな素材へ

教育」が課題との指摘を受け、
「経営

依頼元は、
具体的なイメージを持っ

の切り替えを考えていた寺本社長が

について改めてじっくり考える機会とな

て相談に来る事業者から、
ざっくりと芳

着目したのが紙でした。
紙パックと聞い

り、人材の採用も含めた環境整備の

香剤を作りたいという事業者までさま

て思い浮かぶのは、牛乳を入れる上

必要性を痛感しています」
と語ります。

ざま。
同社は容器の形状や容量、香り

部が山型になった容器ですが、飲料

一方で、
「naniiro」や紙パック容器を

の種類などについてじっくり話し合いな

のイメージが強く誤飲の恐れもあるた

はじめとする企画力は高い評価が得

がら商品化していく対応力で高い評

め、
フラットトップと呼ばれる上部が平ら

られ、
優良企業の認定を受けたことが

価を得てきました。

な構造の紙容器を探し出しまし

OEM供給先の一つである大手生

た。
ねじ式で開けるキャップのとこ

活雑貨小売店とは、
10数年前に取引

ろにスプレー式やポンプ式のアタッ

がスタートしてから「要求される厳しい

チメントを取り付けることで、
そのま

品質基準を満たすべく大いに鍛えられ

ま容器として使えるように考案。今

ました」
と寺本社長。
また、
その小売店

春から化粧品、
シャンプー、洗濯

が事業を通じて社会貢献を強く打ち

用洗剤などの容器として使われる

出す姿勢に共感し、
SDGsの取り組み

ことを想定して専用機を導入し、

に意識が向くようになったと言います。

OEM商品の製造をスタートする予

2020年に社長に就任して以来、
次

定です。
「すでに大手化粧品メー

の時代を見据えた取り組みに矢継ぎ

カーからの引き合いもあり、
反響の

早に着手しました。
一つが商品設計の

大きさに驚いています」
と、
エコに

簡素化です。
最もニーズの高いスティッ

対する共感の広がりに期待を懸け

クフレグランスディフューザーについて

ています。

気持ちよく働ける社内環境づくりも進んでいます
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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
大いに自信になったそうです。
「外部に

昨年来、ISO9001やISO14001の

れているのが当社の何よりの強み。今

評価されたことで、商談に来られる取

認証を取得したほか、休憩室を新設

後は役割分担を明確にしたスキルマッ

引先からも信頼を得る材料になってい

するなど社内環境の整備にも注力し

プを作成し、
組織で成長できる体制を

ます」
と喜びます。

ているところです。
「良いスタッフに恵ま

整えていきたい」
と話します。

会社概要
株式会社アスカクリエート

所在地 尼崎市金楽寺町2-34-2
代表取締役社長 寺本圭吾
事業内容 芳香剤、
消臭剤、
化粧品、
洗剤などの製造

支援メニュー講座

TEL 06-6415-7726
URL https://www.aska-create.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
中小企業の技術力やノウハウ、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
＜兵庫県オリジナルのこの制度は「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）を受賞しました＞

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

4 JUMP

〒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
販路開拓学習会
「賞味期限を延ばして売り上げを伸ばそう」

産業ガス企業のエキスパートが食品の品質保持
技術のノウハウを解説します。商品の企画や開発、品
質管理の担当者にお勧めです。無料、オンライン
（Zoom）開催。
【日時】3月17日（木）13：30～15：00
【プレゼンター】
石渡由則さん（大陽日酸㈱工業ガスユニット営業

新型コロナウイルス感染症に関する
相談窓口

兵庫県まん延防止等重点措置コールセンター
078-362-9921
兵庫県休業・時短協力金コールセンター
078-361-2501
※月曜～金曜9：00～17：00に受け付け
（祝休日を除く）
。
その他の相談窓口につい
ては県のホームページで確認してください

開発部）
石綿健造さん（大陽日酸㈱関西支社兵庫支店姫
路販売課）
細谷佳史（兵庫県よろず支援拠点コーディネーター）
【定員】10人（先着）
【申し込み・問い合わせ先】
兵庫県よろず支援拠点
078-977-9085
h_yorozu@staff.hyogo-iic.ne.jp
ホームページの申し込みフォームから。
または申込用紙をダウンロードし、Eメ
ールで送信してください
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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
兵庫県
在宅勤務用システム
「テレワーク兵庫」
自宅のパソコンから職場のパソコンを遠隔操作できる
テレワークシステムの利用企業を募集しています。
ウィズ
コロナ社会を見据え、
テレワーク環境を整備したい中小
企業にお薦めです。

Information Calendar
万円）スタートアップ部門、
グロース部門各1人など
▶申し込み・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
4月15日（金）
までに応募申込書を事業所所在地また
は最寄りの商工会議所女性会へ提出してください。応
募申込書はホームページからダウンロードできます

兵庫県発明協会
「令和4年度近畿地方発明表彰」

▶申し込み・問い合わせ先：
テレワーク兵庫ヘルプデスク
078-381-9205（月曜～金曜9：00～17：30）
電話またはホームページで申し込み方法を確認してく
ださい

兵庫県
「ローカル5Gを活用したスマート工場
導入支援セミナー・デモンストレーション会」
製造業や流通業等がローカル5Gを導入するメリットな
どについて、
デモンストレーション設備を使って紹介します。

優れた発明や考案、
意匠を募集し、
研究開発者等を
表彰しています。
自社の発明等を社会にアピールするチ
ャンスです。
ぜひご応募ください。
▶対象：特許・実用新案・意匠登録され、
実施されていること
▶申し込み・問い合わせ先：
（一社）兵庫県発明協会
神戸市須磨区行平町3-1-12 技術交流館1階
078-731-5847

▶日時：3月11日（金）14：00～16：00

3月31日（木）
までに所定の応募書類を窓口へ提出し

▶場所：県立工業技術センター
（神戸市須磨区）

てください。応募書類は（公社）発明協会ホームペー

▶内容：ローカル5Gの特長や課題、
免許手続き、
速度測定など

ジからダウンロードできます

▶申し込み・問い合わせ先：
兵庫県情報政策課

078-362-9250

専用の申し込みフォームから

全国商工会議所女性会連合会
「女性起業家大賞」
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募り、表彰しています。
自薦・他薦
は問いませんが原則、地元の商工会議所女性会の推
薦が必要です。
▶表彰：最優秀賞（賞状、副賞20万円）1人、優秀賞（賞状、副賞10

明石市産業振興財団
「テレワークでも成果をあげるマネジメント力向上セミナー」
テレワークでも成果を生み出すマネジメントについて、
データや事例を使いながら紹介します。
無料、
オンライン
（Zoom）開催。
▶日時：3月8日（火）14：00～16：00
▶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

ホームページの申し込みフォームから

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
阪神支部・広報委員

吉本 篤子

2021年11月の県内中小企業の業種動向 47.9％の279社。建設業全体の純売上高は 高は対前年同月比99.5％に微減。売上総利
は次の通り。調査対象3,197社のうち黒字
対前年同月比95.4％と微減。売上総利益率 益率は57.6％で同93.9％だったが、売上高
企業は50.1％の1,603社。全産業の純売上 は26.6％で同98.9％。売上高経常利益率は 経常利益率は9.2％で同73.0％と大幅に減
高は対前年同月比で101.1％と横ばい状態 7.6％で同80.8％と大きく減少した。
少した。
である。業種別では建設業95.4％、製造業 【製造業】調査対象529社のうち黒字企業は 【サービス業】調査対象122社のうち黒字企
107.8％、不動産業99.5％、サービス業90.5
54.8％の290社。製造業全体の純売上高は 業は40.1％の49社。サービス業全体の純売
％だった。全産業の売上総利益率は28.1％ 対前年同月比107.8％と増加。売上総利益
上高は対前年同月比90.5％と減少。売上総
で同100.1％だったが、売上高経常利益率
率は24.1％で同103.8％だったが、売上高
利益率は39.6％で同106.4％と増加。売上
は4.5％で同109.7％。売上高営業利益率 経常利益率は6.9％で同150％と大幅に増
高経常利益は4.3％で同286.6％と大幅に増
は2.7％で同112.5％とどちらも増加傾向に 加した。
加した。
ある。
【不動産業】調査対象279社のうち黒字企業
【建設業】調査対象582社のうち黒字企業は は60.5％の169社。不動産業全体の純売上
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兵庫県信用保証協会かわら版

News from CGCH

「伴走支援型特別保証制度」、兵庫県融資制度
「伴走型経営支援特別貸付」の保証限度額が
6,000万円に引き上げとなりました
当協会は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業・小規模事業者の皆様に対して資金繰り支
援を行うため、
「伴走支援型特別保証制度」
・兵庫県融資制度「伴走型経営支援特別貸付」を取り扱っています。
このたび、令和4年2月1日協会申込受付分から、両制度の保証限度額が4,000万円から6,000万円に引き上げ
となり、セーフティネット保証の認定を取得されていない方も対象者に追加されるとともに取扱期間が令和5年3月
31日（協会申込受付分）まで延長されました（兵庫県融資制度「伴走型経営支援特別貸付」の取扱期間も同様に
延長される予定）
。両制度の保証制度概要は以下の通りとなります。
制度概要
次の⑴～⑶のいずれかに該当し、
経営行動計画を策定した方
⑴セーフティネット保証4号（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）の認定を受けた方
⑵セーフティネット保証5号の認定を受け、
かつ次の①②のいずれかに該当する方
①売上高等減少率が15％以上
②売上高等減少率が15％未満の場合、
最近1カ月間に対応する前年同月の売上高が令和2
対

象

者

年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15％以上減少
⑶次の③④のいずれかに該当する方
③最近1カ月間の売上高が前年同月の売上高と比較して15％以上減少
④最近1カ月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5％以上減少し、
かつ前年同月の売
上高が令和2年1月29日時点における直近の決算の月平均売上高等と比較して15％以上
減少

保証限度額

両制度を合算して6,000万円

保 証 期 間

10年以内（うち据置期間5年以内）

貸 付 利 率

金融機関所定利率（伴走型経営支援特別貸付は年0.90％）
対象者⑴⑵の場合
年0.85％
（経営者保証免除対応を適用する場合は年1.05％）

保 証 料 率

※国による保証料補助（当初保証料に限る）により、
保証料の負担は年0.20％相当額となります

対象者⑶の場合
年0.45％～1.90％
（経営者保証免除対応を適用する場合は年0.65％～年2.10％）
※国による保証料補助(当初保証料に限る)により、
保証料の負担は年0.20％～1.15％相当額となります

取 扱 期 間

令和5年3月31日まで（協会申込受付分）

上記は制度の概要です。詳細については各事務所・支所までお問い合わせください

https://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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技術最前線

AI技術を活用したスマート畜産
兵庫県立工業技術センター

はじめに

福田 純

ま
 とめ

兵庫県産黒毛和牛に代表される単価の高い和牛は

本研究では、深層学習を利用した鼻紋照合の自動

耳標に記載の個体IDに加え、屠畜時に鼻紋を子牛時

化システムの構築を試みました。個体識別番号の読み

代の鼻紋と照合することで同一性を担保しています。
こ

取りには既存APIを使用しました。鼻紋の認識には転

の鼻紋照合の作業をスマート化するアプリケーションを

移学習・データ拡張を活用し、少ないWebスクレイピ

スマホ（Android）アプリと深層学習（物体検出）を用

ングデータから高いmAPを得られました。実際の現場

いて実現しました。

で開発したシステムを試験し、成果物をGoogle Play

と ちく

Storeにリリースしました。

システムの概要と実験結果
アプリケーションの画面遷移は【図1】のようになりま
す。最初に耳標に記載のバーコードまたはテキストから
個体識別番号を読み取ります【図1①】
。学習済みモデ
ルをAPIから呼び出すことで、高精度での読み取りを
試みました。
続いて、鼻紋と牛の顔の検出【図1③】を行いまし

【図1】考案したアプリケーション遷移図

た。
これについてはTensorFlowを用いた独自モデル
を構築しました。
まず、Webスクレイピングを行い、703
枚の牛の顔・鼻のデータをインターネットから取得しま
した。
うち562枚を学習データ、残り141枚を検証デー
タセットとしました。訓練データは「ランダム切り出し・
ランダム水平反転」によるデータ拡張を行いました。
これらのデータを用いて、ssd_mobilenet_v2_coco
の転移学習を60Kステップ行いました。学習中のmAP
（50%IoU）の推移が【図2】です。学習ステップの最

【図 2】学習曲線

終段階（mAP@IoU.5）では90%（顔）
、72%（鼻）に
達しました。
以上のシステムをスマートフォン上にまとめ、農林
水産技術総合センターの牛舎でテストを行いました。
結果、誤検知が少なく（適合率が高く）
、かつ十分な
（再現率の高い）検出ができることを確認しました。

【図 3】リリースしたアプリケーション（Google Play Storeの QRコード）

開発したアプリケーションはAndroidアプリケーション
「CowRecorder」として、Google Play Storeにリリー
スしました【図3】
。

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

東播支部広報委員

長田達子

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の資金繰り補助金Q&A④
Q. 事業再構築補助金の申請時に提出する「事業計画」
とは
記載する項目や様式は決まっているのでしょうか。

A.「補助事業の具体的取組内容」
「将来の展望」
「本事業で取得する主な資産」
「収益計画」の4点を盛り込み、

A4判15ページ以内で作成します。
様式は自由です。

①補助事業の具体的取組内容

⑴事業の現状と事業再構築の必要性・具体的内容等
現在の事業の状況、
強み・弱み、
機会・脅威、
事業環境、
事業再構築の必要性、
事業再構築の具体的内容などを
挙げた上で、
今回の補助事業で取り組む新分野展開や業態転換、
事業・業種転換、
事業再編などの方法につい
て具体的に記載します。
事業実施期間内に投資する建物の建設・改修等の予定、
機械装置等の型番、
取得時期
や技術の導入、
専門家の助言、
研修等の時期についても可能な限り詳細なスケジュールを記載します。
⑵応募申請する枠と事業再構築の類型
応募申請する枠（通常枠、
卒業枠、
グローバルV字回復枠、
緊急事態宣言特別枠）
と事業再構築の類型（事業再
編型、
業態転換型、
新分野展開型、
事業転換型、
業種転換型）を記載します。
それぞれの枠・類型の「事業再構築
指針」に沿って事業計画を作成することが必要です。
⑶差別化の方法・仕組み・実施体制など
補助事業の活用によって、
他社との差別化を図り、競争力を強化するまでの方法や仕組み、
実施体制などを具体
的に記載します。
⑷解雇を伴う場合の従業員に対する配慮
既存事業の縮小や廃止、
省人化により従業員の解雇を伴う場合には、
再就職支援の計画等の取り組みについて
具体的に記載します。

②将来の展望
⑴想定しているユーザー、
マーケット、
市場規模
本事業の成果が寄与すると想定している具体的なユーザー、
マーケット、市場規模等について、
その成果の価格
的・性能的な優位性・収益性、
課題やリスクと解決方法などを記載します。
⑵補助事業の目標時期、
売上規模、
製品等の価格等
本事業の成果の事業化見込みについて、
目標となる時期や売上規模、
量産化時の価格等について簡潔に記載し
ます。

③本事業で取得する主な資産
主な資産（単価50万円以上の建物、
機械装置やシステム等）の名称、
分類、
取得予定価格等を記載します。

④収益計画
本事業の実施体制、
スケジュール、
資金調達計画等について具体的に記載します。
新事業を発想するためのヒント製品や市場マトリックス補助金を申請する、
しないにかかわらず、
自社の成長の方向
性を考えることは重要です。
そのためのツールとして「製品・市場マトリックス」があります。
製品・市場マトリックスは、
横軸に製品、
縦軸に市場を置き、
それぞれ既存と新規に分割して自社の成長の方向性を分析するものです。
4つの
象限はそれぞれ「市場深耕戦略」
「新市場開拓戦略」
「新商品開発戦略」
「多角化・事業転換」に区分されます。
自
社で考えられる取り組みをこの4つに区分して記入してみましょう。

※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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低温パーマ液で地歩を築き
新工場を開設し
理美容室への貢献を目指す

成長期待企業
の
イチオシ！

ヘアケア用品

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

株式会社理創化研

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。

同社は理容師が創業したヘアケア用
品メーカーです。
アイロンパーマの名手と

望に応えるうちシャンプー、
トリートメント、
ヘアカラーなどラインアップが増えていき

して知られ、80歳を超える今も理容師と
して活躍する柳田政弘社長が30年前、
常連客で近隣にあるダイセル化学工業

ました。
「自社開発、製造にこだわってき
たことからノウハウがたまり、
例えば色落ち
しにくいシャンプーなどを素早く、少量か

㈱の研究者から、
ある粉末原料を理容
業界で使えないかと持ち掛けられたのが
事の始まりでした。

らでも作る姿勢が評価されていきました」
と飯石さんは強みを語ります。
2021年3月には新工場が完成。独自

試しにパーマ液に混ぜてみたところ驚
くほどパーマのかかりが良くなったそうで
す。
アイロンパーマでは200℃という高温

ブランド商品の開発、製造を強化すると
ともに、理美容室からのオーダー商品の
生産を増やそうとしています。
「全国に理

の熱を当てなければなりませんが、
それ
を140℃にまで下げ、髪を傷めることなく
パーマができる
「低温パーマ液」
として商
品化。思いが高じ、
自らメーカーとして会
社を立ち上げたのです。
創業から3年後に娘婿の飯石晃久さ
んが入社し、
地道に営業を重ねていきま
す。
その後、
ストレートパーマが流行してい
た美容業界に売り込んだところヒット。
そう
した独自性の強い商品作りがカリスマ美
容師の目に止まり、
細かい商品開発の要

美容室は25万軒ほどありますが、
その7
割ほどが4人未満で経営する小さな店で
す。
それぞれの店が得意とすることや地
域特性を踏まえた専用商品を作ることが
できれば差別化につながります。
また、
物
販の比率を増やすことで技術料だけに
頼る経営から脱し、
生産性の向上にもつ
ながります」
と飯石さん。理美容室の経
営をサポートする商品作りを進めていくこ
とで同社もさらなる飛躍を図ろうとしてい
ます。

独自ブランドのヘアケア商品

◎株式会社理創化研の
ヘアケア用品

昨年 3 月に完成した新工場

株式会社理創化研／所在地：姫路市網干区北新在家250／代表取締役：柳田政弘
事業内容：ヘアケア用品の製造・販売
079-274-5411／
http://jewel-cosme.jp/company/index.html

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!」で取材した理創化研は、
美容室が大手上場企業とタッグを組んで開発した商
品をきっかけに創業したユニークな会社。全体的に生
産性が低いとされる理美容業界へのさらなる貢献が
期待されます。
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