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02

08

09

10

11

12

13

14

15

16

特 集
事
業
承
継
、始
め
て
ま
す
か
？

会
社
の
未
来
を
応
援
し
ま
す
。



特集　事業承継

事業承継、
　　始めてますか？

親族内承継
を検討中

税制優遇/
無料専門家

☞P4-5

まだ始めて
いない

事業承継
診断
☞P3

親族外、
M&Aを
検討中

事業引継ぎ
支援センター

☞P6

ラストチャンス！
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特集　事業承継

事業承継
診断

診断票

円滑に事業承継を進めていくために、事業承継計画の策定による計画的な取り組みが求められます。で１つ以上「いいえ」と回答した方・・・Q3～Q6

企業の存続に向けて、具体的に事業承継についての課題の整理や方向性の検討を行う必要があります。で１つ以上「いいえ」と回答した方・・・Q8～Q9

事業引継ぎ支援センターにご相談ください。で１つ以上「いいえ」と回答した方・・・Q10～Q11

Q1　会社の１０年後の夢について語り合える後継者候補がいますか。
はい いいえそれは誰ですか

【　　　　　　　　】

Q3　候補者に対する経営者教育や、人脈・技術などの引継ぎ等、具体的な準備を進めていますか。
はい いいえ

Q4　役員や従業員、取引先など関係者の理解や協力が得られるよう取り組んでいますか。
はい いいえ

Q5　事業承継に向けた準備（財務、税務、人事等の総点検）に取りかかっていますか。
はい いいえ

Q6　事業承継の準備を相談する先がありますか。
はい いいえそれは誰ですか

【　　　　　　　　】

Q8　事業承継を行うためには、候補者を説得し、合意を得た後、後継者教育や引継ぎなどを行う準備
期間が必要ですが、その時間を十分にとることができますか。

はい いいえ

Q9　未だに後継者に承継の打診をしていない理由が明確ですか。（後継者がまだ若すぎる など）
はい いいえ

Q10　事業を売却や譲渡などによって引継ぐ相手先の候補はありますか。
はい いいえ

Q11　事業の売却や譲渡などについて、相談する専門家はいますか。実際に相談を行っていますか。
はい いいえそれは誰ですか

【　　　　　　　　】

※ 「はい」→Q2、「いいえ」→Q7へお進みください。

Q2　候補者本人に対して、会社を託す意思があることを明確に伝えましたか。
はい いいえ

※ 「はい」→Q3～Q6、「いいえ」→Q8～Q9をお答えください。

Q7　親族内や役員・従業員等の中で後継者候補にしたい人材はいますか。
はい いいえ

※ 「はい」→Q8～Q9、「いいえ」→Q10～Q1１をお答えください。

3〜5年は
必要です

廃業のリスク
も意外と多い
ものです

「神奈川県事業承継ネットワーク」と、
一緒に考えませんか

中小企業庁「事業承継ガイドライン」から引用

無料! 秘密厳守!
TEL 045（633）5107

行政、商工会・商工会議所、金融機関、士業団体等の114機関が連携し、オール神奈川でサポート！
貴社のベストの事業承継を探し当てます。ネットワークの参加機関が「事業承継診断」を行い、ご希
望に応じて専門家を派遣します。
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特集　事業承継

経営承継円滑化法による支援措置とは

①事業承継税制
後継者が、非上場の自社株式を先代経営者等から相続や贈与により
取得した場合の相続税・贈与税の納税が猶予されます。

②金融支援
株式、事業用資産の取得など、経営の承継に伴い必要となる資金を
調達する際に適用される、信用保険法の特例（信用保証枠の拡大）及
び株式会社日本政策金融公庫法の特例（低利融資）。

③民法の特例
一定の要件を満たす後継者が、後継者を含めた現経営者の推定相続
人全員の合意等の手続きを経ることを前提に、生前贈与株式の遺留分除外等を受けることができます。

経営承継円滑化法に基づく認定を受けると、相続税の納税猶予などの支援措置が受けられます！

●今後5年以内に「特例承継計画」を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とし、抜本的に支援を拡充。
●納税猶予対象株式数の2/3の上限を廃止し全株式を適用可能に。また、相続税の納税猶予割合も80％から100％に

拡大し、承継時の税負担ゼロに。
●親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者（最大3人）への承継も対象に。
●5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも猶予を継続可能に。

平成30年度事業承継税制改正の概要

事業承継税制を活用した自社株式の相続にかかる相続税の軽減効果は、相続人が子2人で、相続財産10億円のうち自
社株式７億円を後継者に、残りの財産を非後継者に相続させたケースで、法改正前は納税猶予を受けた場合でも4,000
万円の納税が必要でしたが、改正により特例を活用した場合、後継者は約２億8,000万円全額が納税猶予されます。

【承継計画を策定して納税猶予の適用を受けた場合のイメージ】

納税猶予の適用を受けない場合
約2億8,000万円

納税猶予の適用を受ける場合
0円

後継者Ａの納付額
自社株式　7億円　→　　後継者Aが取得
その他財産3億円　→　非後継者Bが取得
合計　　 10億円

（注）相続人は、子2人（後継者Aと非後継者B）とする。

事業承継税制を活用した場合の税負担の軽減効果イメージ（相続税）

例えばこんな時検討してみませんか
•後継者として自社株式を相続したいが、税負
担によって十分な株式を相続できないため納
税を猶予してほしい時

•従業員を後継者に決めたが、自社株式の取得
にかかる贈与税の納税を猶予してほしい時

税制優遇/
無料専門家

経営承継のビッグチャンスが到来 優遇制度がある今のうちに、お考えください。
☆事業承継時の贈与税・相続税の現金負担ゼロ（今後5年間に特例承継計画を提出した場合のみ！！）
☆今なら、特例承継計画の策定や相続税対策などについて、会計士・弁護士等の専門家を派遣します（無料）。

データで

納得

事業承継税制の大幅な拡充
平成30年４月から事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、事業承継時の贈
与税・相続税の現金負担をゼロにすることが可能になりました。

●かながわ中小企業成長支援ステーション（県中小企業支援課海老名駐在事務所）
　TEL 046（235）5620　http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/cnt/f536344/

親族への承継を検討の方はぜひ！
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■ 対象となるのは、現代表者が5年以内に以下を予定していること
　 ●親族への承継
　 ●代表権の委譲
　 ●後継者に株式を集中
　 ●経営全般を後継者に任せる（実態的に）

■ 無料で3回まで派遣（回数は相談内容等によって決定）

特集　事業承継

神奈川産業振興センターでは、5年以内に親族内承継の意思がある県内の中小企業・小規模事業者の皆
さまに対し、3回まで無料で会計士、弁護士等の「事業承継専門アドバイザー」を派遣します。今年度の特
徴は、平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制に
着眼し、事業承継専門アドバイザーが適切な助言を行います。

経営のバトンパスを専門アドバイザーが支援
親族への承継に精通している「事業承継専門アドバイザー」を無料で派遣し、後継者の選定や特例承継計画の作成、
株式や事業用資産の移転、税制対策等に取り組む皆さまをご支援します。

特例承継計画の策定

認　定　申　請

贈与の実行・相続の開始

税務署へ申告

●会社が作成し、認定支援機関（商工会・商工会議所、金融機関、
税理士等）が所見を記載

●2023年3月31日まで県へ提出可能

●認定書の写しとともに、贈与税・相続税の申告書等を提出

●贈与の翌年1月15日までに県へ申請
●相続の開始後8ヵ月以内に県へ申請
●承継計画を添付

納税猶予を受けるためには、「都道府県知事の認定」、「税務署への申告」の手続が必要となります。
※ 2018年１月１日から2027年12月31日までの相続・贈与について適用することができます。

納税猶予を受けるための手続の主な流れ

経営承継のビッグチャンスが到来 優遇制度がある今のうちに、お考えください。
☆事業承継時の贈与税・相続税の現金負担ゼロ（今後5年間に特例承継計画を提出した場合のみ！！）
☆今なら、特例承継計画の策定や相続税対策などについて、会計士・弁護士等の専門家を派遣します（無料）。

●神奈川県事業引継ぎ支援センター
　TEL 045(633)5061　http://www.kipc.or.jp/information/31151/
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特集　事業承継

無料で相談に対応
事業引継ぎにまつわる、あら
ゆる相談に対応。民間機関を
活用してM&Aを実行する際
のセカンドオピニオンとして
も活用可能。

アドバイス&サポート
売り手・買い手を見つけてい
るケースでは、成約までの
手続きや契約書の作成等を
サポート。弁護士などの登
録専門家と連携しトラブル
のない成約をバックアップ。

売買候補企業の紹介
「事業引継ぎ支援センター」
に寄せられる売買ニーズの中
から、候補先企業をご紹介。
遠隔地間のマッチングにも対
応可能です。

成約事例
Ｍ＆Ａ
・後継者不在の卸売会社からの相談に対し、 同業他社への吸収合併の

形で引継ぎを支援。
・後継者不在の建設会社を、親類縁者である地元の同業者が引継いだ。

役員・従業員承継
・後継者問題で相談のあった運輸会社に対し、従業員全員の雇用継続

を前提に役員へ株式譲渡。
・高齢となり、世代交代について相談のあった製造業者が、後継者とな

る従業員への代表者変更を実施。

親族内承継
・当初、第三者への引継ぎも視野に入れていたサービス業企業の相談

に対し、最終的に子息への承継とし、株式譲渡を支援。

譲受希望（買い）

50％譲渡希望（売り）

38％

親族内承継

6％

役員・従業員承継

2％ その他承継

4％

相談内容別
（平成27年9月以降の累計553件）

譲受を希望する企業も多い

先入観を捨ててください。

×「後継者がいない」　×「どうせ引継いでもらえないでしょ…」

⇒ 神奈川県事業引継ぎ支援センターがお手伝いした

 　約7割が第三者への承継です。

誤解です。

×「小さい会社だからM&Aなんて…」

⇒ 全国の事業引継ぎ支援センターでも、6割以上は、従業員数10

名以下の小規模事業者がM&Aを成功させています。

大切に育ててきた事業の新陳代謝が図られています。

昨年度の相談件数　　　　 265件
後継者不在による事業譲渡　87件
後継者不在企業の譲受希望 168件
親族内承継等　　　　　　　10件

昨年度の成約件数　　　　16件
Ｍ＆Ａ　　　　　　　　　12件
役員・従業員及び親族内承継 4件

事業引継ぎ
支援センター

親族外、M&Aをサポートします
貴社には、あなたが思っている以上に付加価値のあるサービスや技
術があるのでは？神奈川県事業引継ぎ支援センターには、第三者へ
の引継ぎや後継者の公募など、事業を次代に引継ぐ方法があります。

TEL 045（633）5061

P13「事業
承継関連融
資 」もご 参
照ください

引継ぎ支援センタースタッフ
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特集　事業承継

　企業と個人事業主の「お見合い」が、一目惚れに近い３カ月の短
期間で成約した事例をご紹介。大企業の定年退職を目前に、高橋
俊哉氏は妻のいづみ氏の協力のもと、結婚情報サービスの「株式
会社 パートナー」のＭ＆Ａを行った。創業21年の健全経営企業を、
スタッフの雇用はそのままに承継した。

キーワード①
神奈川県シニア起業スクール
　俊哉氏は、大手印刷会社で営業やス
タッフとして長年勤務していた。退職
後は地域への貢献を実感できる仕事
がしたいと、2017年春開講の「神奈川
県シニア起業スクール」に参加する。全
6回の受講で、個人事業主として婚活
サービスを軌道に乗せる事業計画が
でき上った。

キーワード③
遠隔地間マッチング
　センター担当者のネットワークで、
千葉県事業引継ぎ支援センターに持
ち込まれた譲渡案件にたどり着く。千
葉に支店は置くが、本社は神奈川県
大和市の企業だ。高橋夫妻に打診し、
M&Aに経験豊富な専門家を手配。連
携し、事業承継に向けて話し合うこと
3カ月。「人がすべての事業で、全員の
雇用は双方の必須条件だった」（セン
ター担当者）。従業員7人の雇用はその
ままに、譲渡企業の経営者が顧問とし
て残ることで、後継者の金銭的負担を
抑え、円滑なバトンタッチとなった。
　「一から株式会社を立ち上げる苦労
を思えば、有能なスタッフをはじめ地
域のお客さまや店舗など、21年間支持
されてきたものを引継げたことはラッ
キーでした」（いづみ氏）。引継ぎ支援
センターが紹介したＭ&Aの専門家
も、当事者間のコミュニケーションに

キーワード②
神奈川県後継者バンク
　妻のいづみ氏が代表となり、イン
ターネットでの結婚情報サービスをス
タートさせるが、店舗がないこと、法人
格がないデメリットを痛感。地域での
実績ある企業を継ぐことで大きく展開
できるのではないかと、起業スクール
で知った神奈川県事業引継ぎ支援セ
ンターの「後継者バンク*」を訪れる。
*起業を目指す人と後継者のいない事業者が
登録。支援センターがマッチングを行っている

　「婚活サービスという稀な事業で、
譲渡を検討している企業が見つかる

Ｍ＆Ａ（譲受け）事例

か。今回はなかなか難しい案件だと
思った」（センター担当者）。

重要な役割を果たした。「Ｍ&Ａの手順
を何も知らない私たちの疑問を払

ふっ

拭
しょく

し、トラブルを未然に防ぐ役割を良心
的な価格で引き受けてくれました」（俊
哉氏）。

　婚活サービスはまだまだ伸びる事
業だという高橋夫妻。今後は(株)パー
トナー既存のサービスにインターネッ
トでの情報提供を融合させ、業容拡大
を図る。
　譲渡企業の代表者も、思い描いてい
た時期に親族や従業員以外への第三
者承継という形で肩の荷を下ろし、セ
カンドライフを歩み始めているという。

　短期に事業引継ぎができたのは、
「従業員の雇用について双方の思い
が合致していたこと、そして支援機関
や専門家との緊密な連携があったか
ら」（センター担当者）。
　売りたい事業者と買いたい事業者
を結ぶ、効率的な支援ネットワークが

「事業引継ぎ支援センター」なのだ。

 「この人材難に、優秀なスタッフ全員を
引継ぐことができた。大切に育てられて
きた事業を、時代の変化に
乗せて業容拡大したい」
結婚情報サービス 株式会社パートナー

スタッフの要となってきた宮岡課長（中央）を囲んで

設立：1996年
事業内容：会員制による結婚相手の紹介／相談／アドバイス
大和市中央林間3-4-15-3F　TEL 046(272)9811
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KIPからのご案内

見本市

第３1回先端技術見本市
テクノトランスファーinかわさき2018
７月１1日（水）～１3日（金） 来場者募集中！

　今年度は、ＩｏＴや新技術、新エネルギー等の分野において最新テクノロジーを手掛ける「次世代技術部門」を設け、そ
の魅力を発信します。日本経済を支える従来からの「ものづくり」、研究開発の成果を発表する「大学技術シーズ」ととも
に、真の先端技術をお届けします！　会期中は、自社の技術や製品をＰＲする出展者セミナー、産学連携を推進する研究
成果発表の技術シーズ提供セミナー、専門家による講演やセミナーなどを多数開催します。多くの皆さまのご来場をお
待ちしています。 ●取引振興課　テクノトランスファーinかわさき事務局 TEL 045（633）5170

■ 開催概要
会　　期：7月11日（水）～13日（金）10：00～17：00
会　　場：かながわサイエンスパーク［KSP］
　　　　  イノベーションセンター西棟（川崎市高津区坂戸3-2-1）
開催規模：会場面積約1,000㎡
出展者数：109社・団体　小間数113小間
主　　催：（公財）神奈川産業振興センター、神奈川県、川崎市
協　　力：（公財）川崎市産業振興財団、川崎商工会議所、
　　　　　川崎市工業団体連合会、川崎工業振興倶楽部、
　　　　　株式会社ケイエスピー

■ 併催行事　7階セミナー会場　聴講無料

入場事前登録、事前商談予約、併催行事のお申し込みは
公式サイト http://www.tech-kawasaki.jp/ 検索 テクノトランスファー ２０１８

日　時 行 事 名 テ ー マ 講　師 内　容 定
員

7/11
（水）

13:30
～

15:30
ナノテクノロジーセミナー

先端ナノ材料の革新的製造
イノベーションと産業界へ
の波及

マイクロ波化学株式会社
取締役CSO　塚原 保徳氏 
(地独）京都市産業技術研究所
主任研究員　仙波 健氏
(地独）神奈川県立産業技術総合研究所
コーディネータ　唐澤 志郎氏

「先端的ナノ材料の革新的製造イノ
ベーションと産業界への波及」をテー
マに、最先端の取り組みを行ってい
る会社、研究機関等の専門家を講師
に迎え、ご講演いただきます。

70

15:00
～

16:30

2018年度
「低ＣＯ２川崎ブランド」
「川崎メカニズム認証制度」
募集説明会

ライフサイクル全体でＣＯ２
削減に貢献する製品等の募
集について

低ＣＯ２川崎ブランド等推進協議会
（川崎市環境局地球環境推進室）

ＣＯ２削減に貢献する川崎発のものづ
くり・サービスを応援する２つの事業
の内容や申請の流れなどをご紹介し
ます。

65

7/12
（木）

14:00
～

15:30
オープンイノベーション
セミナー

つながることから始まる新し
い「ことづくり」

Wonder LAB Osaka
（パナソニック）・松山工業 他

Wonder LAB Osaka他、新しい「こ
とづくり」に最前線で取り組む方々を
お招きし、みなさんと一緒にオープ
ンイノベーションの可能性について
考えていきます。

65

7/13
（金）

10:30
～

12:00
日本弁理士会（関東支部）
主催「知的財産セミナー」

中小企業支援のための知的
財産セミナー

日本弁理士会（関東支部）
神奈川委員会委員

日本弁理士会所属の弁理士を講師
に迎え、知的財産に関するトピックス
をご紹介します。

70

13:00
～

17:00
かわさき知的財産
シンポジウム

中小企業と大企業等による
オープン型の知的財産交流会

（五十音順）
アネスト岩田、NHKエンジニアリングシ
ステム、NTT、キユーピー、JR東日本、富
士ゼロックス、富士通、富士通セミコン
ダクター

大企業の開放特許を紹介し、中小企
業との個別マッチングを行います。 60
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KIPからのご案内

参加者募集

平成３０年度
海外ビジネスＦＳ事業計画作成セミナー

〈基礎編〉６月２０日（水）・７月５日（木）

　海外でのビジネスを計画する際に必要な、「実現可能性調査FS(Feasibility Study)」
作成についてのセミナーを2日間にわたり開催します。FS作成の際に必要な知識を分か
りやすく解説しますので、海外展開をお考えの県内中小企業の皆さまのご参加をお待ち
しています。 ●国際課 TEL 045(633)5126　E-mail：kokusai@kipc.or.jp

会　場：神奈川中小企業センタービル 6F大研修室
対　象：海外ビジネスに関心のある神奈川県内の中小企業

の方で、原則2日間のセミナーに参加できる方
定　員：20名程度（申込先着順）
参加費：2,000円（税込、全2回分）
　　　　※ 第1回のセミナー当日の受付時に全額お支払いください

講　師：株式会社東京コンサルティングファーム
取締役・税理士　東　真奈美 氏

「国際税務を含めた海外進出の知
見の他、ASEAN統括マネージャー
としてサポートコンサルティングの
実績が豊富です」

申　込：6月19日（火）までに、KIPホームページからお申込み
ください
https://www.kipc.or.jp/seminar_event/30890/

※ 応用編の開催は、平成31年2月19日（火）・3月5日（火）を予定しています

新規取引開拓
　

川崎ものづくり商談会
発注、受注企業を募集します！

9月20日（木）

　ＫＩＰでは、製造業の皆さまの取引拡大を促進するため、発注企業と受注企業が一堂に会
し、事前マッチング形式による「受・発注商談会」を開催します。新規取引先等を開拓し、事業
拡大を図りたいとお考えの皆さま、ぜひご参加ください。

●取引振興課 TEL 045（633）5067

■会　　場

■アクセス

■募集対象
■商談形式

■参 加 費
■募 集 数

■主　　催

■後　　援
　（予定）

川崎市産業振興会館
（川崎市幸区堀川町66-20）
JR東海道線、京浜東北線「川崎駅」徒歩8分
京浜急行線「京急川崎駅」徒歩7分
中小企業（主に製造業）
発注企業との対面式での商談
※商談先は、事前に受注企業から商談希望先をお
聞きする「事前マッチング方式」となります

無料（県外受注企業は5,000円〈税込〉）
発注企業：60社　受注企業：300社
※会場の都合上、定数を超えた場合は参加をお断
りすることもあります。あらかじめご了承ください

(公財)神奈川産業振興センター、(公財)
川崎市産業振興財団、川崎市、川崎商工会
議所、川崎信用金庫、(社)横浜市工業会連
合会、横浜市
川崎市工業団体連合会、かながわ中小企
業支援プラットフォーム、神奈川県信用保
証協会、川崎市信用保証協会、横浜市信用
保証協会

※詳細及び募集時期は、KIPホームページをご覧ください（6月初旬公開予定）

■申込期限

■申込方法

発注企業：6月初旬～7月初旬
受注企業：7月中旬～8月上旬
KIPホームページ

（http://www.kipc.or.jp）から

第１回 第２回
開催日 6月20日（水） 7月5日（木）
時　間 13：30～17：00

内　容
FSの概要・市場調査
のポイント・投資環境、
法規制、優遇制度

FSの作成ポイント・各
国の拠点設立・リスク
管理・簡単な演習
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KIPからのご案内

人材採用

【神奈川県プロ人材活用センター】平成29年度活動状況報告
成約件数は昨年度対比2倍以上の62件
　中小企業さまの潜在的な“稼ぐ力”を開花させるための人的支援を行う「神奈川県プロ
人材活用センター」の、平成29年度活動実績についてご報告します。

●神奈川県プロ人材活用センター　TEL 045(633)5008　E-mail:pro@kipc.or.jp

　内閣府では地方創生の一環として、中小企業の新事業展
開などの「攻めの経営」を促し、企業に必要な専門的知識・ノ
ウハウを持った人材の採用をサポートするため、東京都と沖
縄県を除く45道府県に整備されたプロフェッショナル人材
戦略拠点の活動を支援しています。平成29年度における全
拠点の活動実績は相談件数が10,184件、人材事業者への
取り繋ぎ件数5,128件、成約件数が1,847件と順調に成果を
挙げています。
　KIPは神奈川県からの委託により、プロフェッショナル人

材戦略拠点として「神奈川県プロ人材活用センター」（以下
センターとする）を設置しており、平成29年度は地域金融機
関等との連携を強化し活動を行った結果、実績は相談件数
283件、人材事業者への取り繋ぎ件数207件、成約件数62
件と多くの企業からの相談に対応しました。
　当センターは中小企業の皆さまと会社が目指す3年先、5
年先のビジョンについて対話を重ねています。「攻めの経営」
を実現するための人的支援をぜひともご活用ください。

採用時の年収額

年収500万円
以下での採用が

約6割

成約企業の売上高別

売上高10億円
以下の企業が

半数以上

経営課題：経営陣の高齢化
　会社の経営陣が高齢化してきている現状や、今後の業容拡大の
ために経営の一翼を担える人材が必要であったことから、候補者
を取引先や同業者に依頼して探していたが、適当な人材の採用に
至らなかった。

課題解決に向けて：マネジメント経験者を採用
　代表者を様々な面でサポートし物流事業のマネジメントを経験
している幹部候補としての人材採用。

成約結果：業容拡大
　当センターが民間人材ビジネス事業者との連携・取り繋ぎによ
り企業が希望するマネジメント能力を有する幹部候補としての人
材採用に至り、業容拡大に向け積極的に活動中。

【成約企業の特徴】

【神奈川県プロ人材活用センター相談・取り繋ぎ・成約実績】 【成約事例】横須賀市の運輸業A社

29年度
（A）

28年度
（B） A－B A÷B

相談実施件数 283 291 △8 97.3
％

人材事業者への
取り繋ぎ件数 207 149 ＋58 138.9

％

成約件数 62 29 ＋33 213.8
％

400万円未満

29％

401〜500万円

31％

501〜600万円

16％

601〜700万円

14％

701〜800万円

5％

901〜1,000万円

2％

801〜900万円

3％

5億円以下

23％

5億円超
10億円以下

32％

10億円超
20億円以下

16％

20億円超
50億円以下

11％

50億円超
100億円以下

3％

100億円超
300億円以下

5％

非公開/不明

10％

採用者の年代

30代

22％

40代

21％

50代

34％

60代

13％

20代

10％

採用者の5割弱が
50代以上

成約企業の業種別
製造業が半数以上

製造業

56％
サービス業のうち

他に分類されないもの

21％

建設業

8％

各3％
■卸売業・小売業
■医療・福祉
■運輸業・郵便業

■学術研究・専門・技術サービス業
■宿泊業・飲食サービス業
■不動産業・物品賃貸業

各2％

10 中小企業サポートかながわ　2018-6



県からのご案内

見てくれ、神奈川の企業力!
— 神奈川がんばる企業エース —　［ Vol.4 ］

県は、独自の工夫により付加価値額や経常利益を増加させた中小企業からの申請により46社を「神奈
川がんばる企業」として認定し、その中でもビジネスモデルの独創性や地域貢献度などが特に優れた
10社を「神奈川がんばる企業エース」に認定しました。エース企業に、その原動力をインタビュー!

貴社独自の工夫とは
ある温度で急激に抵抗値が増大するセラ
ミックのPTCサーミスタを作っています。
当社が用いる材料は、液体を混ぜ合わせ
て作るため、従来の、粉から作られるもの
より純度が高く分子が均等で、世界トッ
プレベルの低抵抗を有します。小型でも
高い抵抗を発現するため、自動車用に最
適です。格納式ドアミラー用位置検出回
路の他、温度コントローラー不要の各種
ヒーターを販売しています。
エンジン部品のヒーターに取り組んだ
きっかけは
大手断熱材メーカーでPTCの研究開発
の責任者として勤めてきましたが、12年
前に円満退社してPTC事業を引き継ぎま
した。従業員ゼロ、私一人の会社が自動
車になくてはならない部品を提供してい
たのです。当然、大手メーカーが参入しま
すよね。当社と同じ性能の部品を半額で
販売してきました。うちは、供給するも利
益は僅かになり、苦労しました。

しかし2013年にアメリカで、ブローバ
イ・ガス（ピストンとシリンダーの間から
漏れる未燃焼のガソリン。外に漏れると
環境・人体に害）の還元装置の備え付け
が義務付けられ、1年後までにディーゼ
ル特殊自動車全てに対応が必要とされ
ました。極寒の地では還元装置の凍結防
止用ヒーターが必須
で、当社のPTCサー
ミスタを発熱体とし

て開発、半年
で納入にこぎ
つけました。

他社に負けない！という部分は
大企業ではできない、お客さまのきめ細
かい要望に応えたいという思いは、起業
当時から変わっていません。回路設計や
機構設計にも対応しており、ご要望に基
づくカスタムモジュールを迅速に提供し
ます。製品は全て日本で製造し、「商品差
別化を図りたい・未解決のトラブルを解
決したい」というお客さまのご要望をか
なえます。
目指す企業像を教えてください
医療機器・EV部品の分野にも進出し、盤
石な組織の上に「顧客満足」に基づく企
業の継続と社員の幸せな家庭を実現し、
上場を目指します。

ユニークな原料製造法で
世界トップクラスの低抵抗を実現!

自動車の格納式ドアミラーに採用されている位置検出回路。創業から12
年。今では高級車ブランドをはじめ国内シェアは60％に上る。通常、粉末
材料から作られるセラミック半導体を、当社は液体から作った材料を用
いることで小型化を実現。大手メーカーの低価格攻勢の中で固有技術を
生かし、エンジン用特殊ヒーターの開発に成功した。独自技術の確立に
邁進する 槇島 正夫社長に伺った。

●県中小企業支援課 TEL 045（210）5556

株式会社マキシマム・テクノロジー

セラミック半導体応用製品で
独自技術を確立

エースの楯を手にする槇島社長と社員の皆さん

PTCセラミックサーミスタ

PTCサーミスタは、ある温度で急激に抵抗値
が増大する半導体セラミックス抵抗体

エンジン用
ブローバイガス

還元装置用ヒーター

株式会社マキシマム・テクノロジー
設立：2006年
事業内容：セラミック半導体（PTC）の研究、応用製品の製造・販売
川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP東棟510　TEL 044-589-4511

納品先のみな
らず、部材購

入先や

協力工場から
もお祝いの言

葉をい

ただき、会社
の信用が格段

にアッ

プしました。社
員のやる気も

社内に

充満していま
す。

エース企業に
選ばれて

「神奈川がんばる企業2018」、6月25日まで募集中！
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県からのご案内

認定を受ける

　「かながわ中小企業モデル工場指定制度」とは、取引や雇用を通じ
て地域に貢献し、かながわの「ものづくり」を支えるとともに、経営環
境の変化に即応できる柔軟な経営体制を持ち、積極的に技術開発を
行うなど、他の中小企業の模範と認められる工場を、県内中小企業
の活性化に向け、知事が指定するものです。

■ 指定を受けるには、次の要件を満たしていることが必要です。
（１）優良工場等の表彰を受けた工場であること
（２）県内において、原則として3年以上継続して事業を行っている工

場であること
（３）財務について、収益性、安全性、生産性に優れ、財務構造が安定

していること
（４）環境・公害対策、労働安全等に配慮し、コンプライアンス遵守の

経営を行っていること

■ 指定までの流れと指定期間
　県内市町村や中小企業支援機関からの推薦に基づき、審査委員会
において審査の上、知事が指定します。　なお、指定期間は3年です
が、指定工場からの申請を受け、審査委員会において指定を継続す
ることが妥当と判断されれば、指定期間の更新ができます。

■指定状況
平成30年度は新たに右の4工場が指定され、現在、県内の124工場がモデル工場に指定されています。指定を受けた工場は、

「かながわモデル工場協議会」に加入するなど、資質の向上に努めています。

■指定を受けると･･･
　モデル工場に指定されると県知事から指定書及び標章が交付されます。これにより指定工場からは、「従業員のモチベー
ションが上がった」「取引先や金融機関からの評価が上がった」などという感想をいただいています。
　ぜひ、貴社もモデル工場を目指しませんか。

●県中小企業支援課　TEL 045（210）5558

かながわ中小企業
モデル工場指定制度
県内の“ものづくり”を支える
工場を指定します！

松村鋼機 株式会社

止め輪、波形圧縮コイルバネ、シールリング、
ハイブリッドスプリング

綾瀬市吉岡東2-2-24
TEL 0467（50）0561

http://matumura-kohki.co.jp/

産和産業 株式会社

熱間・冷間鍛造用ダイセット、自動車・
インフラ関連大型部材、機械加工

大和市中央林間西3-2-43
TEL 046（274）6260

http://www.sanwasan.co.jp

日崎工業 株式会社

金属製サイン、イベント大型装飾、大型施設、特注什器

川崎市川崎区大川町7-2
TEL 044（366）7711
http://www.hizaki.jp/

株式会社 イシカワ製作所

複写機用部品、レジスター用ドロワー、航空機部品等

横須賀市浦郷町5-2931
TEL 046（865）8181

http://www.ishikawa-s.co.jp/

平成30年度指定の4工場
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資金調達

県からのご案内

資金調達

●県金融課 資金貸付グループ　TEL 045（210）5681

超長期·低利による企業立
地支援~企業誘致促進融資

「セレクト神奈川100」の支援メニュー
の１つについてお知らせします

県内に事業所等を新設・増設する中小企業・中堅企業の皆さまを対
象に、土地購入や建物整備等に必要な資金を取扱金融機関が県の定
めた条件で融資します。

対 象 業 種：＊製造業 ＊電気業（発電所に限る） ＊情報通信業 ＊卸売業（ファブレス企業に限る） ＊小売業（デューティーフリー
ショップに限る） ＊学術研究・専門・技術サービス業 ＊宿泊業（ホテルに限る） ＊娯楽業（テーマパークに限る）

対 象 産 業：＊未病（食品その他の心身の状態の改善に資するものに関する事業）
＊ロボット ＊エネルギー ＊観光 ＊先端素材 ＊先端医療
＊IT/エレクトロニクス ＊輸送用機械器具

投 資 要 件：＊最低投資額：5,000万円以上 ＊雇用要件：常用雇用10人以上
融 資 期 間：15年以内（据置き2年以内を含む）
融資限度額：最大10億円で事業費の80％以内
融 資 利 率：（固定金利）年0.9％以内～1.5％以内
※ 詳しくはお問合せください　http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5779/

セレクト神奈川100ロゴマーク

●県金融課 金融相談窓口(借入のご相談)　TEL 045(210)5695
　　　　　 融資グループ(制度の内容)　　 TEL 045(210)5677

事業承継に取り組む方へ
〜事業承継関連融資をご活用ください〜

県内で事業を営んでいる中小企業者を対象に、事業に必要な資金の
借入を支援する中小企業制度融資を実施しています。県が貸付原資
の一部を負担し、神奈川県信用保証協会が公的な保証人となること
で、銀行や信用金庫などの金融機関が低利な融資を行います。今回
はその中から、事業承継に取り組む方にご利用いただける「事業承継
関連融資」をご紹介します。

資金使途：運転資金、設備資金
融資期間：１年超10年以内（③④の設備資金は１年超15年以内）
融資利率：年1.6％以内（固定金利）
融資限度額：8,000万円（③は別枠8,000万円）
信用保証：神奈川県信用保証協会の保証が必要
お申込み：取扱金融機関の窓口へ直接お申込みください。

検索 神奈川県　制度融資

①神奈川県事業引継ぎ支援センター、 金
融機関、認定経営革新等支援機関又は県
信用保証協会の支援を受け、事業承継を
10年以内に行う事業承継計画を策定し
計画の実行に取り組む中小企業者等

②事業承継をした日から5年未満で、事業
計画を策定し経営の安定化や事業の拡大
に取り組む中小企業者等

③中小企業経営承継円滑化法に基づく県
の認定を受けた中小企業者

④中小企業経営承継円滑化法に基づく県
の認定を受けた中小企業者の代表者個人

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/
m6c/cnt/f5782/jigyousyoukei.html

融資対象者
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県からのご案内

認定を受ける資格試験

県内の中小企業の皆さまの海外進出及び販路拡大等の
ニーズに応えるため、東南アジア（シンガポール）及び北米

（米国・メリーランド州）に海外駐在員を派遣しています。ま
た、KIPが中国（遼寧省・大連市）に設置する大連・神奈川経

●県企業誘致・国際ビジネス課　TEL 045(210)5565　http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pw3/index.html
　KIP国際課　TEL 045(633)5126

●県資源循環推進課　TEL 045（210）1111（内線4150）

検索 かながわリサイクル製品認定制度

済貿易事務所においても、皆さまの現地活動の支援、貿易
や投資に関する相談、その他ビジネスに役立つ情報提供な
どを行っています。県内企業の皆さま、お気軽にお問い合わ
せください。

海外展開

事務所名 住　所 T E L FAX 担当地域 

東南アジア事務所
（シンガポール駐在）

16 Raffles Quay,
#38-05 Hong Leong Bldg,
Singapore 048581

+65-6221-8174 +65-6224-1169 アセアン・インド 

北米事務所
（メリーランド駐在）

16 Francis St.
#321 Annapolis, MD 21401, USA +1-410-216-7920 +1-410-216-7922 アメリカ・カナダ・メキシコ 

大連・神奈川
経済貿易事務所

中国大連市中山区勝利広場18号
大連九州国際大酒店612室 +86-411-8230-1906 +86-411-8230-8296 中国エリア

＊受験資格や試験免除の規定がありますので、詳しくは、受験案内
又は県のホームページをご覧ください。受験案内は、県内の県政情
報コーナーおよびハローワーク等において6月上旬に配布を予定し
ています。

受験申請：日程　7月4日（水）～6日（金）
会場　神奈川県庁 本庁舎2階 産業労働局会議室

費　　用：3,100円（受験手数料）

試 験 日：日程　9月9日（日）9：20～
会場　神奈川県立産業技術短期大学校

（横浜市旭区中尾2-4-1）

合格発表：10月17日（水）
会場　神奈川県庁 新庁舎2階

（希望者は県ホームページで受験番号を掲示）

●県産業人材課 技能振興グループ　TEL 045（210）5720

廃棄物のリサイクルの促進等を図るため、リサイクル製品の
うち、一定の要件を満たしたものを、「かながわリサイクル製
品」として認定しています。今年度も次のとおり募集を行い
ますので、製造事業者等の皆さまのご応募をお待ちしてい
ます。
受付期間：6月1日（金）～29日（金）までの土・日を除く8：30～

17：15（来課の際は、事前に連絡をお願いします。）
受付場所：県資源循環推進課（神奈川県庁 新庁舎4階）
認定されると
製品紹介パンフレット等で県が積極的に広報します。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/p3k/cnt/f7323/

「かながわリサイクル製品」
第９回募集受付中
廃棄物のリサイクル促進のため、
一定の要件を満たしたものを認定

平成30年度
職業訓練指導員試験
職業訓練指導員免許を取得
するための資格試験です

県内企業の海外ビジネス
展開を支援します！
海外駐在員事務所のご案内
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産技総研からのご案内

（地独）神奈川県立産業技術総合研究所 川崎技術支援部

「ものづくり現場のサポート隊」

お問い合わせ
044-819-2105

神奈川県立産業技術総合研究所
川崎技術支援部

川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP東棟1階

地方独立行政法人

試験分析

産学公連携

売れる
モノづくり支援

研究開発支援

　KISTEC川崎技術支援部は、京浜工業地帯の中心地区となる川崎市、溝の口の「かな
がわサイエンスパーク（KSP）」内に位置します。
　地域に根ざした特徴のある各種材料解析技術を有し、近隣企業の利便性を考慮し
た、環境試験の機器利用を実施しています。加えて、国内でも非常にユニークな光触媒
評価技術、各種太陽電池の評価技術を有しており、国内外を問わない評価技術拠点と
しての機能も併せ持っています。
　更に新川崎・創造のもりNANOBICに4大学コンソーシアムが有する最先端機器を、
企業により積極的に利用いただくための機器共用化事業を展開しています。
　川崎技術支援部の具体的なサポート例を紹介します。

1.原因を明らかにしたい　— 製品が破損してしまった —

　製品が破損した時、原因解析のため、最初に実施するのが破面解析です。
　金属材料はもちろん、樹脂材料も破面を見ることにより、破損の原因が明らかになる
ケースが多く、造り方の問題か、使い方の問題かを明確にすることが可能になります。
　図1は樹脂に特徴的に発生する破損、ソルベントショックの破面解析例です。この場
合、ポリカーボネート樹脂に溶剤が接触し、特徴のあるミラー破面を呈しており、原因が
溶剤の接触であることがわかります。

2.メカニズムを知りたい　— 材料の微細な状態を診る —

　図２に金めっき材料の微細構造を断面から観察した例を紹介します。
　通常の機械研磨を実施した図2a、cでは最上部の金めっきが左下方向に延ばされて
しまい、厚さを明確に把握することは難しくなります。一方、イオンビームを用いた新た
な方法を用いると、軟らかい材料を変形させることなく断面作製が可能なため、図2b、
ｄに示すように金めっきの厚さが明確に観察でき、結晶粒の観察も可能となります。

3.製品の性能を評価したい　— 光触媒評価技術、各種太陽電池の評価技術 —

　県内にも関連企業が多い光触媒に関して、商品化のサポートからJIS、ISO性能評価
まで対応しています。開発品の脱臭性能、セルフクリーニング、抗菌・抗ウイルス性能評
価等企業の要望に合わせた評価を実施しています。
　また、最近話題になっている有機系太陽電池をはじめとした、太陽電池の評価を実施
しています。試作段階からの評価にも対応ができ、開発をサポートしています。

図1　ポリカーボネート樹脂の破面

Au ➡研磨ダレ ➡砥粒

➡

➡ ➡

➡ピンホール

研磨キズ

Au

Ni? Ni

Cu? Cu

b）イオン研磨（全体） c）機械研磨（拡大）a）機械研磨（全体） d）イオン研磨（拡大）
金属同士（金/ニッケル/銅）
の界面が不明瞭。

金属同士（金/ニッケル/銅）
の界面が明瞭。

金めっき部、機械研磨時の砥
粒が残留し、研磨ダレにより
ピンホールが埋まっている。

金めっき部、砥粒が除去さ
れ、ピンホールまで明瞭。

溶剤
➡クラック

ミラー状破面

クラックを露出させた破断面

図2　前処理による断面の比較
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公益財団法人 神奈川産業振興センター（KIP）

Kanagawa Industrial Promotion Center

横浜市中区尾上町5-80

神奈川中小企業センタービル

TEL 045（633）5201

FAX 045（633）5194

編集／発行

http://www.kipc.or.jp

KIPからのご案内

新たな取引先をご紹介します！
7月の巡回あっせん相談
　KIPでは、県内中小企業者等の皆さまの安定的な取引の確保・拡大を図るため、各地区
で受・発注取引のあっせん相談を行っています。あっせん相談は、県内7地区の商工会議
所等とKIPの川崎・相模原両駐在事務所でも実施しています。新たな販路開拓をお考えの
皆さま、お近くの会場をご利用ください。

開 催 場 所 日　時
藤沢商工会議所   3日（火） 13:00 ～ 16:00
小田原箱根商工会議所 11日（水） 13:30 ～ 16:00
横須賀三浦地域県政総合センター 12日（木）

13:00 ～ 16:00秦野商工会議所 13日（金）
茅ヶ崎商工会議所 17日（火）大和商工会議所
平塚商工会議所 18日（水） 13:30 ～ 16:00
川崎駐在事務所 ※ 1 毎週木曜日

13:00 ～ 16:00相模原駐在事務所 ※ 2 11日（水）
25日（水）

※1 川崎市産業振興会館 6F
　　「（公財）川崎市産業振興財団」内
※2 相模原商工会議所商工会館 3F
　　「相模原商工会議所」内

●取引振興課 TEL 045（633）5067

取引相談会

KIP

マークのあるイベントの詳細・お申し込みは

※ 予定情報につき、詳細はこちらでご確認ください
http://www.kipc.or.jp

6月 7月

よろず支援拠点：yorozu@kipc.or.jp

  

よ
ろ
ず
の
経
営
塾

▶場所：神奈川中小企業センタービル　▶講師：神奈川県よろず支援拠点のコーディネーター等

ほぼ毎週開講！「よろずの経営塾」～行動あるのみ。　1名でも開講します　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（先着10名）
※ 内容が変更になる場合があります

▶開催日時：6月25日（月）15：30～16：30
▶講師：章 麗霞 コーディネーター

海外輸出の基礎 ～営業から回収まで

▶開催日時：6月11日（月） 15：30～16：30
▶講師：冨森 富士夫 コーディネーター

海外進出前に知っておくべきリスク事例

▶開催日時：6月13日（水）15：30～16：30
▶講師：高久 裕司 コーディネーター

YESと言わせる『提案書』の書き方

▶開催日時：6月18日（月）15：30～16：30
▶講師：井上 真伯 コーディネーター

円滑な廃業と親族外承継の「基本の“き”」

湘南産業振興財団：conso@cityfujisawa.ne.jp

▶開催日時：11月8日（木）※ プレゼン審査会
▶締切：7月13日（金）17時［必着］
 http://www.s-cns.com/contest

第19回 湘南ビジネスコンテスト ビジネスプラン募集！
「地域応援型コンテスト」

  

コ
ン
テ
ス
ト

国際課：kokusai@kipc.or.jp

▶開催日時：6月13日（水）14：00～16：30
▶場所：神奈川中小企業センタービル
▶講師：ジェトロ海外調査部アジア大洋州課　小林 恵介 氏 他

海外ビジネスに向けた国別勉強会 ～ベトナム編～
ベトナムの最新経済事情と進出日系企業の動向/進出企業による事例発表

  

セ
ミ
ナ
ー

（先着20名）

EVENT


