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Attention Creativity

株式会社 栄光工業
〒783-0023 南国市廿枝1307
TEL／088-864-1116 FAX／088-864-1119
E-mail／glory@eikous.jp
URL／http://eikous.main.jp/
設 立／1980年（昭和55年）7月1日
従業員／210名
資本金／5,000万円
主たる業種／金属製品製造業

企業
概要

設計から組立完成品まで、一貫生産ができる金属工業企業
OEMの組立完成品製作などを行う。

ものづくり技術

精密加工・製造環境

設備投資のみ

代表取締役社長

中山

博之 氏

機械加工設備拡充による
高精度商品のプロデュース
及び完成品受注時の短期対応実現
事業計画
概要

金属加工業の課題として残る「機械加工事業部」の充実強化に取り組む。そこで、本補助事業に
よりCNC旋盤を導入し、自社商品開発や設計から組立までの一貫生産をより強固に行い、更に
高度な生産ラインのニーズにも対応出来るよう業容を広げ、経営基盤の強靭化を図る。

事業取組みの経緯
当社は昭和55年に金属プレス加工業者として、
従業員3名でスタート
した。時代のニーズに合わせて事業を拡大し、産業機械などの機械部
品、
組立完成品を一貫生産している。
組立完成品のＯＥＭ生産を行っているが、
その金属加工部品のほと
んどが多品種・少量生産であり、2次加工が必要な機械の動力を伝達
する回転軸であるシャフトなどの旋盤加工部品は自社での製作ができ
ず外注していた。
また、複数の機械を使用して加工することによる工数の増加（機械
間の移動の増加、段取り回数・時間の増加など）
によるコスト増から外
注製作せざるを得なかった。
しかも、短納期かつ一品加工に対応でき
る業者がないため、
その多くを県外業者に発注しており輸送コストもネ
ックとなっていた。
そのため、
内作比率をアップさせることが事業拡大に
向けての課題となっていた。
当社の経営方針として、
OEMの組立完成品の受注増および自社機
械製品の開発を目指す中、
この課題を解決すべく、本事業を活用して
CNC旋盤を導入するとともに、
より多くの部品を内製できる環境を整え
ることとした。
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Aid money adopted corporate initiatives

ものづくり補助金採択企業の取組み紹介

実施内容
DMG森精機株式会社製「CNC旋盤」
1 台を導入・設置
ステンレスや鉄材の切削・穴開けなど、
コンピュー
ター制御により精密な形状に加工する。
DMG森精機株式会社担当者立会いのもと、
試運転を行って仕様通りのパフォーマンスを確認
し、同じく担当者による12日間のオペレーター研
修を行って当社社員が操作を習熟した。

事業取組みの成果
既存の設備では平面縦横の２軸加工のみであったが、本事
業により新しく導入したCNC旋盤はY軸で高さの指定ができる
ため、短時間で精密な加工が可能となった。繊細な溝加工が
可能で、
これまで請け負うことができなかった部品や、
旋盤機械
のみで完成する高付加価値で利益率の高い部品を製造する
ことができるようになった。
機械間を移動する時間のロスもなくなり、1人の技術者がより
多くの加工を受け持つことで製品の精度も向上した。
今回導入したCNC旋盤は、
「刃物の取り替えスピードが速い」
「熱変位を抑えながら精度の高い加工ができる」
「複数の操作

製品内容
金属部品各種
OEM組立完成品
衛生用品自動包装機
ボトルラベル自動貼り機
食品自動包装機など

の指令を重ねて出せる」
「刃先の剛性が高く耐久性がよいため
廃棄が少ない」など多数の利点を持ち、
さらにLED照明や最新
の低消費電力の高効率機器を搭載しており、消費電力やCO₂
の排出量の見える化にも対応、精度の向上と同時に省エネ・低
コスト、
環境への負荷低減も実現した。
本事業によるCNC旋盤導入、
自己資金による立形マシニング
センタ3台の購入により、
自社で製造できる部品の種類が大幅に
増え、内作比率は30％から50％にアップした。
自社製品開発や
設計から組立までの一貫生産をより強固に行う目処が立った。

切削加工

切削加工

当社は設計開発、機械加工、組立、塗装、
レーザー加工、溶
接、板金、
プレス・カットなどさまざまな技術を有し、設備を拡大
して部品加工から組立完成品へと経営の軸をシフトさせてき
た。県内では、一貫生産を強みにしている企業は少ないため、
既存受注先や新規取引先からの引き合いが増加しており、今
後は機会損失のないよう、機械加工はもとより会社全体の基
盤強化の推進、
新たな工場の新設を見据え、
新規雇用を継続

設備導入前
鋼材

今後の活動予定・販売計画

表面加工

組立

ポンチマーク
加工

（縦穴あけ加工）

（横穴あけ加工）

30 分

20 分

20 分

（印を付ける）

60分

タップ加工

完成

タップ加工

する。
また、OEMの組立完成品だけでなく、
自社製品の開発にも
注力し、
プランニングから設計、製造を行って、一貫生産のでき
る企業の強みを発揮していく。
地域への貢献と、
さらなる成長・拡大を図り、
“100年企業”
を
目指して勝ち残り、
事業を継続していく。

設備導入後
鋼材

切削加工

表面加工

組立

切削加工（55 分）
ポンチマーク加工（０分）
タップ加工（15 分）

（横穴あけ加工）

70分

20 分

完成

タップ加工
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中央会 だより

令和元年度通常総会を開催!!
― 全議案原案どおり可決承認される ―

本会では、去る6月13日
（木）高知市上町「城西館」に於いて、令和元年度通常総会を開催しました。
当日は、多数来賓の方々のご臨席のもと、本会会員102名が出席し、町田会長が議長となり議案審
議が行われ、第１号議案から第６号議案まで原案どおり承認可決されました。
議事終了後には、高知県働き方改革推進支援センター、高知県事業承継ネットワーク事務局、大樹
生命（本会共済制度）からの説明が行われた後、来賓を代表して尾﨑正直高知県知事（代読近藤雅
宏高知県商工労働部長）のほか多数の方々より祝辞を賜りました。
引き続き、総会終了後に開かれた懇親会では、本会顧問である西内隆純高知県議会商工農林水
産委員長による乾杯のご発声を皮切りに、和やかな雰囲気のもと参加者一同懇談・交流が活発に行
われました。

町田会長

なお、本会では本年度重点目標の実現をめざして組合員の皆様を対象としたセミナーや販路開
拓など幅広くご活用いただける補助事業・専門家派遣などを実施します。
（P5～6参照）
お気軽にお声がけください。
本年度は、特に「消費税軽減税率制度」対策のためのセミナー、
フェアの開催（P12参照）や「外国
人材を活用した地産外商・海外展開支援事業」
としてインド、ベトナム方面の視察研修等を計画し
ています。積極的なご参加をお願いします。

（

）

総会での決議議案ならびに
本年度の重点目標は次のとおりです。

決議議案
◆第１号議案

平成30年度（2018年度）決算関係書類（事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰
余金処分案並びに特別会計運用状況等）承認の件

◆第２号議案

平成30年度（2018年度）共済制度特別会計決算関係書類（事業報告書、財産目録、貸借対照
表、損益計算書、剰余金処分案）承認の件

◆第３号議案

令和元年度（2019年度）事業計画並びに収支予算決定の件

◆第４号議案

令和元年度（2019年度）共済制度特別会計事業計画並びに収支予算決定の件

◆第５号議案

借入金残高最高限度額決定の件

◆第６号議案

事業計画、収支予算等字句の修正及び流用又は追加更正について会長一任の件

令和元年度（2019年度）重点目標
令和元年度（2019年度）においても引き続き、組織（組合制度）を通じて本県中小企業の活性化に貢献するため、

①共同事業のさらなる活性化
③新たな事業連携の形を創出する
⑤商業・観光振興による地域活性化

②組織力を海外展開等に活かす
④県内企業の設備投資を促進し生産性を高める

を重点目標として掲げ、本県中小企業、中小企業組合をはじめとする連携組織の振興・発展に寄与していくた
め、下記の施策、事業に取り組んでいくものとする。
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【１】国・県等の事業を活用した中小企業支援
１. 本県中小企業並びに中小企業組合の振興・発展に資
する支援
２. 本県中小企業のものづくり・商業・サービス生産性向
上促進、
高度連携促進に資する支援
３. 本県中小企業のものづくり補助金を活用した製品・
サービス等の販路開拓・販売促進支援
（フォローアッ
プ支援）

４. 県産品のブランド化及び海外展開も含めた地産外商
の取り組み、
並びに地域資源活用等の中小企業の新た
な事業分野開拓に関する支援
５. 次世代人材、
ものづくり担い手の育成及び海外人材活
用に関する支援

【２】組織化・運営支援活動
１. 中小企業組合の経営基盤強化並びに組織活性化に対
する支援

７. 組合等を基盤とした中小企業のＩＴ化推進

２. 中小企業・小規模事業者の組織化推進と育成に対す
る支援

９. 新たな外国人技能実習制度の周知、適正化及び日本
語教育に関する支援

３. 企業組合制度を活用した創業・起業の促進

１０. 官公需共同受注体制の整備・促進

４. 各種研修事業による組合等の人材育成の推進

１１. 中小企業倒産防止共済、小規模企業共済、退職金共
済、経営者総合保障共済制度、業務災害補償制度、総
合賠償責任保険制度、火災共済等各種共済制度の普
及促進

５. 組合事務局の強化・育成に対する支援
６. 中小商業・サ－ビス業の組織化及び観光・まちづくり
推進への協力及び支援

【３】調査研究、情報提供

８. 青年中央会及び組合青年部活動に対する支援

【４】中小企業に関する政策推進

１. 中小企業及び各業界の景況調査並びに情報提供

１. 中小企業政策の充実・強化に向けた提言活動

２. 情報誌、
ホームページ等による中小企業施策情報の発
信・提供

２. 中小企業団体全国大会
（開催：鹿児島県）への積極的
参加並びに決議事項実現化に向けた推進活動

３. 中小企業の労働問題等に関する実態調査・研究及び
情報提供

通常総会終了後の各種
事務手続きにご留意下さい
通常総会終了後には様々な事務手続きを行うことが法
で義務付けられており、それぞれに法定期間が定められ
ています。手続き漏れがないかご確認ください。
決算関係書類の
提出

所管
行政庁

役員変更届出

通常総会終了後
２週間以内
変更のあった日から
２週間以内
※全役員が再任した場合
には不要

定款変更認可申請

総会終了後すみやかに

代表理事の

就任した日から
２週間以内

変更登記

法務局
その他登記事項の
変更登記

※同一人が再選した場合
にも必要

原則として変更の
あった日から２週間以内
※年度末での出資変更登記につ
いては年度末から４週間以内

決算関係書類の提出を
お忘れなく
組合は毎事業年度、通常総会終了の日から２週間以内に、
事業報告書及び通常総会議事録（もしくは謄本）とともに、
決算関係書類を所管行政庁に提出することが法律上定めら
れています。所管行政庁では、組合が事業活動を行っている
かどうかを決算関係書類の提出の有無によって判断してお
り、３年連続して提出を怠ると休眠組合と見なされ、解散整
理の対象となります。必ず提出するようにして下さい。

〈決算関係書類〉
○財産目録 ○貸借対照表 ○損益計算書
○剰余金処分案または損失処理案
なお、中央会宛に2部（行政庁用1部、本会控え用1部）
ご提出
いただければ、本会経由で所管行政庁へ提出します。
〈お問い合わせ・提出先〉

高知県中小企業団体中央会
〒781-5101 高知市布師田3992-2 高知県中小企業会館４階

TEL 088-845-8870  IP電話 050-3537-1702
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！
い
さ
だ
く
ご活用

連携組織活性化支援事業
小規模事業者組織化指導事業

募集中！
！

▶▶連携組織活性化支援事業

経営力向上補助金（国内外での販路開拓、新たな事業展開等に！）
任意グループの立ち上げ期に必要となる経費をはじめ、中小企業組合等における新事業及び事業再構築等（新商品開発、
販路開拓、新たなサービス等の提供、情報発信の強化、既存事業の強化・見直し、BCP計画策定、展示会等への出展又は開催
等）の実現化に向けた取り組みに対して、事業費の一部を助成します。
【対

象】 中小企業組合等（ただし、県内に主たる事務所を置く組合等とし、
その構成員の3分の2以上が県内中小企業者
であるもの。
また共同出資会社並びに任意グループは3名以上の中小事業者で構成されるものとし、任意グ
ループにおいては原則本事業の完了日までに法人化を目指したもの。）
【補助金額】（下限）10万円 （上限）100万円
【補  助  率】 補助対象経費総額の2分の1以内

活性化支援（業界の現状分析や
課題抽出・ビジョン策定等に！）
中小企業組合等の活性化に繋げるため、専門家と連携
しながら内・外部環境の現状分析や課題抽出等を行い、
事業の見直しや改善計画、新たな取り組みの創出等に向
けた計画の策定・提案等を実施します。
【対
象】 中小企業組合等  
【経費負担】 利用者負担なし

課題対応支援
（専門家派遣による支援を行います）
組合運営における法律・税務・労働等の専門知識を要
する諸問題解決のために弁護士、税理士、社会保険労務
士等の専門家の助言による解決を図ります。
【対
象】 中小企業組合等
【経費負担】 利用者負担なし

課題調査研究事業（青年部向け）

新商品を
開発したい

組合や業界が抱える経営課題について、本会と組合青年部が連携し、
先進的な取り組みを進める組合又は企業への現地調査をします。
現地での取り組みの概要、経緯、結果等についてヒアリング調査を行っ
た後、調査結果について、青年部・親組合をはじめ、他の組合青年部、関
連組合に対して成果普及も併せて行います。
【対
象】 青年中央会会員青年部
【対象経費】 旅費、会場借料
【事  業  費】 24万円

▶▶研修会・講習会の開催支援

研修会を
開催したい

展示会に
出展したい

こんなニーズはありませんか？！

連携組織活性化支援事業・小規模事業者組織化指導事業
喫緊・高度な課題や先進的事例の研究、組合員の経営力強化を図るための技術等の習得を目的とした講習会等の開催を
支援します。なお、本会主催の講習会等に原則無料で参加する形式と、組合等が実施する講習会の開催経費の一部を助成す
る形式がありますので、
ご活用を希望する場合は、事前に本会にご相談下さい。
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くり
ものづ
担い手
業
育成事

ものづくりの基盤技術強化を図る
研修会等の報告及び開催案内

開催報告

◦溶接技術者研修

県内企業で溶接加工に従事する方を対象とした「非破壊検査セミナー」
（６月11日）
を、高知市布師田「高知ぢばさんセンター 多目的ホール」にて開催しました。
本セミナーは、非破壊検査技術（ＵＴ・ＰＴ等）の必要性・重要性を伝えると同時に、
後日開催を予定している超音波探傷・浸透探傷の研修への理解を深めて頂くことを
目的に開催したもので、講師として一般社団法人日本非破壊検査協会講師である株式
会社ジャスト西日本 代表取締役末包享志氏をお招きし、非破壊検査に関する基礎知
識等について講演いただきました。また、本県ものづくり企業における非破壊検査の
活用事例の紹介として、株式会社特殊製鋼所の品質保証部部長 山本達也氏より自社
の取り組みを紹介いただき、高知県立高知高等技術学校の尾﨑氏より非破壊検査の
試験制度について説明いただきました。
最後に、
希望者を対象に超音波探傷器の体験会を実施し、
参加者からは当該資格の
取得を前向きに考えたいという意見が出る等、当該検査技術の重要性を感じていただ
くとともに、資格取得を目指すきっかけとなるセミナーとなりました。

開催案内

ものづくり技術革新

ものづくり企業
IoT技術人材育成研修
開催
日時

7月24日水・8月７日水・
21日水・28日水
全日 午前９時～午後４時

開催
場所

に、手軽にIoT導入ができる「IoT学習HAT」
（ 高知工業高
等専門学校 嘱託教授（名誉教授）今井一雅氏が開発）
を活用して、IoT技術の基礎・活用技術の習得並びに
IoT等のシステム実現に不可欠なセンサ回路の設計・活
用技術の習得を目指した研修を行います。
【講

師】 高知工業高等専門学校
ソーシャルデザイン工学科
嘱託教授（名誉教授）
技術コンサルタント

今井 一雅 氏
博氏

   森山

10名（※先着順）

【研修概要】

製図の見方・
読図能力向上研修

お問い合わせ先

本研修では、IoT技術人材の育成を図ることを目的

【募集人員】

機械加工技術者研修

開催
場所

【研修概要】

高知職業能力開発短期大学校
「307教室」
香南市野市町西野1595 ー1

開催
日時

無料

参加者募集!

本研修では、製作図を読むために必要な知識の習得
を図るとともに、機械加工従事者が加工効率の視点か
ら設計者へ提案できる力の養成を目指し、基本となる
知識や事例等を交えて研修を行います。

7月30日火・31日水

【講

師】 機械・プラント製図１級技能士

浜田 昌宏 氏

両日とも午前９時～午後５時

高知ぢばさんセンター「多目的ホール」

【募集人員】

30名（※先着順）

高知市布師田3992ー 2

高知県中小企業団体中央会

連携推進部

TEL 088-845-8870 FAX 088-845-2434

担当

曽我部

小澤

髙瀨
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中央会だより

令和元年度高知県青年中央会
通常総会報告
本年度の事業実施につきまして、
尚、
一層のご協力をお願い申し上げます。

去る、５月21日（火）、高知市駅前町「ホテル高砂」において、令和
元年度高知県中小企業青年中央会通常総会を開催しました。定
刻午後５時より始まった会では、島田会長挨拶の後、会長を議長に
選出し、第１号議案「平成30年度事業報告、収支決算並びに剰余金
処分案承認の件」、第２号議案「令和元年度事業計画並びに収
支予算案決定の件」
、第３号議案「会則一部変更の件」が審
議され、それぞれ原案通り承認されました。
また、午後６時からは懇親会を盛大に開催し、出席
者一同、和やかな雰囲気のもと親睦・交流を深め午後
８時に閉会となりました。
島田会長
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懇親会の様子

家族揃って楽しめるゲームや、完売必至の人気商品がいっぱい！
！

第23回組合青年部まつりを開催します
高知県中小企業青年中央会

7月27日㈯ 午後6時〜9時
●場所 高知市帯屋町1丁目・2丁目商店街内
●日時

青年中央会の夏の恒例事業である組合青年部まつりを、７月27日（土）午後６
時から９時まで高知市帯屋町１丁目・２丁目商店街内で開催します。
本イベントは、会員青年部及び青年部員間交流の促進、また地域社会への貢
献を図ることを目的として、協同組合帯屋町筋主催の土曜夜市内に青年中央会
で出店ブースを構え、会員青年部が出店することにより実施しているものです。
当日は、会員11組合青年部が参加し、それぞれ趣向を凝らしたゲームや物販
のほか、青年部ＰＲ活動を行う予定です。
多くの皆様のご来場をお待ちしています。

［ 出店予定 ］
青年部名（順不同）

出店内容（予定）

高知県建具協同組合青年部

まな板・木製品の販売

高知中央電気工事業協同組合青年部

家庭用花火くじ引き販売、
アイスクリン販売、電流イライラ棒

高知県中古自動車販売商工組合青年部会

かき氷販売

（一社）
高知ビルメンテナンス協会青年部会
高知県印刷工業組合青年会
（一社）高知県自動車整備振興会青年部会

アイスクリーム販売、ゲーム等
メモ用紙の配布
スーパーボールすくい

高知県酒造組合土佐酉水会

土佐の地酒販売

高知県旅館ホテル生活衛生同業組合青年部

紙飛行機ダーツ、コイントス

高知市管工事設備業協同組合若葉会

ミニボーリング、
くじ引き

高知県板金工業組合青年部

折鶴加工実演による板金のＰＲ

高知県室内装飾事業協同組合青年部

カーテン・カーペット販売、
アイスクリン販売

へんしも情報 vol.219●
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中央会 だより

この夏は商店街へ ＧＯ！
今年の夏も、高知市・四万十市・四万十町それぞれの商店街でさまざまなイベントが開催され
ます。商店街毎に趣向を凝らした催し物が開催されておりますので、
ぜひ、
足をお運びください！

高知市

協同組合帯屋町筋

協同組合帯屋町筋（廣末幸彦理事長）では、
６月２９日（土）～７月２７日
（土）の毎週土曜日、県内最大の夜市である「土曜夜市」を開催いたしま
す。当日は、金魚すくいやヨーヨーなどの楽しい企画や、焼きそばやかき
氷などの美味しいモノがいっぱい！その他、
『 豆電球』ミニコンサートや青
年中央会によるゲームブース、物販ブース等、週替わりのイベントも予定
しています！ぜひ皆様足をお運び下さい。

高知市

●開催日／7月6日
（土） 板垣まつり
（6月27日
（木）〜7月10日
（水）七夕まつり）
●開催場所／天神橋通商店街
●お問合わせ先／御菓子司小笠原：088-875-2430

●開催場所、開催日／
天神橋商店街

7月13日
（土）、20日
（土）

東下町商店街

7月13日
（土）雨天の場合14日（日）

●お問合わせ先／天神橋商店街：0880-31-0280
東下町商店街：0880-34-4550

しばてんカード協同組合

しばてんカード協同組合（藤田俊宏理事長）では四万十町商工会と連
携して、7月12日（金）～8月2日（金）の毎週金曜日、四万十町上本町・本
町商店街にて高知県内で一番古い歴史をもち、今年で第50回を迎える
「金太郎納涼夜市」を開催します。
当日は、子供達が模擬店を出店する子供夜市やもちなげ、星空美術館
などイベントをたくさん用意しております。その他、8月10日（土）には花
火大会も開催されます！
「金太郎納涼夜市」へ是非お越し下さい！
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●お問合わせ先／協同組合帯屋町筋：088-824-8830

天神橋商店街振興組合・東下町商店街振興組合

天神橋商店街振興組合（國吉康夫理事長）では、
７月13日（土）、20
日（土）、東下町商店街振興組合（谷本みき理事長）では、
７月13日（土）
［雨天の場合14日（日）
］に「土曜夜市」を開催します。
当日は、ご当地アイドル、地元ミュージシャンによるミニライブ、カラオ
ケ大会などなどの歌声が響くなか、アームレスリングや中学生・高校生に
よる書道パフォーマンスなどパワフルなイベントも用意され、中村の夜
の街は大いに賑わいます。みなさまお誘いあわせの上、ご来街下さい。

四万十町

●開催場所／高知市中心商店街・帯屋町筋

天神橋通商店街振興組合

天神橋商店街振興組合（門田忠大理事長）では、恒例の「七夕まつり」
期間中に「板垣まつり」を開催します。
「七夕まつり」は、商店街のメンバーやお客様が作った七夕飾りがアー
ケード内を華やかに彩るお祭りで、期間中商店街には、誰でも自由に願い
事を書ける短冊を設置。アーケード内に飾ってもらえます。
また、板垣退助生誕の地にほど近いことから、毎年開催していた「板垣
生誕祭」を、没後100年である本年を機に「板垣まつり」としてリニューア
ル。餅つきや、おつりを100円札でもらえるサービスなど、楽しい催しが
予定されていますので、ご家族、ご友人をお誘い合わせのうえ、ぜひご来
街下さい。

四万十市

●開催日／6月29日～7月27日の毎週土曜日

掲載無料

●開催日／夜市：7月12日～8月2日の毎週金曜
花火大会：8月10日
（土）
●開催場所／四万十町上本町・本町商店街
●お問合わせ先／四万十町商工会：0880-22-0465

組合いんふぉめーしょんのコーナーを、組合活動のPR、イベントなどの告知にぜひご利用ください。
●中央会までどしどし情報をお寄せください！
！

高知卸商センター協同組合

高知卸商センター協同組合 創立 50周年記念式典を開催しました
高知卸商センター協同組合（町田貴理事長）では、去る５月２２日（水）、高知市上町「城西館」において、創立５０周年記念
式典を開催しました。当日は、来賓、組合員総勢１３０名のご臨席を賜り５０周年の節目を盛大に祝いました。
式典では、町田貴理事長の式辞に続き、中小企業庁長官賞をはじめ各表彰の受賞者に表彰状の授与が行われました。
【表彰受賞者の紹介】
中小企業庁長官賞
中小企業基盤整備機構理事長賞
中小企業基盤整備機構理事長賞
全国卸商業団地協同組合連合会会長賞
全国卸商業団地協同組合連合会会長賞

丸美商事株式会社
株式会社ケンシヨー
株式会社コマドリ
株式会社スリーキューブ
和光商事株式会社

代表取締役
代表取締役会長
取締役会長
代表取締役会長
代表取締役社長

松﨑郷一郎
町田 征興
宮内 久夫
中村 幸夫
今西
博

氏
氏
氏
氏
氏

また、創立５０周年記念事業として、国際デザイ
ン・ビューティーカレッジの学生の皆さんとコラボ
し、組合員企業５７社のポスターが作成され、
５月
２２日（水）から２８日（火）までの期間、蔦屋書店
にてポスター展を行いました。若い感性が溢れ個
性豊かなポスターに仕上がり、卸団地の組合員企
業を知っていただくきっかけになりました。今後
も当組合の活動にご注目ください。

高知県板金工業組合

第 71回全国建築板金業者

高知大会を開催しました

去る5月16日(木)、第71回全国建築板金業者高知大会(主催：全日本板
金工業組合連合会、一般社団法人日本建築板金協会)を高知市のくろしお
アリーナにて開催しました。
本大会は、全国の建築板金業者が一堂に会して親睦を深めるとともに、
団結を誓い合うことを目的としており、高知県板金工業組合（沖野東陽理
事長）は全板興業株式会社と共に実行を担当。全国各地から約2600名参
加のもと式典や展示会、表彰式が盛大に行われました。高知県板金工業組
合では、沖野東陽理事長と村上輝尚氏の2名が表彰されました。

高知県遊技業協同組合

児童養護施設に児童用図書（ゆずま図書）
300冊を寄贈しました
県内のパチンコ店で組織する高知県遊技業協同組合（秋太海理事長）
では、社会貢献活動の一環として、高知市内にある児童養護施設「愛仁
園」に児童用図書300冊を寄贈しました。
寄贈図書名は、組合マスコットキャラクター「ゆずまくん」にちなみ、
「ゆ
ずま図書」とし、令和元年初の通常総会の席上（5月22日）で、秋太 海理
事長から、
「愛仁園」渡辺誠園長に目録交付を行いました。

高知県遊協
キャラクター
ゆずまくん
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軽減税率制度への対応は
進んでいますか？

施策情報／中央会 だより

10月1日
!
スタート

ここが !
大事

すべての事業者の方々！

軽減税率制度は、全ての事業者の方々の対応が必要です！
！
食料品を扱う事業者だけの問題ではありません！
！

軽減税率（８％）の対象となる品目は、来客用のお茶やお弁当などの飲食料品や、定期購読している新聞など一部に
限られますが、本年10月1日から購入品を仕入税額控除の該当とするためには、総勘定元帳や請求書等に「軽減税率
対象品目である旨」の記載が義務付けられます。
また、消費税の仕入れ控除の対象とするためには、
「適格請求書」の保存が条件となります。
更に令和５年10月1日からは、免税事業者からの仕入れは消費税の仕入税額控除の対象とみなされなくなります。
皆さんの会社では、請求書や領収書などの準備はお済みですか？会計システムは、新しい制度に対応していますか？
令和５年10月１日は直ぐ来ます。助成制度がある今、これを見据えて対応しておきましょう！
！

■仕入税額控除の対象要件とするためには？
総勘定元帳や請求書等に
「軽減税率対象品目である旨」
の追加記載が義務づけられます。
（仕入税額控除
の対象要件とするためには、10％対象品目、
８％対象品目等の別を明記することが義務づけられます）

➡ 本年10月1日より！
■さらに請求書等に消費税額の明記も義務づけられます！
いわゆるインボイス制度のことであり、
「適格請求書」
等の保存が、
仕入税額控除の対象要件となります。
（当該保存方式による適格請求書等を備えた物品等でなければ、
仕入税額控除の対象とみなされません）

➡ 令和５年10月１日より！
■免税事業者にも大きく影響してきます！
消費税の仕入税額控除を受けるためには、
「適格請求書」
等の保存が要件となります。なお、
適格請求書発
行事業者登録制度において、
適格請求書を交付できるのは課税事業者に限られます。
（免税事業者の方は
交付できません）
すなわち、
免税事業者からの仕入については、
消費税の仕入税額控除対象とならなくなります。

➡ 令和５年10月１日より！
■軽減税率対策補助金、
キャッシュレス・消費者還元事業とは？
ポイント還元制度により、
キャッシュレス決済の増加が見込まれます。
飲食料品等を販売し、軽減税率対応が必要な事業者が、
複数税率に対応したレジ等を購入する場合や、
業種を限らず事業者がキャッシュレス決済端末等を導入する際の補助金制度、
支援策等があります。

➡ 軽減税率対応レジ導入完了期限 本年９月30日！
？ ここが知りたい！ここが分からない！ ？ そんな方はぜひご参加下さい！ ？

『消費税軽減税率対応セミナー』
を開催します！
軽減税率制度が導入されると、複数税率に対応した経理事務を行わなけ
ればならず、そのための処理が大変煩雑になります。
そこで本セミナーでは、制度の概要、軽減税率制度実施に伴う会計処理
をはじめ、レジ補助金など軽減税率への対応策について解説いたします。
多数のご参加をお待ちしています！

日時

令和元年７月10日
（水）14時～

場所

高知市高須「サンピアセリーズ」

『軽減税率・キャッシュレス対応フェア』
を開催します！

！

助金も

レジ補

プリペイド？

QR コードを中心に、キャッシュレス還元事業（仮）登録事業者ごとのブースやプレゼンの
機会を設定し、それぞれの特徴について直接お話しいただけるフェアを開催します。なお、
当日は、レジ補助金に関する説明時間も設けますので、ぜひこの機会に多数ご参加ください！
日時

令和元年７月18日（木）13時～

場所

高知市本町「高知サンライズホテル」

お問い合わせ先
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※なお、当該フェアの詳細については、
改めて文書にてご案内いたします。

高知県中小企業団体中央会 高知県商店街振興組合連合会
TEL 088-845-8870 FAX 088-845-2434

担当

デビッド
カード？
電子マネー？

小澤

QRコード？

山本（雄）

軽減税率対策補助金？ キャッシュレス・消費者還元事業？
制 度 概 要
軽減税率対策補助金

キャッシュレス・消費者還元事業

本制度は、飲食料品等を扱う中小・小規模事業者の軽減税率
対応を支援する目的から、複数税率対応のレジと併せて、付属
機器として決済端末を導入する際に係る費用を補助することと
しています。

本制度は、消費税率引上げ後の消費喚起と中小・小規模事業者
のキャッシュレス化を推進する目的から、決済手数料の補助に
加えて、キャッシュレス決済端末の導入に係る費用を幅広く補助
することとしています。

中小・小規模事業者が購入するもの
①複数税率対応のレジ本体
②レジに付属する機器
（決済端末を含む）
③設置に要する経費

本制度に参加する各決済事業者が提供するもの

必要な経費の１／４を

中小・小規模事業者が負担、
残りの３／４を国が補助

①キャッシュレス決済端末
②決済端末の利用に必要な付属機器
③システム利用料、設置費用等
④タブレット、スマートフォン等

自己負担なし

制度の活用パターン
中小・小規模店舗
飲食料品等を販売し
軽減税率対応が必要な事業者

複数税率対応のレジを
導入したい場合

レジの導入

軽減税率の対象となる
飲食料品等を販売していない事業者

複数税率対応のレジに併せて
キャッシュレス決済端末等も
導入したい場合

レジの導入

キャッシュレス決済端末等を導入したい場合

キャッシュレス決済端末等の購入

キャッシュレス決済端末等の導入

どちらの補助制度を
活用するかを選択

軽減税率対策
補助金を活用

軽減税率対策補助金を活用

レジ本体

レジ本体＋
決済端末等（付属機器）

費用の１／４が自己負担
（３／４を国が補助）

費用の１／４が自己負担
（３／４を国が補助）

キャッシュレス・消費者還元事業を活用

決済端末等

※本制度に参加する各決済事業者が提供するもの
※補助機関終了後も契約を継続する場合は、決済端末等も引き
続き利用可能

自己負担なし

（国が費用の２／３負担、決済事業者が費用の１／３負担）

軽減税率対応レジの導入・改修ポイント!!
ポイント

軽減税率対策補助金
（レジ補助金）

チェック

今使っているレジが複数税率に対応しているかレジメーカー等に確認する。
令和元年９月30日までに導入・改修、
支払いを完了し、
令和元年12月16日までに補助金を申請する。
●軽減税率対応レジの導入等支援

対 象 者：軽減税率の対象商品の販売を行っている中小の小売事業者等
補 助 率：原則３／４ なお、
３万円未満のレジ購入の場合４／５となります。
補助上限：レジ１台あたり20万円、
券売機１台あたり20万円
なお、
商品マスタの設定等が必要な場合にはプラス20万円で上限40万円
１事業者あたり上限200万円
完了期限：令和元年９月30日まで
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情報連絡員報告を中心とした

県内各業界の動向

2019年5月（前年同月比）
売 上 高
収益の状況
業界の景況

情報連絡員報告（令和 元年5月）

DI=
（増加、好転）
（減少、
悪化）
DI
（景気動向指数）
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…やや悪化

…悪化

食品団地

生コンクリート製造

5月度商況は、大型10連休の影響もあり、食品業界全
般の売上げが伸びた。特に観光関連で好調だったよう
である。県外向け商況も連休後を心配していたが、順
調な受注が多く見受けられた。

需要の低迷状態が続いている。前年同月比98％。

酒類製造

コンクリート製品

県内外共に不調。5月の異常気象（高温）も関係か、
消費の低迷が続く。

出荷数量は前年同月比116％。市況は、減少状況が
続いていたが、西日本豪雨による災害復旧工事の発
注により増加に転じる。

テントシート

機械団地

各種材料費の値上がりに伴う在庫数量も通常年度の
環境に戻った状況である。長い連休の影響か？

団地内の業況は、業種間でバラつきがあるものの概
ね横ばいで推移している。中小零細各社では従業員
や熟練技術者の人手不足に苦慮している。

木製品素材生産

刃物製造

搬入量については、スギは横ばい。ヒノキについて
は1割程度の減。価格については、スギ・ヒノキ共
に500円～1000円/㎥程度の下落。

新価格になった反動が少し有り、受注も若干少なく
なったように思われる。

製材

船舶製造

全般に低調で価格等市場に変化無く現状維持の状態
が続いている。

受注残の消化にて、操業度は高い水準である。

製紙（家庭紙）

珊瑚装飾品製造

家庭紙の中でも特にティッシュは、王子ネピアの工
場火災、海外品の流入減少等により、タイト感が強
まり製品値上げが浸透。しかし、今までの価格があ
まりにも安すぎる為、正常な価格に戻りつつある。

5月度製品会取引高は、前年度同月比63％であっ
た。小売店は、観光客は来るが高価なものは売れな
いと嘆いている。ネット販売も芳しくない。

印刷

卸団地

県内需要の官公需及び民需はまずまずに推移。県外
需要は一部業界が不調、他もいまいちな状況で、全体
的に振るわず前年割れとなった。

輸入原材料の高騰の影響もあり、景気が悪化してい
る業界もある。外食産業やホテルの仕入れは連休前
に集中しており、5月の売上は例年より少し減少し
た企業が多い。
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青果卸売

商店街（四万十市）

野菜果実共に平均キロ単価の安価安定の為、売上の
低迷及び収益の悪化を招いている。

大型連休には県外客が増え、ホテルや居酒屋は大忙
しで短期間の雇用が増えた。貸自転車で市内を回る
ツーリストも多かったようである。

生鮮魚介卸売

旅館・ホテル

マグロ、カツオ共順調に入荷。小物・地物の入荷量
が少なかった。買高はゴールデンウィークの10連
休の影響で減少したと思われる。

かつてない大型連休があったが、思ったほどの結果
ではなかった。繁忙時の人手不足感が深刻である。

各種小売（土佐市）

飲食店

今年のゴールデンウィークは売上増に期待したが、
長期という事で外出が増え、売上増にはつながら
ず。

観光シーズンの本月、県外客の集客が多い業態や立地
条件の店舗では売上が増加したが、その他は集客が少
なく売上が減少した。業界全体として景況は「やや悪
化」程度だが、店舗ごとの格差が非常に大きかった。

ガソリンスタンド

旅行業

原油市況は、世界的な原油需給の緩和感広がりなど
で、下落に転じている。本県市況は、元売り仕切り
の「値上げ局面」で転嫁までに時間を要するため、
5月下旬に値上げされた。

組合クーポン前年同月対比102％、全旅クーポンを加
味して117％。組合員が依然増加しない最中で、売り上
げは若干持ち直している傾向もみられるが、全旅クー
ポン売上増加による収益増加はまだ期待できない。

電気機械器具小売

一般土木建築工事

全商品平均でほぼ前年並み、エアコンは前年比
102％。大画面テレビ50インチ以上では４K８Kテレ
ビの比率が高まりつつある。

公共土木用生コン出荷量は、前月比121.9％、前年
同月比115.1％。公共工事請負金額は前年同月比で
260.6％。R1/5末時点の発注者別前年対比累計では、
国:79.9％、高知県:183.2％、市町村:206.7％である。

中古自動車小売

電気工事

前年同月と比べ、店頭在庫台数の減少。市場相場も
上昇傾向なので、店頭在庫として仕入れが出来な
い。消費者動向は変わりない。

組合員の施工する電力引込線関連の工事量は前年
同月比67%となった。中芸地区の伸びが大きいもの
の、高知中央・香長地区が減少した。

商店街（安芸市）

一般貨物自動車運送

GW期間中も特に客足は伸びず、通常とほぼかわらな
い状況だった。

組合実績は前年を下回った。組合員企業も燃料価格
の上昇、人手不足は深刻なままで経営は厳しい状態
が続いている。

商店街（高知市）

タクシー

中央公園地下駐車場利用状況 売上：前年比102.5％、
台数：前年比101.4％。大型連休の影響で中央公園で
の「こうち春花まつり」やひろめ市場を中心に多くの
人出で賑わい、飲食関係は好調であった。

実働１日１車当りの前年同月比営業収入：97.2％、
輸送回数：96％。当月の実働率は66.1％。
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● 制作発行

つな

人を継ぎ、組織を育む

高知県中小企業団体中央会
URL http://www.kbiz.or.jp

〒781－5101  高知市布師田3992－2  中小企業会館４階
TEL  088－845－8870 IP電話  050－3532－1702 FAX  088－845－2434
E-mail  info@kbiz.or.jp

