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㈱井上マーク製作所

設備貸与事業を活用して 代表取締役
井上 雅夫

●積極的な設備投資で事業拡大
●ソフトウエアの投資にも活用
●金融機関の融資は運転資金に

銘板製作からシール印刷まで
大手電機メーカーのニーズに応える

たつの市

作業指示書を見ながら正確に入力します

受注から翌日納品で信頼関係を築く
　装置や機械の完成品には製造会社名や品名、品番、製
造年月などを記載した金属製の銘板が貼られています。
同社は井上雅夫社長の父で、親戚が営む銘板製作会社で
働いていた満さんが会社の大阪移転を機に1959年、た
つの市、姫路市周辺の大手電機メーカーなどの得意先を
引き継いで独立しました。
　銘板は、ステンレスやアルミニウムなどの板を金型で
切断した後、液体の酸に浸して文字の部分を彫るか浮き
立たせ、塗料を付けることで出来上がります。当初の金
属に加え、依頼に応じてアクリルやプラスチックの銘板
も作るようになったほか、工場内で注意や警告、指示の
ために使う各種掲示物などにも拡大。現在ではシールや
ラベルの印刷も行っています。
　営業担当者は毎日さまざまな機械を出荷している得意
先を訪ね、銘板の注文を受けてから製造し、翌日に届け
るというやり方を今も続けています。「事業所が近いの
で物流コストがかからず、直接コミュニケーションを取
りながら、細かい注文にも応じています」と井上社長は
話します。

40年来のヘビーユーザー
　同社では1981年に設備貸与制度を初めて利用して以
来、これまでに12回利用してきました。「大型の新しい
設備を導入する際には必ず利用しています。設備投資資
金は制度で賄える分、金融機関からの借り入れ枠を運転
資金に充てることができます。金利が低いこともとても
助かっています」
　昨年は、出荷情報や見積もり作成、納品・請求処理、図
面管理などをオンライン上でやり取りできるソフトウ
エアを導入する際にも制度を活用しました。「機械など
のハードだけでなくソフトウエアにも活用できるのか、
ひょうご産業活性化センターに問い合わせたところ、

『可能です』との返事を頂いたので導入を決断しました」
と振り返ります。
　企画からデザイン、設計、製造までワンストップで手
がけられる強みを持ち、短納期や小ロット等さまざまな
要望に対応すべく、スクリーン印刷機やインクジェッ
ト印刷機など機械への投資を積極的に続けてきた同社。
特にステンレスの銘板製作については、将来を見越し
て「より正確で人手を介さずに印刷ができる」とインク

制度利用までの流れ
2022年2月 3月 5月 6月
当センターへ申請。書類審
査の後、現地調査を受ける

設備貸与審議委員
会で採択される

契約締結。新規設
備を検収

返済スタート
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金属やアクリルの銘板、シールと幅広いラインアップ 金属板への印字はシルクスクリーンで

ジェット印刷機を業界でもいち早く15年ほど前に導入
しました。
　「新しい取り組みにチャレンジできるのも設備貸与制
度があるからこそ」と、今後も積極的に制度を活用し、事
業を発展させていこうとしています。

㈱井上マーク製作所
たつの市御津町苅屋514
T 079-322-1551　Ｈ https://www.inouemark.com
●代表取締役／井上 雅夫
●事業内容／銘板、シール・ラベルなどの製造

設備貸与制度
設備の増強・更新を図ろうとする中小企業に代わって、
ひょうご産業活性化センターが設備を購入し、長期かつ
固定損料（金利）で割賦販売またはリースするものです。

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が最大の利点です。設備投資は同制
度を活用し、金融機関の借り入れ枠を確保しておけば、
リーマンショックやコロナ禍のような不測の事態に陥っ
た時に、借り入れ枠を固定経費や運転資金に回すことが
できます。

問ひょうご産業活性化センター設備投資課
Ｔ 078-977-9086
制度の詳細についてはホームページをご覧ください

【対象業種】
製造業、建設業、運送業、卸売業、サービス業、
小売業など

利用メリット

自 費 出 版
見  積  り  無  料

まずは電話かメールでお問合せください

TEL.078-362-7140
jihishuppan-kpc@kobe-np.co.jp

あなたの本を

「オーダーメイド」

だけ https://kobe-selfpub.jp

こちらから
▼

株式会社 神戸新聞総合印刷
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ポストコロナ社会における課題解決に向け、革新的な発想
や技術を生かしたビジネスプランで起業や新規事業を図る
中小企業等を支援します。
対①②全てに該当する中小企業等の代表者 ※過去に起業家助

成金を受けた人も可

①来年1月までに起業または新ビジネスを創出する
②助成金の交付決定日（起業の場合は来年1月）までに県内
に事業所（拠点）を有する
●対象経費＝今年4月～来年1月に支払った❶～❹
❶起業に要する経費（事務所開設費、初度備品費、専門家
経費、広告宣伝費等）
❷新ビジネス創出に要する経費（県内への事務所移転・新
設費、備品購入費、専門家経費、広告宣伝費等）
❸研究開発に要する経費（人件費、試作・開発費）
❹空き家活用に要する経費
●助成限度額＝❶～❸200万円以内❹100万円以内 ※対

象経費の2分の1以内

●審査方法＝一次書類、二次ヒアリング
申問新事業課　Ｔ078-977-9072
6月15日㊌16時までに所定の申請書を持参。申
請書はホームページからダウンロードできます

中小企業の経営戦略や人材育成などに役立つDVDを無料
で貸し出しています。
●貸し出し本数・期間＝1回最大10本・1週間まで
●新着タイトル＝「SDGsで変わるこれからのビジネス」「働
き方改革を成功させるダイバーシティマネジメント」「チー
ムを強くするテレワーク仕事術」「アサーションで防ぐセク
シュアル・ハラスメント」 など
申問経営・商業支援課　Ｔ078-977-9116
所定の申込書を持参。申込書はホームページか
らダウンロードできます。郵送での貸し出し・返却
を希望する場合は電話で問い合わせてください

AI、機械学習、ビッグデータ解析の活用法や、産業向けスー
パーコンピュータ「FOCUSスパコン」における有用性など
を解説します。オンライン（Zoom）でも受講可。
日6月21日㊋13時30分～16時30分
所高度計算科学研究支援センター（神戸市中央区）
定会場、オンライン各10人（先着）
￥1万1,000円、賛助会員8,800円
申問（公財）計算科学振興財団（FOCUS）

「ポストコロナ・チャレンジ支援事業」
助成金の募集

新着タイトル多数
DVD無料貸し出しサービス

計算科学振興財団（FOCUS）
「AI ／機械学習／ビッグデータ解析セミナー」

ひょうご産業活性化センター

関係機関

日日時　所場所　対対象　定定員　￥料金
申申し込み先・方法　問問い合わせ先 
Ｔ電話番号　Ｆファクス番号　Ｅ Eメール
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Ｔ078-599-5020　Ｅlecture@j-focus.or.jp
ホームページから申込書をダウンロードし、必要
事項を入力の上、6月17日㊎10時までにEメー
ルで申し込んでください

中小企業や個人が発明考案を実施化する際に、試作や試験
にかかる費用を支援します。
対①～③全てに該当する発明考案
①特許権として登録済み
②特許出願し公開かつ審査請求済み
③実用新案は登録済みで実用新案技術評価書を入手済み
●対象経費＝原材料・副資材、試作用型、外注試験費・加工
費、調査研究に要する外注費（人件費、事務費等の間接経
費を除く）
●交付上限額＝原則として1件100万円
申問（公財）日本発明振興協会
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町4-22 
Ｔ03-3464-6991
7月31日㊐（必着）までに所定の申請書を郵送
してください。申請書はホームページからダウン

ロードできます。審査結果は11月に通知します

日本発明振興協会
「発明研究奨励金」 「個人住民税」は県民税と市町民税を合わせたもの

で、お住まいの市町が課税し徴収します。給与所得
者と65歳以上の年金受給者は給与や年金から特別
徴収され、それ以外の方は市町から送付される納税
通知書により、原則として年4回に分けて納めていた
だきます。

兵庫県・市町

第1期分の納期限は6月30日㊍です
最寄りの銀行などの金融機関で納めてください。

※納期限は市町により異なる場合があります

東日本大震災の教訓を踏まえた防災施策の実施に
伴い、2023（令和5）年度までの個人住民税の均等
割の税率が年額1,000円（県民税・市町民税各500
円）引き上げられています。また、県民税均等割のうち
800円は「県民緑税」に充てられます。

個人住民税の納付について
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がんばる企業を応援

兵庫県事業承継・引継ぎ支援センターは、中小企業・小規模事業者の事業承継を支援するために国が設置した相談窓口
です。一社でも多くの企業や事業を存続させるため、親族内承継やM&A等の第三者承継などを提案しています。

兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター

「中小企業支援ネットひょうご」構成機関からのご案内

「中小企業支援ネットひょうご」とは
さまざまな経営課題を抱える中小企業の応援を
目的に、中小企業支援機関や連携団体でつくる
ネットワークです。各機関の強みを生かしながら、
総合的な支援を展開しています。

事業承継を円滑かつ確実に

主な支援業務
県内中小企業の事業承継に関するあらゆる相談に対応

経営者の高齢化が進む中、後継者を見つけられないまま廃
業する中小企業・小規模事業者が増えています。このまま
では日本経済の屋台骨を支えてきた中小企業の技術やノ
ウハウだけでなく、雇用も失われて地域経済に影響を及ぼ
します。
休廃業、解散した企業のうち56.5%は、直近期の決算状況
が黒字（2021年㈱東京商工リサーチ調べ）であり、事業が
途絶えてしまうのは非常に惜しいことです。そこで、当セン
ターでは、後継者不在でM&Aを希望する経営者にはマッチ
ング支援により事業継続をサポートしています。
一方、後継者がいる場
合は円滑な承継に向
け、どのようにして資産
や経営を引き継ぐかを
専門家がアドバイスし
ています。

事業や雇用の維持に向けて

主な支援内容

神戸市中央区の当センター事務所のほか、出張相談会も開
催しています（要電話予約）。
姫路商工会議所	 第1・3木曜
たつの市役所	 第2木曜
三田市商工会	 第4火曜
豊岡市商工会	 	6月24日㊎、8月19日㊎、10月21日㊎、

12月23日㊎、2月17日㊎
豊岡商工会議所	 7月15日㊎、9月16日㊎、11月18日㊎
小野商工会議所	 6月3日㊎、11月4日㊎
三木商工会議所	 6月28日㊋
相生商工会議所	 7月7日㊍、11月22日㊋
赤穂商工会議所	 7月15日㊎
高砂商工会議所	 8月2日㊋
洲本商工会議所	 9月8日㊍
伊丹商工会議所	 9月13日㊋
西脇商工会議所	 9月14日㊌

県内各地で相談会を開催

兵庫県事業承継・
引継ぎ支援センター
神戸市中央区港島中町6-1
神戸商工会議所会館8階
T 078-303-2299
Ｆ078-303-2030

親族への承継 第三者への引継ぎ 事業承継に関する問題

後継者はいるが、承継
方法が分からない

事業承継計画策定の支援

作成した承継計画に基づ
き、承継までのロードマッ
プを見える化

後継者がいない

後継者探しのお手伝い

M&Aマッチングのサポート

後継者人材バンクの活用

何から準備すればいいか
分からない

会社同士の合併や他社
の買収の手順を知りたい

従業員を引き継ぐ際の手
続きを教えてほしい

経営者保証が承継のネッ
クとなっている

専門家による的確な
アドバイス
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中小企業支援ネットひょうごでは、さらなる成長が見込める企業を
「成長期待企業」に選定し、複合的な支援をしています。このコー
ナーでは選定企業が誇る自慢の商品やサービスを紹介します。

共栄テクノス㈱の

共栄テクノス㈱　高砂市米田町塩市210-1
Ｔ079-451-5290　H http://kyoei-technos.co.jp

⃝設立年：2005年　⃝代表取締役社長：栄井隆之
⃝事業内容：難削材、高硬度鋼の超精密加工

▲工場には新鋭の機械がずらりと並びます

技術への飽くなき向上心が
難易度の高い加工を可能にする

超耐熱鋼・高硬度鋼の超精密加工

　ハステロイやインコネルなどの超耐熱鋼の精密加工を得
意とする同社は、さらなる精度要求に応えるため、建屋内
建屋を設け厳格な恒温化を図っています。1ミクロン単位
の加工になると、わずかな温度変化でも精度が狂うからで
す。今挑んでいるのが、硬度HRC67の高硬度鋼の超精密加
工。切削加工だけでは出し切れない精度を補うため、新た
に各種研削盤を導入する予定です。
　1998年に製缶業として創業。地元大手企業からの受注
を安定的に確保してきましたが、6年ほど前からは商談会、
展示会に積極的に参加し、あえて難易度の高い仕事を取っ

てくるようになりました。「失敗の連続でしたが、食らい付
いて、鍛えていただきました」と栄井隆之社長。現在は発電
機器や工作機械、半導体製造装置、自動車などの部品の精
密加工を幅広く手がけています。
　社員から「新たな技術に挑戦したい」と声が上がれば、
受注のあてがなくても新しい機械を購入することも。「技
術を習得すれば、いずれ受注できるようになります。私の
役目は社員の高揚感を保つことです」。受注品だけでなく、
社として必要性を感じている切削工具の開発も視野に入れ
ています。



https://www.hosyokyokai-hyogo.or.jp
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兵庫県信用保証協会では創業を考えている女性の皆さんへエールを送る、「女性創業セミナー2022」を開催
します。具体的な計画を立てていない方も大歓迎です。お気軽にご参加ください。

「女性創業セミナー2022」のお知らせ

7月12日㊋18：30～20：30

120 WORKPLACE KOBE　神戸市中央区磯上通4-1-14 三宮スカイビル7階

以下のいずれかに該当し、当協会を利用中または利用予定の女性
①創業を予定している女性　②創業後概ね5年未満の女性経営者（第二創業を含む）

会場20名 オンライン40名　※各先着 無料

日　時

会　場

対　象

定　員

申し込み・
問い合わせ

参加費

プログラム
18：30～19：15　トークセッション

2名の女性経営者が創業体験談などを披露します。

　●出演者／岩﨑朝美さん（つむぎ菓子店代表）　西原みゆきさん（㈱sea代表取締役）
　●ファシリテーター／箕作千佐子さん（中小企業診断士、PLAN-C代表）

19：15～19：30　創業ミニセミナー

各支援機関の創業者向けの補助金や助成金などを紹介します。

　●講師／川崎ますみさん（中小企業診断士、オフィス・リオ代表）

19：30～19：35　当協会からのお知らせ

信用保証制度の仕組みや創業を支援する保証商品、中小企業者のためのSDGsなどを紹介します。

19：35～20：30　交流会　※会場参加者のみ

トークセッションの出演者、創業ミニセミナーの講師も交え、参加者同士で語り合う機会を設けます。

兵庫県信用保証協会 経営支援部 支援統括課
T 078-393-3920　7月4日㊊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
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県内中小企業の全産業・業種別の売上高（速報値）を公開中！ ひょうご企業業績

TKC近畿兵庫会東播支部
広報委員 長田達子

令和4（2022）年度税制改正のポイント

インボイス制度（適格請求書等保存方式）の見直し
免税事業者の「適格請求書発行事業者」の登録における経過措置の延長
　免税事業者が2023（令和5）年10月1日を含む期間中に「適格請求書発行事業者」の登録を申請する場合、登録日
当日から適格請求書発行事業者となることができる経過措置が、29（令和11）年9月30日までを含む課税期間中ま
で延長されます。これにより、期や年の途中から課税事業者になれる期間が拡大されます。

その他の見直し
●仕入明細書等による仕入税額控除について
　仕入明細書等による仕入税額控除は、その課税仕入れが譲渡側において課税資産の譲渡等に該当する場合に限
り、仕入明細書等による仕入税額控除を行うことができます。
●区分記載請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合について
　適格請求書発行事業者以外の者（免税事業者）から区分記載請求書の記載事項に係る電子データを受け取った場
合、免税事業者からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置が受けられます。

消費税

改正前：2023（令和5）年10月1日を含む課税期間中に登録申請
改正後：2023（令和5）年10月1日～29（令和11）年9月30日を含む課税期間中に登録申請

交際費の損金算入の特例の2年延長
　中小企業の交際費について、①800万円まで全額損金算入できる特例または②接待飲食費の50％相当額を損金算
入できる特例を2年延長できます（①②のいずれかを選択）。

法人税

帳簿の提出がない場合の加算税のペナルティー（加重措置）

仮装・隠ぺい・無申告への厳しい対応

　税務調査後の修正申告等では加算税等が付加されますが、以下の場合は加重措置があります。

　仮装や隠ぺいがある申告書の提出または無申告を指摘された納税者が、それまで申告していなかった簿外経費を
申し出る“後だし経費”について①②の場合を除き、その費用は損金不算入とされます。
①帳簿書類等で取引が確認される場合　②税務署の反面調査で取引が確認される場合

法人税・所得税・消費税

法人税・所得税

適用：2024（令和6）年3月31日までに開始する事業年度に延長

適用：2024（令和6）年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税から

適用：2023（令和5）年1月1日以後に開始する法人税・23（令和5）年分以後の所得税

参考文献：「令和4年度税制改正の大綱」

事由 加重割合
•税務署職員に帳簿等を提示・提出をしなかった
•提示・提出した帳簿に売り上げまたは収入の金額の1/2以上が記載されていない 10％

•提示・提出した帳簿に売り上げまたは収入の金額の1/3以上が記載されていない 5％
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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　FAX.078-977-9102

TEL.078-977-9086
https://web.hyogo-iic.ne.jp

設備投資を
支援します!!
設備貸与制度とは
（公財）ひょうご産業活性化センターが
皆様に代わって設備を購入し、
「割賦販売」又は「リース」する
制度です。

設備貸与制度は

  こんなに使い易い

         
制度です!!

ひょうご産業

低利 !  長期固定 !01

申込みは簡単 !02

連帯保証人・担保03

割賦

リース 月額0.966％～2.959%

原則不要


