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湖国で輝く企業を訪ねて
で、持ち手を３本にして２人以上で持てるようにしたことで、女
性や子どもなど力のない人でも重いポリタンクを運べるのが特
徴です。
　原点となったのは、「現場が必要とするもの」「作業する人が
少しでも楽になるよう工夫する」という同社のものづくりコン
セプトで、異なる素材のプラスチックを継ぎ目なく一体成形し
ているところに、同社の技術が生かされています。
　ユニークなアイデアが注目されてメディアの取材を受けたほ
か、展示会に出展すると来場者の目を引くためか、同社の技
術について知ってもらえる営業ツールにもなっています。

技術力を強みに開発支援ビジネスに参入

　２年前、智子さんは、滋賀県産業支援プラザのトップランナー
育成支援事業に応募、毎月社内に専門家を招いて経営分析、
経営改善に取り組み、経営革新５カ年計画を策定しました。智
子さんは「たいへんでしたが、社員の意識が変わって、自社
の強みや課題が明確になり、みんなで一つの方向を目指せる
ようになりました」と評価します。
　そこで、助言されたのが自社製品にこだわるのではなく、
ブロー成形の技術力を売っていくということでした。具体的に
は、アイデアはあるけれど自社では作れない、さまざまな材
料で試作してみたいといった企業から、試作品を受注して製品
開発を支援する開発支援ビジネスへの転換を図っていくことで
した。
　プラスチック成形の大半を占める射出成形が量産向きであ
るのに対して、ブロー成形は量産向きではないものの、比較
的安く金型が製造できるため試作品づくりに適しています。
　さらに、試作受注は要求される技術や品質の難易度も高い
ため、ここを伸ばすことで、暉さんの特許技術を活かし、経営
の安定化を図っていけるうえ、さらなる技術力向上にもつなが
ることが魅力です。暉さんが、会長ではなく開発長という立場
で、自由に営業に行ったり開発に集中したりできるようになっ
たことも、これを後押しすることになりました。
　「承継は今、始まったばかり。会社経営のノウハウの伝授よ
り技術の継承こそが重要」と言う智子さん。「社長就任を機に
高い技術力を強みにできる会社を目指すため、５年かけて父か
ら技術を継承する計画を立てました。会社経営と技術力を身
につけて、ようやく本当の意味での承継が完了する」と考えて
います。
　新生トシプラとして再始動するにあたり、今年始めて高校新
卒の採用に取り組む予定で、技術を将来に引き継ぎ、新しい
発想をものづくりに活かすための戦力になってほしいと期待し
ています。

メーカーとして 
社会に貢献する 
ために
　同社では15年前から、
障がい者就労継続支援Ｂ
型の福祉サービスを活用
して、東近江市にある福
祉作業所に製品の仕上
げなどの手作業を業務委託してきました。永源寺にある空き
家を借り受けて、そこでも障がい者が作業できるようにしてい
ます。
　施設との関りをもつことで、障がい者の４人に１人が生活に
困窮するという実態を目の当たりにしたと言う智子さん。B型
事業所の全国平均賃金は約１万5,000円ですが、同社では倍
支払うとともに出来高とすることで就労意欲の向上につなげて
います。
　障がいのある人でも働きやすいように、仕事の出し方や作
業標準の改善にも配慮しますが、ボランティアではなく、あく
まで発注者と受注者という関係性の中で、仕事の仕上がりに
ついては高い精度を求めていて、こうした緊張感が双方の持
続可能性を高めることにつながると考えます。
　「障がいのあるみなさんは総じて仕事への意欲が高く、そう
いう人たちと仕事をすることで、社員の意識も高まる。誰もが
働ける社会の実現に向けて、まずは地域に目を向け、企業と
してできることから取り組んでいきたい」と語る智子さん。な
かなか見えにくい障がいのある人の貧困に目を向け、就労の
機会を創出することで、社会のさまざまな課題を少しでも解決
していきたいと考えています。

●人材を人財として、高い技術力で社会のニーズに応える
企業に成長する。

●開発支援型のものづくり企業へとシフトし、世界に誇る
製品づくりを目指す。

●障がい者の就労機会の創出など、仕事を通じた社会貢
献に取り組む。

本社／東近江市市原野町794番地
創業／1989年（平成元年）10月
従業員／6名
事業内容／プラスチック製造、
　　　　　ブロー成形用金型製作、
　　　　　試作品製作
HP  https://toshipla.com/

企業ポリシー企業データ

Message
技術力と人財を強みに共に成長し、
ものづくりの夢を共有できる企業へ

三姉妹が父の起こした事業を承継

　1989年に株式会社利川プラスチックとして設立、2015年
に社名を変更した株式会社トシプラは、ポリタンクやペットボト
ルなどを作る時に用いられるブロー成形をメインに、製品開発、
設計、デザインから金型製作までを手がけてきました。
　同社が得意としているブロー成形は、プラスチック成形全体
の５～７％というニッチな市場で、主力製品はケーブルや光ファ
イバーなどを通す地中埋設管を接続する継ぎ手で、この製品
の製造特許を独自に保有しています。接着剤を使わず内側の
不織布と一体成型できる技術は同社にしかないもので、全国
でも大きなシェアを誇っています。
　2018年に創業者の利川 暉さんから、次女、三女、四女の

三姉妹に事業承継が始まり、次女の智子さんが代表取締役社
長に就任して、工場長を務める三女、デザイナーの四女と三
姉妹で会社を運営することになりました。「三姉妹で役割分担
できたから、うまくスタートインできました」と智子さん。

下請けからの脱却を目指し、自社ブランド製品を開発

　28歳で会社を立ち上げた暉さんは、生産管理、営業、経
営などをすべてこなしながら、技術開発に取り組み、これまで
に11件の特許を取得しています。
　暉さんの願いであった自社製品を開発するため、父と三姉
妹が知恵とアイデアを出し合って2012年から開発に取り組み、
初めての自社製品『TANK-U』が誕生しました。ブロー成形
時に異素材の持ち手をインサート（挿入）して製造されたもの

代表取締役社長　利川　智子氏
株式会社 トシプラ

組立式浮桟橋ピアフロート

TANK-U
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　28歳の時、会社を辞めて父の仕事を手伝う決心をしたのは、私
と同じようにものづくりには関心がないと思っていた三女が、銀行
を辞めて家業を手伝うと言い出したからです。先に父と仕事をして
いた四女と姉妹三人で力を合わせたら、なんとかやっていけるので
はと、未経験の世界に飛び込みました。
　開発型にシフトするという方向性が定まり、そのためにも技術継
承をしっかりと行いながら、これからは営業にも積極的に出ていっ
て、安定のための攻めの経営に転じるつもりです。
　そして、人を増やし育てて、人材を人財として活用できるような
会社にするため、社員のみなさんには、自分の時給をどこまであ
げられるかを意識するような働き方をしてほしいと思っています。
父が開発した技術を大切に育てていって、大きく花咲かせるという
夢をみんなで共有していきたいと思います。
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DATA／TRANSITION

（単位：百万円・％）

保証申込
　保証申込は15,225件（前年度比385.4％）、2,771億64
百万円（同651.9％）となり、前年と比べ件数で11,275件増
加、金額で2,346億47百万円増加した。

 保証承諾
　保証承諾は14,381件（前年度比392.9％）、2,551億51
百万円（同680.9％）となり、前年と比べ件数で10,721件
増加、金額で2,176億78百万円増加した。
　今年度の保証承諾実績を制度別でみると、セーフティネッ
ト保証・危機関連保証は12,831件、2,379億42百万円と
なり、保証承諾に占める割合は93.3％となった。このうち、
無利子・無保証料の新型コロナウイルス感染症対応資金は
10,392件、1,724億28百万円となった。
　創業者向け保証制度は97件、5億71百万円、アシストラ
イン（プロパー協調融資保証）・リレーション（事業性評価
保証）の合算で35件、7億54百万円、ケイゾク（短期継続
融資保証通常枠・税理士連携枠・金融機関モニタリング枠）
は549件、66億42百万円、経営改善サポート保証は10件、
1億16百万円となった。
　１件あたりの保証承諾額は18百万円で前年と比べ750万
円増加している。また平均保証期間は102.7ヵ月と前年に比
べ50.2ヵ月長期化している。

保証債務残高
　保証債務残高は33,872件（前年度比127.3％）、4,027
億87百万円（同177.8％）となり、前年と比べ件数で7,263
件、金額で1,762億74百万円増加した。
　保証利用企業者数は15,587先で、前年と比べ2,555先
増加した。
　1先あたりの保証債務残高は2,584万円となり、前年と比
べ846万円増加した。
　今年度の保証債務残高を制度別でみると、セーフティネッ
ト保証・危機関連保証は14,625件、2,364億66百万円（う
ち新型コロナウイルス感染症対応資金は9,393件、1,545
億12百万円）、創業者向け保証制度は1,026件、36億26
百万円、アシストライン（プロパー協調融資保証）・リレーショ
ン（事業性評価保証）の合算で1,272件、150億34百万円、
ケイゾク（短期継続融資保証通常枠・税理士連携枠・金融
機関モニタリング枠）は2,012件、225億88百万円、経営
改善サポート保証は226件、43億23百万円、政策推進資
金保証（再生支援枠）は122件、11億93百万円となった。

代位弁済
　代位弁済は元利合計で102件（前年度比110.9％）、9億
40百万円（同133.8％）となり、前年と比べ件数で10件増
加、金額で238百万円増加した。

［上期の保証概況］　

保証承諾累計 2,552億円 （前年度比 680.9％）

保証債務残高 4,028億円 （前年度比 177.8％）

代位弁済累計 9億円 （前年度比 133.8％）

区　　分
令和２年度（上期） 令和元年度（上期）

件　数 金　額 件　数 金　額前年度比 前年度比
保　証　申　込 15,225 277,164 651.9 3,950 42,517 104.3

保　証　承　諾 14,381 255,151 680.9 3,660 37,473 100.9

保 証 債 務 残 高 33,872 402,787 177.8 26,609 226,513 97.9

代位弁済（元利） 102 940 133.8 92 702 49.4

令和２年度　主要数値及び概況説明

各表の金額は欄外に記載した単位未満を四捨五入していますので、合計欄と一致しないことがあります。

保 証 概 況
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保証承諾

平成30年度 令和元年度 令和2年度

Ⅰ 16,567 18,374 130,650

Ⅱ 20,583 19,099 124,501

Ⅲ 28,775 29,310

Ⅳ 21,707 24,822

累計 87,632 91,604 255,151

代位弁済（元利）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

Ⅰ 687 473 393

Ⅱ 736 229 547

Ⅲ 704 603

Ⅳ 589 478

累計 2,716 1,784 940

保証債務残高

平成30年度 令和元年度 令和2年度

Ⅰ 234,699 226,606 304,002

Ⅱ 231,305 226,513 402,787

Ⅲ 233,403 225,584

Ⅳ 230,565 223,733

四半期別保証状況推移表・グラフ
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前回調査と比べ悪化している。来期は改善の見通し。

　県内中小企業の景況と実態を調査するため、前回（R2.2）に引き続き、当協会の保証利用企業（500先）に対して①景況感に
ついて、また現在の状況を踏まえ②新型コロナウイルス感染症についてのアンケート調査を実施いたしました。回答の内容は
以下のとおりです。
　本調査は今後も継続し、県内中小企業の景況と実態を把握してまいります。
　本調査にご協力いただきました方々に対し、厚く御礼申し上げます。

●業況ＤＩ（好転―悪化）は前期が▲27.5で今期が▲79.3となり、
51.8ポイント悪化した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は▲49.5で、今期より
29.8ポイント改善の見込みとなっている。

●資金繰りＤＩ（好転―悪化）は前期が▲29.2で今期は▲60.8と
なり、31.6ポイント悪化した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は▲46.8で、今期より
14.0ポイント改善の見込みとなっている。

●採算ＤＩ（好転―悪化）は前期が▲35.7で今期が▲76.1となり、
40.4ポイント悪化した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は▲47.7で、今期より
28.4ポイント改善の見込みとなっている。

●生産と売上ＤＩ（好転―悪化）は前期が▲28.7で今期が▲79.3
となり、50.6ポイント悪化した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は▲51.4で、今期より
27.9ポイント改善の見込みとなっている。

調 査 対 象

実 施 時 期

配 布 数 回 答

回 答 率調 査 方 法

概 要 調 査

当協会の保証利用企業（500先）

令和2年8月

500通

無記名アンケート方式

222通

44.4％

※各表の割合は小数点第2位を四捨五入しているため、表中の合計と一致しないことがあります。

Report
中小企業アンケート結果

令和２年８月実施

1.  景況感について

業 況

前回調査と比べ悪化している。来期は改善の見通し。生産と
売上

前回調査と比べ悪化している。来期は改善の見通し。資金
繰り

前回調査と比べ悪化している。来期は改善の見通し。採 算

0.7

1.2

3.2 0.5

0.5

増加した増加傾向にある
変わらない減少傾向にある減少した
回答なし

好転した好転傾向にある
変わらない悪化傾向にある悪化した
回答なし

好転した好転傾向にある
変わらない悪化傾向にある悪化した
回答なし

従業員数業　種

（％）
（％）

（％）（％）

（％）（％）

（％）（％）

H30.9

H31.2

R1.8

R2.2

R2.8

来期

H30.9

H31.2

R1.8

R2.2

R2.8

来期

H30.9

H31.2

R1.8

R2.2

R2.8

来期

H30.9

H31.2

R1.8

R2.2

R2.8

来期

大変良くなったやや良くなった
変わらないやや悪くなった大変悪くなった
回答なし

21人以上
9.0%

6人以上20人以下
33.8%

５人以下
57.2%

製造業
17.6%

小売業
14.4%

建設業
22.5%

その他
6.3%

卸売業
5.9%

不動産業
7.7%

回答なし
0.0%

運輸・通信業
5.4%

回答なし
0.0%

H30.9 R1.8 R2.2 R2.8H31.2 来期
▲80
▲70
▲60
▲50
▲40
▲30
▲20
▲10
0
10 2.1

4.2

▲20.0
▲27.5

▲79.3

▲49.5

サービス業
20.3%

H30.9 R1.8 R2.2 R2.8H31.2 来期
▲80
▲70
▲60
▲50
▲40
▲30
▲20
▲10
0
10
20

14.6

▲8.9

4.2

▲28.7

▲79.3

▲51.4

H30.9 R1.8 R2.2 R2.8H31.2 来期
▲80
▲70
▲60
▲50
▲40
▲30
▲20
▲10
0
10 2.1

▲23.7
▲47.7

1.7

▲76.1

▲35.7

H30.9 R1.8 R2.2 R2.8H31.2 来期

▲21.5

▲3.4

▲29.2

▲60.8

▲46.8

0.0

▲80
▲70
▲60
▲50
▲40
▲30
▲20
▲10
0

1.0

1.5 1.5

13.58.3 56.3 18.8

25.0 2.147.917.77.3

14.150.425.98.9

35.414.610.4 3.136.5

39.323.011.1 23.7

1.5

1.2 1.2

1.5

19.87.3 43.8 28.1

31.97.4 43.7 14.1

2.2

3.1

35.326.93.4 7.626.9

25.25.0 37.8 26.1 5.9

25.28.1 54.8 9.6

22.77.6 42.9 22.7 4.2

25.2 5.043.721.05.0

11.746.830.49.9

28.78.8 53.2 6.4
1.8 1.2

2.3

38.6 14.631.612.9

37.4 43.38.2 8.2
1.8 1.2

1.4

13.1

0.5

47.735.1

6.836.556.3

1.4

0.9

45.5

58.1 34.2 6.8

37.8 12.6 2.7

46.8 15.8 2.733.3

54.5 38.3 6.8
0.5

27.5

53.2 40.1 6.3
0.5

41.0 23.9 5.4
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2.  新型コロナウイルス感染症に関する融資制度について

3.  新型コロナウイルス感染症の影響について

　「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方に向け
て、民間金融機関による実質無利子・無保証料の融資制度
があるのをご存じですか」という質問に対し、「はい」と回答
された企業が96.8％となりました。

　3の1について「受けている」と回答された企業に対し、
具体的な事例について聞いたところ、「注文や受注、生産量
の減少やキャンセル」と回答された企業が30.3％と最も多
く、次に「営業活動の低下」と回答された企業が23.8％と
なりました。

　3の1について「受けている」と回答された企業に対し、
事業活動における新型コロナウイルス感染症への対策状
況について聞いたところ、「金融機関からの資金調達」が
27.6％と最も多く、次に「公的支援の活用」が20.8％とな
りました。

　今後期待する支援についてお聞きしたところ「税制の優
遇措置」が24.4％と最も多く、次に「休業・事業損失への補
償金」が15.0％となりました。

　2の1で「はい」と回答された企業に対し、融資制度を利
用しているか聞いたところ、「はい」と回答された企業が
60.1％となりました。また、「いいえ」と回答された企業の
中でも「利用する予定あり」と回答された企業が20.6％と
なりました。

2．融資制度の利用状況について

1．新型コロナウイルス感染症対応資金の認知度について

はい
96.8%

23.8%

21.0%

10.5%

5.1%

4.9％　

2.1%

30.3%
注文や受注、生産量の

減少やキャンセル

資金繰りの悪化

仕入れ・納品の遅延

営業活動の低下

雇用・採用活動の中止・延期

従業員の出勤調整による
生産性の低下

新商品・サービス開発の中止・延期

2.3%その他

回答なし

※各表の割合は小数点第2位を四捨五入しているため、表中の合計と一致しないことがあります。

回答なし 0.5%

いいえ
2.7%

4.  期待している支援について

　「新型コロナウイルス感染症の影響を受けていますか」と
いう質問に対し、「受けている」と回答された企業が86.5％
となりました。

2．具体的な事例について

3．事業活動における新型コロナウイルス感染症への対策状況について

1．新型コロナウイルス感染症の影響を受けているかについて

0.0%

20.8%

16.2%

9.5%

6.5%

5.7％　

5.5%

27.6%金融機関からの資金調達

感染予防対策

商品・サービスの提供方法見直し

公的支援の活用

新たな商品・サービスの開発

営業活動・打ち合わせの
オンライン可

設備投資計画の延期・縮小

従業員、給与の削減

別拠点での代替生産や販売

販売拠点数の縮小・一時閉鎖

5.1%

1.3％　

1.3％　

0.4%その他

回答なし 0.2%

15.0%

14.7%

10.4%

7.2%

6.3％　

5.5%

5.5%

24.4%税制の優遇措置

融資

国民定額給付による経済政策

休業・事業損失への補償金

世帯給付金による需要喚起

公的資本注入による自己資本増強

従業員の失業対策・雇用支援

国内販路開拓支援

事業承継・引継ぎ支援

IT 導入相談

特段の支援は求めていない

3.0％　

2.5％　

1.2%

2.0%

起業・創業支援

窓口・オンラインでの個別相談

その他

回答なし

1.0%

0.8％　

0.5%

9.2%

20.6%

60.1%

8.7%

1.4%

はい

いいえ
（利用する予定なし）

いいえ（無回答）

いいえ
（利用する予定あり）

回答なし

受けている
86.5%

回答なし 0.9%
受けていない
12.6%
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公式LINE
新規お友だち登録キャンペーン実施中！

応募締切：11月30日（月）

※応募回数はお一人様につき、1回とさせていただきます。
※滋賀県信用保証協会はキャンペーン実施にあたり、応募された方の個人情報を取得します。
取得した個人情報は本人確認、景品の発送、お問い合わせ対応以外の目的には利用いたしません。

当協会ノベルティグッズ
Present　Campaign

　当協会では、SDGsの普及活動の一環として、「使えば分かる！
SDGsメモ」を作成いたしました。このメモ帳はめくるたび、17
目標を目にしてSDGsを学べることをコンセプトにしていることが
特徴です。
　そこで当協会公式ＬＩＮＥの新しいお友達になっていただいた方
に、「使えば分かる！SDGsメモ」をプレゼント！
　応募締切は11月30日（月）まで！ 多数のご応募お待ちしてお
ります。

×

ストーンペーパーの
製造に工業廃水を
出しません。

製造時のCO２排出量は
一般紙の約1/2。

原料に木材やケナフを
使用しません。

SDGsメモはストーンペーパーで作られています。
ストーンペーパーとは、石灰石から抽出した無機鉱物粉末で作られた紙で、
原料に木材やケナフを一切使用しないノンパルプの新素材です。

応募方法 登録方法
step① 「滋賀県信用保証協会」 をお友だち登録
step② 送られてきたメッセージをタップ
step③ 必要事項を入力して完了

登録方法① 「滋賀県信用保証協会」で検索
登録方法② 「ＱＲコード」を読み取り

CO2

NEW

森林保護 水資源保護
CO２

地球温暖化対策

Car shop
123

9：00～19：00 15：00～25：00

P有
日曜・祝日休 日曜・祝日休

犬上郡豊郷町高野瀬158-2
☎ 0749-20-3436

線
幹
新
道
海
東

豊郷
高野瀬

沢

丸善

豊会館

豊郷小学校
旧校舎群

くら寿司

近江鉄道
本線

8

S
サルーテ

ALUTE
Bar

124

［HP］salute-kusatsu.jp
［Instagram］SALUTE.KUSASTU

Pなし

草津市大路1-16-28 Qualia大路2F
☎ 077-565-1233

線
湖
琶
琵
R
J

サンサン通り平和堂

滋賀銀行

小汐井
神社

近鉄
百貨店

渋川

大路3

口
東

王将

京都
信金

1草 

津

Personal gym
125

　多彩なクラフトビールやウイス
キーを片手に、気軽な会話を楽し
める大人の空間。「草津を元気に
したい」との思いでオープンした
駅近のバーは、女性一人でも訪
れやすく、仕事終わりの一杯や2
軒目使いにも重宝しそう。

☎ 070-1788-6439

仰木口 堅田高

堅田小

堅田中

東洋紡 神田
神社 堂

御
浮

至堅田駅

至雄琴

伊豆神社

558

セブン
イレブン

線
西
湖
R
J

湖
わ
び

検索検索 検 索検 索West Coast 堅田 あきずや

car shop L
ル ー プ

OOP

Purchase specialty store
126

　ダイエットやボディメイク
はもちろん、腰痛や肩こりな
どの悩みにも対応してくれる
人気のパーソナルトレーニン
グジム。プライベート空間だ
から集中して通えるのもうれ
しい。オンライントレーニン
グも開講中。

　新車・中古車販売に加え、車の整備・修理など
様々に対応してくれるカーショップ。これからの時
季はスタッドレスタイヤへの交換やバッテリー交換
などが人気。車に関する質問や疑問を何でも相談
してみて。

P有（3・6番）［HP］westcoast-shiga.com

ピーチフェスタⅡ 102号室9：00～22：00

水曜、第2・4火曜休P有
10：00～18：00日曜・祝日休

守山市浮気町337-8大津市本堅田3-18-14永勘テナント参番館2N号室
☎ 077-581-2233

守  山

油池

西口

東口

梅田町
セルバ守山

セブンイレブン

岡町

JR琵琶湖線 11

買取専門店 あきずや

アナタのお店を紹介します！

PERSONAL TRAINING GYM　
West Coast

ウェストコースト

出張買取も
やってます！

　貴金属やブランド品をはじ
め、古銭や切手、骨董、美術
品などあらゆる品物を丁寧
に査定し買取。思い出の品や
家庭に眠っているジュエリー
など、何でも査定OKなので
気軽に相談を。出張査定も
承っている。
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とりちゃん野
や す

洲本
ほ ん て ん

店

Patisserie
127

11：00～17：00　 8：30～17：30

不定休　Pなし
※商品が売り切れ次第終了 日曜休、年末年始休

草津市大路1-8-15 クロスアベニュー草津 B107
☎ 090-7097-8211

草 

津

線
湖
琶
琵
R
J 平和堂

滋賀銀行

小汐井
神社

近鉄
百貨店

渋川

大路3

口
東

京都
信金

1

デイサービスおかげさん
Day surviece

128

　利用者と職員が互いに支
え合い笑い合える施設を目
指し、ほっとくつろげる空間づ
くりを心がけているデイサー
ビス。認知症などへの適切な
ケアを行いながら、利用者そ
れぞれの役割や過ごし方を
尊重し自立を支援している。

※延長もあり
［Twitter］okagesan_kaigo ［HP］hirara2020.com

［HP］patisserieokamotobake.com
［Instagram］patisserie_okamoto_bake

P有

大津市黒津2-1-11
☎ 077-546-8801

川
田
瀬

フレンド
マート

南郷水産
センター

京滋バイパス

セブン
イレブン

29
422

黒津2

南郷洗堰

黒津2東

Yakitori
129

☎ 077-587-2323

野 洲

市三宅

JR琵琶湖線

京セラ
野洲工場ローソン 西友

北口

2

P
パ テ ィ ス リ ー

ATISSERIE O
オ カ モ ト

KAMOTO B
ベ イ ク

AKE

Beauty salon
130

　天然の備長炭で焼き上げ
る、表面はパリッと中はふっ
くらジューシーな焼鳥が看
板メニュー。希少部位も味わ
える自慢の焼鳥は、1本110
円～とお値打ち。当日飲み
放題が1,518円とお得で、6
～10名の少人数宴会にも対
応可能。

　多彩なムースケーキや焼き菓
子などがずらりと並ぶパティス
リーのおすすめは、厳選したア
メリカ産ピスタチオを使ったス
イーツ。ピスタチオケーキ480円
やピスタチオのフィナンシェ200
円などに注目を。

P有

この3Kgの脂肪、落としませんか？ 最近話題のエンビロンを使用

P有
［HP］torityann.com
［Instagram］torichan_yasu

近江八幡カンキビル203日～木曜17：00～24：00（LO23：30）

不定休月曜休（祝日の場合は営業）
9：00～20：00（当日受付17：00まで）金・土曜～25：00（LO24：00）

近江八幡市堀上町130-1野洲市市三宅2458
☎ 0748-33-7788

近江八幡
至R8 JR琵琶湖線

川
鳥
白

中村町

所
役
市

り
通
前
駅

善
丸

中小森町

2

ビューティサロン・みどり

アナタのお店を紹介します！

らーめん塩
しおじゃん

醤

「おかげさんで」
という気持ちを
大切にしています

Orthopedic clinic
131

8：30～11：30 18：00～24：00

日曜・祝日休、水・土曜午後休
16：00～19：30 （フードLO23：00・ドリンクLO23：30）

甲賀市甲南町寺庄1148-1
☎ 090-1134-8619 日吉神社

甲南中
甲南高

ザ・ビッグ

杣川

ローソン

駐在所
六角堂

至甲賀

4

4

寺 庄

野尻

JR草津線

創
そうさくりょうり

作料理 まる
Japanese pub

132

　彦根・ベルロード沿いに店
を構える創作居酒屋。マー
ボー豆腐やトリチリ、トリマヨ
など趣向を凝らした中華系メ
ニューのほか、だし巻きやか
ら揚げなど定番の肴も用意。
宴会コースは4,000円～で、
貸し切りの相談も可。

P5台P有
月曜休

彦根市平田町588-1
☎ 0749-24-4620

湖
わ
び

芹川

彦根
市立病院

TSUTAYA

路
道
周
湖

後三条町西

戸賀町西

至彦根城

パリヤ

2

AOKI

Ramen shop
133

　「漁師街にある居酒屋」を
テーマに、毎日京都の市場か
ら仕入れる新鮮な魚介が評
判。旬の魚や大ぶりの貝類を
お造りや炭焼きで楽しませて
くれる。30種ほど揃う、滋賀
の地酒や全国で名の知れた
銘柄の日本酒もぜひ。

　丸鶏と大量の野菜を低温
で煮込み、透き通った上澄
みだけを使った鶏スープが
真骨頂。おすすめの「柚子塩
らーめん」850円は、ほのか
に香る柚子が食欲をそそる
一杯。全粒粉の中太麺との相
性も抜群。最新情報は公式
SNSで確認を。

　35歳以上の美しくなりた
い女性のための癒やしのサ
ロン。お腹周りに効く耳つぼ
ダイエットや美容効果の高い
パワープレート、若返りフェイ
シャルなど多彩なメニューで
キレイを叶えてくれる。お得
な回数券やキッズスペース
も用意。

11：30～14：00

不定休　P有
※スープがなくなり次第終了
※定休日や最新情報は公式LINEで

17：00～24：00

蒲生郡日野町松尾1-6
☎ 電話番号非公開

477
307

松尾北

松尾 大窪

河原

日野小
日野中

日野
記念病院

役場

セブンイレブン

フレンドマート

滋賀銀行

41

ひらら接
せ っ こ つ い ん

骨院

Japanese pub
134

［HP］sumibiinoya.jp

17：00～24：00

Pなし
月曜休

野洲市北野1-21-37
☎ 077-535-7765

お気軽に
お越しください

自慢のメニューを
ぜひ味わって
ください

　「地域に恩返しがしたい」と
オープンした接骨院。柔道整
復師の資格を持つスタッフが
常駐しており、丁寧なヒアリ
ングと的確な施術で評判。腰
痛やねんざといった症状をは
じめ、スポーツ障害の治療な
ど様々に対応する。

2Fには半個室を
完備しています！

京セラ野洲工場

JR琵琶湖線
至R8

山
守
至

野 洲

2
野洲駅北口

北口

炭
す み び

火 いのや
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セーフティネット保証について

【利用できる指定業種の変更】

【指定期間】

令和2年5月1日～令和3年1月31日　　　　　
　　　全業種　（中分類　85業種）

令和2年2月1日～令和3年1月31日

1.経営安定関連（セーフティネット）保証4号について

2．経営安定関連（セーフティネット）保証5号について

３.危機関連保証について　令和二年新型コロナウイルス感染症

【現在の指定】
①令和二年新型コロナウイルス感染症
　（※指定期間の終了日：令和2年12月1日）
②令和元年台風第十九号に伴う災害
　（※指定期間の終了日：令和2年11月11日）

※セーフティネット保証4号の現在の指定は、
　中企庁ＨＰをご覧ください。

※指定期間が延長される可能性があります。
　掲載情報は令和2年9月18日時点のものです。

滋賀県ホームページは
こちらから

※セーフティネット保証5号の現在の指定業種は、
　中企庁ＨＰをご覧ください。

※危機関連保証の現在の指定期間は、
　中企庁ＨＰをご覧ください。

③令和二年七月豪雨による災害
　（※指定期間の終了日：令和2年11月5日）

　県内中小企業の9割近くを占める小規模企業は、地域の経済や社会の担い手として大変重要な役割を果たしています。
滋賀の経済や社会が今後も持続的に発展していくためには、小規模企業をはじめとする中小企業の活性化が必要不可欠と
なっています。
　そこで、滋賀県では10月を「滋賀県ちいさな企業応援月間」として、関係者が連携し一体となって、情報発信や支援策、
諸活動等を強化し積極的に実施することと定めています。
　この「滋賀県ちいさな企業応援月間」において、当協会も中小企業・小規模事業者の皆さまへの支援をより一層積極的
に取り組んでまいります。

10月は「滋賀県ちいさな企業応援月間」です！
お知らせ

詳細は滋賀県ホームページをご覧いただくか、下記へお問い合わせください。
滋賀県商工観光労働部　中小企業支援課
ＴＥＬ
ＦＡＸ
Ｍａｉｌ

：077-528-3733
：077-528-4871　
：fb00@pref.shiga.lg.jp

『よくわかる創業サポート研修』を
開催しました！

　令和2年7月30日(木)、コラボしが21にて『よくわかる創業サポート研修』を開催し
ました。
　セミナー当日は、これから創業を目指す方・創業5年未満の方13名にご参加いただ
きました。参加者には、入り口での検温と手の消毒、マスクの着用にご協力いただき、
会場内の換気も十分に注意し新型コロナウイルス感染防止に配慮した上での開催と
なりました。

　本セミナーでは、ミナト経営株式会社 代表取締役 田内 孝宜氏

を講師にお迎えし、創業時に必要な経営・財務・人材育成・販路開

拓の4つの分野について、わかりやすくご講演いただきました。ご

講演の合間に、自由に意見交換を行う時間もあり、活発な交流が

図られました。

主催：滋賀県信用保証協会・大津商工会議所

　セミナー後に行ったアンケートでは、
「経営・起業が初めての不安が大きかったが、少し気持ちが楽になった。」
「改めて頑張りたいと思った。」
「ランチェスター戦略、Teamビルディング学びたい。」
といったお声をいただきました。
　皆さまからいただいた貴重なご意見は、今後の当協会の創業支援の充実に活用してまいります。
　今回、本セミナーにご参加いただいた皆さま、ご協力いただいた関係機関の皆さまには、この場を
借りてお礼申し上げます。

当協会の取り組み
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経営診断のご案内パンフレットのご案内

滋賀県信用保証協会では、この他にも中小企業者のライフステージに
即した保証制度をご用意しています。
※各制度の詳細はパンフレット・ＨＰをご覧ください。

　中小企業者との対話を通じた定期的なモニタリング
の実施と事業性評価に基づく経営支援を受けているこ
とで、いっそう幅広い資金調達が可能になります。

　近畿税理士会に所属する税理士または税理士法人（以下、
税理士等）の関与によって中小企業の会計に関する基本要領
に基づいた会計処理をしている中小企業者を評価し、資金繰
りの円滑化及び事業の発展に資することを目的とします。

ケイゾク

POINT

金融機関モニタリング枠

会計力

POINT

ＨＰ 保証制度のご案内
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BIZ.COLUMN

待ったなし！ 
事業承継

［公認会計士・税理士・産業カウンセラー］
事業会社における経営管理や労務管理等の実務経験を活かし、
専門家としてM&A・経営改善・不祥事対応から創業や農業経営な
ど幅広い支援を行う。

滋賀県事業承継ネットワーク事務局
事業承継コーディネーター 内海　靖

人事労務
Information

社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ
竹谷　保宣特定社会保険労務士

1．事業の所有的側面と経営的側面
■所有について
　一般的には自社株や事業用資産・負債を掌握・管理するこ
とといわれます。
　売買・贈与・相続といった方法により移転することができ、
準備の有無が税金などに影響することもあります。なお、個
人事業では各個別資産・負債の移転を行う一方で、法人では
法人格の所有権の移転（例、株式の移動）が焦点となります。

■経営について
　一般的には権限やノウハウを駆使して事業や組織を整え、
運営することといわれます。
　具体的には、経営理念・方針を策定の上、人脈や権限を利
用するとともにノウハウを創出し、様々な組織内制度を整備
しつつ、取引先との率先的な関係を構築することなどが挙げ
られます。

（“所有”と“経営”が一致している場合、分離している場合）
　「オーナーと経営者は、同じ意味ですよね？」と言われること
があります。
　確かに、個人事業や小規模企業では、オーナーが経営され
ていることが多いと思います。しかし大企業では、経営者が持
分の全て若しくは過半を持つことはあまりありません。例え
ば株式会社では、株主総会において出席株主の議決権の過
半数で取締役を選任します。そして取締役の互選等により代
表取締役を選出します。必ずしも株主が経営者でなくてもよ
く、経営の専門家に託す仕組みもあります。

2．株式会社における株式の分散について
⑴　株式会社における株主の権利
　株主の権利は、会社法により株式の保有割合等に応じて定
められています。

　完全オーナーであれば思惑通り代表取締役の選任まで可
能ですが、その支配比率が低下すると徐々に支配力も低下す
るとも言えます。一般に、議決権の過半数を有していればた
いていの影響力を発揮できますが、単独で特別決議（例えが
法人の基本ルールである定款の変更）までは行えません。そ
のため、経営に関する重要事項を単独で決定していくために
は、３分の２以上の株式保有が望ましいと言われます。なお、
少数であってもその気になれば会社経営にときに水をさすこ
とも可能とも言えます。

⑵　株式分散によるリスク
　中小企業では、従前の名義株主（※1）や相続等により、或
いは今後株主の相続（遺留分（※2）請求を含む）等により自社
株式が分散されることもあるかと思います。（個人のみでなく
親族を単位として考えることもできると思います）その場合、
多様な意見を反映できるようになっているのですが、次のよ
うなリスクがあるとも言われます。

①経営方針が定まらない
②株式買取り請求される、また想定外の資金流出を伴う
③Ｍ＆Ａなど企業再編を進めるうえで支障が生じる
④株主代表訴訟の懸念がある

※１　名義株主は、実際に出資はしていないが名義上株主
になっているもの。平成2年商法改正前では設立時発
起人は７名必要とされ、資力のない発起人が株主に
なっている場合がありました。

※２　遺留分は、遺言書にかかわらず法定相続人（兄弟姉
妹除く）が相続できる権利のこと。例えば全財産を事
業承継者に譲る遺言を残したとしても他の法定相続人
から遺留分の請求が可能となります。

　後継者に全てを引き継ぐつもりであっても事業の継続・発
展に懸念されることがあれば、早めに長期的視野にたった検
討をされることをお勧めします。

事業の所有的側面・経営的側面と株式会社における株式の分散について

最低賃金（滋賀県）が10月1日より868円（時給額 令和元年から2円引き上げ）となります！
～月給制の場合の最低賃金額以上かどうかの計算のしかた、など～

Ⅰ．どうやって最低賃金が決まるの？
　まず、「中央最低賃金審議会」という公益代表、労働者代表、使用者
代表で構成される会議により審議され、そこで最低賃金が決定されます。
　これを踏まえて、滋賀県労働局が「滋賀地方最低賃金審議会」に諮
問し、「滋賀地方最低賃金審議会」がその最低賃金の額の審議を行い
ます。この審議を経て、滋賀県労働局に答申します。
　これを受けて、滋賀労働局長は、異議申し立てがなければ、官報公
示を経て、決定されるのです。
　今年は、「中央最低賃金審議会」による最低賃金の決定が見送られた
ため、各地方最低賃金審議会では、最低賃金を昨年額に据え置く都道
府県と、少額の引き上げを行う県に二分されました。
　滋賀県では2円引き上げられることになり、時給額868円。効力発生
は令和2年10月1日の予定です。

Ⅱ．最低賃金の種類
　最低賃金の種類は、実は２種類あります。地域別最低賃金と特定最
低賃金です。

　地域別最低賃金とは、どんな労働者にも産業や職種は問わず、平等
に与えられた最低賃金のことです。滋賀県の事業所で働く全ての労働
者に対してこの権利が与えられています。
　滋賀県の場合は、時給額868円です。

　特定最低賃金とは、その名のとおり、特定の産業に対して定められた
賃金のことで、地方最低賃金審議会の調査審議を経たのちに労働局長
により決定されます。
　滋賀県の場合は、「滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、
炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業最低賃金」が時給額922円。「滋賀
県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金」
が930円。「滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・
レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機
械器具製造業最低賃金」が914円。「滋賀県自動車・同附属品製造業
最低賃金」が934円があります。
　（特定最低賃金は、ここ数年毎年12月29日改定しています）

Ⅲ．なぜ都道府県により最低賃金が違うの？
　まず、地域別最低賃金では、東京都が一番高く一番低いところと時
給額で200円以上の格差があります。たとえば以下のとおりです。 

（滋賀県　868円）
　東京都  1,013円 / 神奈川県  1,012円 / 愛知県　927円
　大阪府　 964円 / 京都府 　　909円 / 兵庫県　900円
　沖縄県　 792円 / 北海道 　　861円 / 福岡県　842円など
　では、なぜ各都道府県により最低賃金額が違うのでしょうか。
　違う理由として、各都道府県により物価の高さや賃金相場の高さなど
が異なることがあげられます。

Ⅳ．最低賃金の対象となる賃金は？
　最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最
低賃金の対象となります。
　①　臨時に支払われる賃金（結婚手当など）
　②　1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）
　③　所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（時間外勤務手当など）
　④　所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（休日出勤手当など）
　⑤　22時から翌5時までの間の労働に対して支払われる賃金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（深夜勤務手当など）
　⑥　精皆勤手当、通勤手当、家族手当

Ⅴ．最低賃金額以上かどうかの計算方法は？
　最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法
で比較します。（滋賀県地域別最低賃金868円）
　（1）時間給制の場合

時間給≧最低賃金額（868円）
　（2）日給制の場合

日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額（868円）
　（3）月給制の場合

月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額（868円）
　（4）出来高払制その他請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他請負制によって定められた賃金÷
出来高払制その他請負制によって労働した総労働時間≧
最低賃金額（868円）

　（5） 上記（1）（2）（3）（4）の組み合わせの場合
各 （々1）（2）（3）（4）の式で時間額に換算し、それを合計した額
≧最低賃金額（868円）

　上記のように、最低賃金に含まれない手当や自社の賃金が最低賃金
以上かどうかの計算も複雑ですので、ぜひ専門家にご相談ください。

（記事責任）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ　竹谷　保宣

賃 金 定額給与 所定内給与 基本給

臨時の賃金
（結婚手当など） 諸手当

賞与など 所定外給与 時間外
勤務手当

⬅
この部分が
最低賃金の
対象となり
ます。
※ただし諸手当
のうち精皆勤
手当、通勤手
当、家族手当
は最低賃金
の対象とはな
りません。

休日出勤
手当

深夜勤務
手当

議決権割合 株主総会を通じて行使できる主なもの
100％ 基本的に会社に関する全てのことを意思決定できる

3分の2以上 株主総会の特別決議が可能
（例、取締役の解任、合併や解散、定款の変更など）

２分の1超 株主総会の普通決議が可能（例、取締役の選任など）
３分の1超 特別決議を単独で阻止することができる
3％以上 株主総会の招集、会計帳簿の閲覧の請求ができる
議決権あり 株主総会に議題を提出することができる
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素材提供：株式会社八重洲出版、太郎坊宮、
　　　　　日野観光協会、ほりかふぇ

　古くから天狗が住むと言い伝えられている、三角形に
そびえたつ太郎坊山。700ｍほどの距離にある中腹の駐
車場までは、厳しい坂が続く。上った先には町全体を一
望できる見事な景色が待っている。

　時代劇のロケ地としても
有名な八幡堀が目の前の
絶好のロケーションにある
お食事処・カフェ。風情あ
る八幡堀テラスで、ちょっ
ぴり贅沢に近江牛ランチを
味わってみては。テラス席はペット同伴ＯＫ。
ペットメニューあり。

biwaichigram

SHIGA_GUARANTEE西大路のコスモス畑

鈴鹿スカイラインに続く国道477号沿い、滋賀農業公園ブルーメの丘や周辺の休耕田では、毎年10月中旬から下旬にかけてコスモス畑が見ごろ。開花時期にはピンクと白の花の絨毯が一面に広がる。
#西大路のコスモス畑　#秋の訪れ

biwaichigram

Start

Goal

サイクルボール　～日本7大1周制覇の旅～
日本の「7大１周」を制覇する、
　　　アプリを使ったスタンプラリー。
■開催日程：
　令和2年8月1日（土）～令和3年3月28日（日）
■参加費無料
　アプリ「ツール・ド」をインストールし参加。
https://tour-de-nippon.jp/cycle-ball/

サイクルボール

西大路の
コスモス畑

太郎坊宮

近江鉄道

ほり
かふぇ

　自転車をそのまま乗せられる近江鉄道サイクルトレインで、八日市
駅から日野駅まで乗車。北は米原駅、西は貴生川駅まで自転車の持
ち込みが可能となっている（彦根駅のみ持込不可）。電車を待つ時間
も、目的地まで揺られる時間も、愛車と旅をする思い出の1つになる。

BIWAKO

HORICAFE

OMITETSUDO

NISHIOJI

TAROBOGU

近江八幡・
 東近江
　　  エリア

商工会議所からのお知らせ

経営をしていると、思わぬトラブルが起こることがあります。
そんな時も早めに専門家に相談することで乗り越えられることも多いのです。

仕事の
受注が減った

事業を
転換したい

取引先が
倒産した

労務トラブルが
発生した

事業を
改善し赤字を
解消したい

事業承継
について
検討したい

債権を回収
したい

経営に関するお悩みやトラブルを
専門家が無料でアドバイスします！

こんな時に
ご利用ください
秘密厳守

経営安定
無料相談

● お申込み・お問合せ

大津商工会議所　
長浜商工会議所　　　  
彦根商工会議所　　　  
近江八幡商工会議所　  
八日市商工会議所　　  
草津商工会議所　　　
守山商工会議所
滋賀県中小企業相談所専門指導室

大津市打出浜2 1コラボしが21 ９階

長浜市高田町12 34　　　　　　　

彦根市中央町3 8

近江八幡市桜宮町231 2

東近江市八日市東浜町1 5

草津市大路2 11 51

守山市吉身3 11 43

大津市打出浜2 1コラボしが21 ９階

TEL. 077-511-1500 

TEL. 0749-62-2500

TEL. 0749-22-4551 

TEL. 0748-33-4141

TEL. 0748-22-0186

TEL. 077-564-5201

TEL. 077-582-2425

TEL. 077-511-1504
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