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湖国で輝く企業を訪ねて
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きっかけは、その保証でありたい
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LINE 新規お友だち登録
キャンペーン実施中！
「使えばわかる！SDGsメモ」
登録者全員にプレゼント！ ※詳細は P.9 を

　ご覧ください。

きっかけは、その保証でありたい
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湖国で輝く
企業を訪ねて

百貨店の催事に出店、東京にも進出
　明治40年、古道具商『八日市熊木道具店』として創業した有限会
社カネヒョウ。当時は書画骨董だけでなく生活道具や衣類など不要
になったものを買い取り、“熊木道具市場”という今でいうオークショ

ン会場を開催して古道具商に販売
していました。道具市場は月３回、７
の付く日に開かれ、１日に非常に多
くの品物が取り引きされていた記
録が古い台帳に残っています。
　４代目に当たる熊木 巌社長が入
社したのは42年前。その頃になる

と、古道具以外に仏壇仏具の販売も行っていました。昭和43年に仏
壇の熊木水口支店を開設、昭和51年には骨董品・仏壇仏具専門店と
して、株式会社熊木を設立し、50～60年代には仏壇の売上が飛躍
的に伸びました。信仰に厚く先祖を大切にする土地柄であったこと
から、暮らしが豊かになるにつれ、高価な仏壇のニーズが高まってい
きました。
　先代から骨董部門を任されることになった熊木社長は、百貨店の
催事や大規模な骨董市などに積極的に出店するようになり、やがて
東京の百貨店からも声がかかるように。「百貨店は持って行く品物に
厳しかったが、なんとか認められたいと一生懸命だった。昔は家で冠
婚葬祭をしたので、地元ではたくさんの陶器や漆器を買い取ること
が多く、そういうものを持って行くと東京のお客様にたいへん喜ば
れた」ということで、催事に出店すると必ず足を運んでくださるお得
意さんが増えていきました。
　そこで東京に拠点を開設することになり、最初は御茶ノ水に複数
の骨董店で一つの店舗を開設、その後原宿に移って単独で支店を
オープンしました。当時はバブルの頃で出店には高額な保証金が
必要でしたが、「どうしてもやりたいという思いで先代を動かすこと
ができた。バブル崩壊や景気後退など苦しい時も、ずっと付き合い
のあるお客様のためにとなんとかがんばってこられた」と振り返り
ます。
　そして、平成16年に株式会社熊木の骨董部門が独立分社化され、
有限会社カネヒョウが設立、平成26年に熊木社長がカネヒョウの代
表取締役に就任しました。

拡大するリユースマーケットの中でも、 
道具市場の役割に期待
　インターネット普及により簡単に情報が手に入るようになったこと
や、テレビの鑑定番組などの影響で、古道具や骨董に興味を持つ人
の裾野は広がり、建て替えなどで一緒に解体され廃棄されることが
多かった道具類も、引き取りを依頼されるケースが増えました。
　一方で、オークションで売れる品物も客層も時代によって変わり、
かつては欧米人が中心だった海外からの買い付けも、ここ10年で中
国や台湾のバイヤーが急増、中国の美術工芸品や日本の骨董や日
用品などを大量に仕入れていくようになりました。
　道具市場も現在は準備がたいへんなこともあって今は月１回の開

催になりましたが、オークショ
ンの収益は大きな収入源で
今も売上の柱となっていま
す。熊木道具市場は関西でも
有数の歴史の古い市場で、
毎回100人もの業者が集ま
りますが、新型コロナウイル
スの流行により、感染拡大防

止の観点から昨年２カ月間、休止を余儀なくされました。
　全国の道具市場は、リサイクルショップの新規参入やインターネッ
トを介した個人間取引の台頭もあり、廃業にいたることもあるとい
います。リユースマーケット規模は拡大傾向にありますが、コロナ禍
で事業形態を再点検する時が来ています。
　改めて問題点を整理したところ、大勢が密集する環境を作ってし
まうことが難点であるだけで、落札者が当日決済して商品を持ち帰
ることが多いことや、取扱いしている品物が実際に目で見ないとネッ
ト販売のみでは評価が難しいものも多いことから、引き続き道具市
場の果たす役割は今後も大きいと熊木社長は結論づけました。
　以前から手狭であったため、新店舗の建設を計画していましたが、

「これまで以上にたくさんの品物を扱えるようにしただけでなく、感
染防止対策を施して来場者が安心して取引できるよう配慮した」と
来年１月竣工予定の新店舗に期待を寄せています。
　とはいえ、多くの道具市場では取引量の低下から、オークション出
品手数料だけでなく、落札手数料も求めるようになり、同社も今年か
ら同様の取り扱いにするなど業界全体の収益構造が変化している
のは明らかです。これまで多くのバイヤーに全国から滋賀まで毎月
足を運んでもらえたのは、それだけ魅力ある品物が集まる道具市場
であることが理由である反面、そのために、出品のタイミングや終
了時間が見通しにくくなり、出品者・落札者だけでなく、会場を提供し
ている同社にとっても負荷が高かったことも事実です。
　そこでコロナ禍における新常態として例えば、品目を限定して道
具市場を複数回開くなど、設備稼働率と回転率をあげることで生産
性を高めることも新店舗の課題だと熊木社長は考えています。

時代の変化に対応した新しい商いのあり方
　「子どもの頃、祖父に連れられて
行った道具市場はとても活気があ
り、自分もこの仕事をしたいと思うよ
うになった」と言う熊木社長。「仕事を
始めてから特に勉強したわけではな
いのに、日々たくさんの品物を扱っ
たおかげで自然に価値を見分ける力
がついた。失敗もたくさんしたが、長
い経験の中で培われたものは確か」
と自負しています。
　「もちろんどんなに経験を積んで

もすべてがわかるわけではないが、道具や骨董にはわからないから
おもしろいようなところがあって、すべてわかっていたらただ安く買
うことしか考えなくなってしまう。骨董屋は品物に惚れてはいけない
と言われるが、これを商材として扱いたいという思いは大切にしてい
て、それがなければ品物の中にある魅力を見出すことはできないと
思う」ということばからは、仕事への矜持が感じ取れます。
　およそ15年前から息子さんら次世代の育成にも努め、近年では
道具市場に出す品物を手分けして全国から集めるほか、ネットオーク
ションの出店を任せていて、道具市場やイベントが中止になる中で
は、ネットオークションの反響は予想以上に大きく手応えを感じてい
ます。
　ただ、熊木社長はネット販売の存在感が増しても、やはりかつて賑
わいをみせた催事販売へ想いを馳せます。全国でワクチン接種が進
み、感染防止対策がとられた中で、再びイベントが開催されることを
心待ちにしています。
　効率的な道具市場の運営、顔を合わせた催事への出店、新しい
ファンを作るネット販売の３本の柱で、その幹を太くすることに注力
しながら、次のステージへの展開を目指しています。

時代の変化に対応した新しい商いのあり方を考える

古いものに新しい価値を見出し、橋渡しを 代表取締役　熊木　巌 氏

有限会社 カネヒョウ

　今は価値観が多様化して、調度品や家具類はなか
なか売れなくなってきているのは確かですが、例え
ば20～30年前のヴィンテージアイテムのように昔は
特別なものでは無かったのに、今の時代になって新
たな価値が見いだされる品物もあります。
　また、優れた美術品や工芸品を作れる職人が減っ
ている中で、手仕事でしか作れないものの価値を見
出し、大切に残していきたいと思う人も少なくないと
思います。

　リデュース・リユース・リサイクルといった言わば「３Ｒ」は、日本では茶の湯が始まる頃、
あるいはもっと昔からあった“ものを大切にする”という価値観が源流にあり、骨董品販売業は
廃棄による環境負荷や処理費用の削減だけにとどまらず、古いものに新しい価値を見出し、
橋渡しする、そんな仕事だと考えます。

「３Ｒ」のルーツは骨董品販売にあり
古いものに新たな価値を見出し、橋渡しを

●不要になったものを廃棄するのではなく、必要としてい
る人への橋渡しを行う。

●道具市場を運営することで、多くの仲買業者に仕入れの
場を提供する。

●時代の変化に柔軟に対応し、ネット販売などで新たな顧
客の開拓に取り組む。

企業ポリシー

本社／〒527-0018 
　　　東近江市八日市清水2-6-4
創業／明治40年
設立／平成16年
従業員／11名（内パート4名）
事業内容／美術品・骨董品・古道具の買い取りと販売、
　　　　　骨董オークションの運営

企業データ

令和4年1月本社社屋竣工予定
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保証概況

DATA/TRANSITION

（単位：百万円・％）［上期の保証概況］　

保証承諾累計 386億円 （前年度比   15.1％）

保証債務残高 4,642億円 （前年度比 115.2％）

代位弁済累計 10億円 （前年度比 108.8％）

区　　分
令和3年度（上期） 令和２年度（上期）

件　数 金　額 件　数 金　額前年度比 前年度比
保　証　申　込 2,739 29,951 10.8 15,225 277,164 651.9

保　証　承　諾 3,314 38,620 15.1 14,381 255,151 680.9

保証債務残高 37,716 464,164 115.2 33,872 402,787 177.8

代位弁済（元利） 117 1,023 108.8 102 940 133.8

令和3年度　
上期主要数値
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。
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保証承諾

令和元年度 令和2年度 令和３年度

Ⅰ 18,374 130,650 24,516

Ⅱ 19,099 124,501 14,104

Ⅲ 29,310 55,136

Ⅳ 24,822 53,222

累計 91,604 363,509 38,620

代位弁済（元利）

令和元年度 令和2年度 令和３年度

Ⅰ 473 393 345

Ⅱ 229 547 677

Ⅲ 603 756

Ⅳ 478 320

累計 1,784 2,017 1,022

保証債務残高

令和元年度 令和2年度 令和３年度

Ⅰ 226,606 304,002 470,160

Ⅱ 226,513 402,787 464,164

Ⅲ 225,584 433,634

Ⅳ 223,733 453,830

四半期別保証状況推移表・グラフ

保証申込
　保証申込は2,739件（前年度比18.0％）、299億51百万
円（同10.8％）となり、前年と比べ件数で12,486件、金額で
2,472億13百万円減少した。

保証承諾
　保証承諾は3,314件（前年度比23.0％）、386億20百万
円（同15.1％）となり、前年と比べ件数で11,067件、金
額で2,165億31百万円減少した。
　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1,196件、170億72百万円となり、
保証承諾に占める割合は44.2％となった。このうち、伴走
支援型特別保証は176件、21億49百万円となった。創業
者向け保証制度は170件、9億49百万円、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76件、11億71百万円、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
561件、67億88百万円、経営改善サポート保証・政策推
進資金保証（再生支援枠）の合算で19件、5億10百万円と
なった。
　１件あたりの保証承諾額は12百万円で前年と比べ6百万
円減少している。また平均保証期間は66.6ヵ月と前年に比
べ36.1ヵ月短期化している。

保証債務残高
　保証債務残高は37,716件（前年度比 111.3％）、4,641
億64百万円（同115.2％）となり、前年と比べ件数で3,844
件、金額で613億78百万円増加した。
　保証利用企業者数は17,354先で、前年と比べ1,767先
増加した。
　1先あたりの保証債務残高は27百万円となり、前年と比
べ1百万円増加した。
　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21,410件、3,254億54百万円と
なり、保証債務残高に占める割合は、70.1％となった。こ
のうち新型コロナウイルス感染症対応資金は16,913件、
2,499億1百万円、伴走支援型特別保証は135件、17億
55百万円となった。創業者向け保証制度は1,024件、38
億32百万円、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1,146件、128億
51百万円、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1,681件、195億95
百万円、経営改善サポート保証・政策推進資金保証（再生
支援枠）の合算で329件、52億35百万円となった。

代位弁済
　代位弁済は元利合計で117件（前年度比114.7％）、10
億23百万円（同108.8％）となり、前年と比べ件数で15件、
金額で82百万円増加した。
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前回調査と比べ改善している。来期は改善の見通し。業　　況 前回調査と比べ改善している。来期は悪化の見通し。資金繰り

　県内中小企業の景況と実態を調査するため、前回（R3.2）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▲37.3で今期が▲26.7となり、
10.6ポイント改善した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は▲25.9で、今期より
0.8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▲32.5で今期は▲25.9と
なり、6.6ポイント改善した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は▲27.9で、今期より
2.0ポイント悪化する見込みとなっている。

●採算ＤＩ（好転―悪化）は前期が▲45.6で今期が▲34.7となり、
10.9ポイント改善した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は▲30.3で、今期より
4.4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▲41.3で今期が▲27.9
となり、13.4ポイント改善した。
●来期の予測ＤＩ（好転予測―悪化予測）は▲26.7で、今期より
1.2ポイント改善の見込みとなっている。

調 査 対 象

概 要 調 査

当協会の保証利用企業（500先）

実 施 時 期 令和3年8月

配 布 数 500通

調 査 方 法 無記名アンケート方式

回 答 251通

回 答 率 50.2％

※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。

REPORTREPORT
中小企業アンケート結果

1.  景況感について

令和３年８月実施　

前回調査と比べ改善している。来期は改善の見通し。採　　算

前回調査と比べ改善している。来期は改善の見通し。生産と売上

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

（％） （％）

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

（％）

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
24.3%

6人以上20人以下
32.3%

５人以下
43.4%

サービス業
16.7%

小売業
15.9%

建設業
23.5%

不動産業
8.8%

運輸・通信業
6.0%

卸売業
4.8% 回答なし

0.8%

その他
4.4%

R1.8 R2.2 R2.8 R3.2 R3.8 来期
▲80
▲70
▲60
▲50
▲40
▲30
▲20
▲10
0
10

4.2

▲27.5

▲79.3

▲37.3
▲26.7 ▲25.9

製造業
19.1%

R1.8

R2.2

R2.8

R3.2

R3.8

来期

R1.8

R2.2

R2.8

R3.2

R3.8

来期

R1.8

R2.2

R2.8

R3.2

R3.8

来期

R1.8

R2.2

R2.8

R3.2

R3.8

来期

R1.8 R2.2 R2.8 R3.2 R3.8 来期

4.2

▲28.7

▲79.3

▲41.3

▲27.9 ▲26.7

▲80
▲70
▲60
▲50
▲40
▲30
▲20
▲10
0
10

R1.8 R2.2 R2.8 R3.2 R3.8 来期
▲80
▲70
▲60
▲50
▲40
▲30
▲20
▲10
0
10

1.7

▲35.7

▲76.1
▲45.6

▲34.7
▲30.3

▲80
▲70
▲60
▲50
▲40
▲30
▲20
▲10
0

R1.8 R2.2 R2.8 R3.2 R3.8 来期

▲3.4

▲29.2

▲60.8

▲32.5

▲25.9 ▲27.9

1.2

2.0

1.2

2.7 1.4

35.326.93.4
7.6

26.9

25.25.0 37.8 26.1
5.9

22.77.6 42.9 22.7
4.2

25.2
5.0

43.721.05.0

1.2
28.78.8 53.2 6.4

1.8

2.3

2.4 0.4

1.2

38.6 14.631.612.9

37.4 43.38.2 8.2
1.8 1.2

11.746.830.49.9

3.2
0.5 0.4

13.147.735.1

13.1
2.0 0.4

0.42.4

0.4

32.131.021.4

41.027.5 23.9 5.4

46.833.3 15.8

9.9

2.7 1.4

1.6 0.4

37.8 12.645.5

16.734.731.114.7

12.449.038.2

26.2 14.334.523.0

31.5 16.731.515.9

14.742.641.4

1.62.8

1.2

33.7 31.023.4

33.1 36.3 12.015.5
2.0 1.2

1.2
44.6 12.042.2

27.017.9 42.5 9.9
2.8 0.8

0.8

25.113.1 48.6

52.237.5 9.6

9.6
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（％）
0 5 10 15 20 25 30

既存の返済の見直しや借入の一本化

コロナ対策に係る追加融資

経営改善に向けた支援

事業承継・引継ぎ支援

生産性向上に向けた支援

IT導入に向けた支援

同業他社の成功事例に関する情報提供

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

　「現在、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、「マイナスの影響を受けている」と回答さ
れた企業が59.4％となりました。

　2の①で「マイナスの影響を受けている」「今後マイナスの影響が出る可能性がある」と回答された企業に対し、具体的な
影響を聞いたところ、「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27.9％と最も多く、次に「資金繰りの
悪化」と回答された企業が15.8％となりました。

マイナスの影響を
受けている
59.4%

27.9%

15.8%

0.2%

2.6%

2.2%

注文や受注・生産量の減少やキャンセル

資金繰りの悪化

事業や営業の縮小・休業

仕入れ・納品の遅延

感染予防対策によるコスト増

設備投資計画の延期・縮小

従業員の出勤調整による生産性の低下

従業員・給与の削減

雇用・採用活動の中止・延期

新商品・サービス開発の中止・延期

その他

回答無し

今のところ変化させるつもりはない

新分野展開

業態転換

事業再編

業種転換

事業転換

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。

影響はない
7.6%

マイナスの影響が
出ていたが既に終息した
6.0%

今後マイナスの影響が
出る可能性がある 
23.9%

回答なし 2.0%
プラスの影響を受けている 1.2%

2.  新型コロナウイルス感染症の事業活動への影響

① 新型コロナウイルス感染症の事業活動への影響について

　社会に対して期待している支援について聞いたところ、「税制の優遇措置」と回答された企業が29.1％と最も多く、次に
「事業活動に対する補助金・助成金」と回答された企業が26.6％となりました。

① 社会に期待している支援について

　信用保証協会に対して期待している支援について聞いたところ、「既存の返済の見直しや借入の一本化」と回答された企
業が27.3％と最も多く、次に「コロナ対策に係る追加融資」と回答された企業が23.8％となりました。

② 信用保証協会に期待している支援について

3.  期待している支援について

② 具体的な影響について

　コロナ禍を起点に事業活動で変化させたことについて聞いたところ、「今のところ変化させるつもりはない」と回答され
た企業が38.6％と最も多く、次に「新分野展開」と回答された企業が30.9％となりました。

③ コロナ禍を起点に事業活動で変化させたことについて

0 5 10 15 20 25 30
（％）

（％）

3.6%

3.8%

5.3%

6.7%

7.1%

12.3%

12.5%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

38.6%

30.9%

11.9%

6.4%

3.5%

3.5%

1.9%

3.2%

（％）
0 5 10 15 20 25 30

14.1%

11.8%

10.6%

6.0%

0.9%

27.3%

23.8%

14.0%

9.2%

8.4%

6.0%

5.3%

2.5%

0.6%

1.8%

1.0%

0.9%

26.6%

29.1%税制の優遇措置

事業活動に対する補助金・助成金

地方公共団体による利子や保証料の補助

国民に対する給付金

休業・事業損失への補償金

従業員の失業対策・雇用支援

その他

回答なし
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LINE 公式アカウント

応募締切 2021年11月30日（火）

×

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。

※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。

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

お友だち登録キャンペーン

森林保護 水資源保護
CO２

地球温暖化対策

当協会公式LINEでは、中小企業の皆さまに役立つ情報を随時発信中！

新規

キャンペーン期間中に、当協会公式LINEと
新しくお友だちになっていただいた方に…

当協会ノベルティグッズ

をプレゼント！
使えばわかる！ SDGsメモ

このメモ帳は、めくるたびSDGsの１７目標を
目にして学べることがコンセプトです！

　　令和3年7月７日(水)、コラボしが21にて『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11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、
講義中も参加者間で十分に距離を取りながら、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。

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、「創業に向けて不安が大きかったですが、モチベーションが重要ということに勇
気づけられた。」「これから開業するにあたり、今するべきことが見つかった。」「良かったので又参加させていただきたい
です。」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。

　本セミナーでは、中小企業診断士 伊藤 友重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。自由に意見交換を行うグループワークもあり、
活発な交流が図られました。

『創業サポート研修』を
 開催しました！

当協会の取り組み
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159

161

163

165

160

162

164
Relaxation

Child Development Support

Beauty Salon

Cafe & Bar

Hair Salon

Mineral Ores Gallery

Judicial Scrivener's Office

　思い立ったときに、ふらり
と立ち寄りやすいヘアサロ
ン。定期的なヘアケアに最適
な良心価格と丁寧な施術が
魅力で、すき間時間を有効に
活用できると人気が高い。白
とグリーンのさわやかな空間
で、気軽なヘアチェンジを楽
しんで。カットは2,200円。

　たるみやむくみに効果的
な小顔美点、コリをほぐして
自律神経の乱れを整え、不眠
を改善へと導く脳洗浄など
多彩なメニューを用意。最新
機器によりスピーディに美肌
が叶う脱毛も人気。2人同時
施術が可能なほか、子ども連
れもOK。

　宇宙や星空をイメージさ
せる鉱物を中心に、滅多に手
に入らないという天藍石やア
イオライトサンストーン、オレ
ゴンサンストーンといった豊
富な品揃えが自慢。オパール
の売上の一部をエチオピア
に寄付するなどSDGsにも力
を入れる。

　柔和な雰囲気のスタッフ
が、不動産取引や住宅ロー
ン、建物の新築・取壊しなどに
ともなう登記・測量業務、会
社の設立や役員変更手続き
といった様々な依頼に対応。
その他、相続手続きや遺言書
の作成など、気になることを
相談してみて。

ハイツムラカミ203 9：00～18：00（カット受付18：00／カラー・パーマ受付17：00） 10：00～17：00 コルージャビル201

月～金 学校終了後～17：00 billage OTSU 103号室 8：00～19：00

不定休 P有 P有※メンズ脱毛は、日・月曜のみ 土・日曜、祝祭日休

日曜休、GW、夏期休暇、年末年始休　　P有（※要問合せを） 土・日曜、祝日休　　Pなし
※上記住所はレンタルオフィスのため
　商品の購入はネットショップにて

Pなし（※要問合せを）

11：00～19：00 月曜休、第1・3火曜休 不定休・完全予約制 9：00～18：00

土曜、祝日9：00～16：00 10：00～16：00 土曜休、他金曜不定休

大津市鳥居川町3-18 東近江市東沖野1-7-20シャトレービル別館1F 大津市真野4-21-34 みやこビル 近江八幡市中村町20-15

野洲市小篠原2102-2 大津市粟津町4-7　石山駅前近江鉄道ビル5階 彦根市南川瀬町1520-2　蓮沼ビル1F

☎ ☎ ☎ ☎

☎ ☎ ☎

050-6862-9634 0748-23-8181 077-509-7364 0748-43-1476

077-588-0515 077-509-8290 090-7535-3929

Pなし（近隣にコインP有。駐車券サービス有） ［Instagram］hairsalon_jam ［Instagram］lino_e.s Pなし（※要問合せ）

［HP］http：//angel-afterschool.info/ ［Instagram］Stella_koubutsukan ［Instagram］caffebiancodal2020

［Instagram］repos1010 ［LINE］@954ulgqn ［LINE］@093apuro
※脱毛オンライン予約 https://lumixsalon.jp/salon/detail/1310

［Instagram］angel_yasu2107 ［Twitter］@Stella_koubutsu

ドライヘッドスパ R
ル ポ

EPOS

エンジェル野
や す

洲

L
リ ノ

ino

C
カ ッ フ ェ

affé B
ビ ア ン コ

ianco

HAIR SALON J
ジ ャ ム

AM

S
ス テ ラ

tella 鉱物館児童発達支援
放課後等デイサービス

　　　　　  わかば事務所

　頭皮のむくみやコリを改善
するドライヘッドマッサージと、
眼精疲労やドライアイにも効果
的というネトラバスティを中心
に、極上のリラックスを約束。多
彩なメニューを用意するので自
由に組み合わせて癒やし時間
を過ごして。ヘッドスパは30分
3,500円～。

　SSTを重点的に、一人ひと
りの個性を育む［エンジェル
野洲］。静と動のメリハリをつ
けて活動できるように、学習
室と運動スペースを分けた
り、パニック時にゆっくり落ち
着けるスヌーズレン室も用
意。学校や自宅までの送迎も
あり。

　イタリア郊外にあるよう
なカフェバーをイメージ。
ゆったりと本格エスプレッソ
とティラミスを満喫するもよ
し。会話しながらイタリアの
お酒と生ハムを味わうもよ
し。和みの空間で思い思いの
時間を。滋賀の特産品やこだ
わりの雑貨なども購入可能。

アナタアナタののお店お店をを紹介します！紹介します！

予約不要な
当日カットもOKなので

気軽にどうぞ

安心して
おまかせください

子ども達が
成長している姿に
やりがいを
感じています

オリジナルの
コレクションノートも

人気です！

司法書士・
土地家屋調査士

　当協会を通じて、創業資金をご利用されたお客さまに対し、お店のひとこと PR を当協会の広報誌『信用保証レポート』に
掲載させていただいています。
　掲載料は無料ですので、興味のある方は是非この機会にご利用ください！（担当）総務企画部 企画課／ TEL.077-511-1310

166
Home-visit Care

　利用者の自宅を訪問し、身
体的、生活的な支援を行なう
訪問介護ステーション。障が
いを持つ人も高齢者も、全
員が過ごしやすいようにと、
利用者に寄り添う心づくしの
支援が魅力。要望に応じて
様々に対応可能なので、まず
は電話で相談して。

00：00～24：00（※電話次第でいつでも対応）

Pなし
不定休

大津市本堅田2-11-3
☎ 077-572-5609

※事務所は不在のことが多いので、詳細は電話にて

ヘルパーステーション 彩
さ い

※画像はイメージです。
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【利用できる指定業種の変更】

【指定期間】

令和3年8月1日～令和3年12月31日　535業種（細分類）

  令和2年2月1日～令和3年12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　新型コロナウイルス感染症

【現在の指定】
①新型コロナウイルス感染症
　（※指定期間の終了日：令和3年12月1日）

②令和３年７月１日からの大雨による災害
　（※指定期間の終了日：令和3年10月15日）

③台風第９号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害
　（※指定期間の終了日：令和3年11月16日）

④令和３年８月11日からの大雨による災害
　（※指定期間の終了日：令和3年11月24日）

⑤令和３年長野県茅野市において発生した土石流
　（※指定期間の終了日：令和3年12月12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。

※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。

セーフティネット保証について ※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3年9月29日時点のものです。

　令和3年7月14日、大津市市民活動センター主催の「大津・SDGｓ協働支援チャ
リティプロジェクト2021」審査会に当協会職員が審査員として出席しました。
　本プロジェクトは、市民・企業・行政・大学の協働で、「SDGs（持続可能な開発目
標）」の理解を深めながら、よりグローバルな視点から住みやすいまち・大津を目指
すものです。今年度は「子ども・若者支援」をテーマに支援団体を募集し、支援に取
り組みます。
　当協会は、本プロジェクトの趣旨に賛同し、協賛するとともに、今回の審査会へ出
席する運びとなりました。審査会では、今年度当プロジェクトで支援する団体を採

択しました。また、審査会後には意見交換会が開かれ、各団体間で様々な情報交換が行われました。
　当協会では今後もSDGsの普及に努め、企業価値向上に貢献してまいります。

　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。

お知らせ

「大津・ＳＤＧｓ協働支援チャリティプロジェクト2021」審査会に出席しました！

 10月は「滋賀県ちいさな企業応援月間」です！

中 小 企 業 の た め の

SDGs活用のススメ

・経営の軸が定まり対外的に発信しやすくなる！ 
・新規ビジネスにつながるチャンス！ 
・企業イメージの向上、企業価値向上！ 
・採用活動など人材確保に優位に働く！ 

など

当協会では令和３年４月１日付で
SDGsトライアル保証・
SDGsステップアップ保証を
新たに創設しました。ぜひ、ご活用ください!

当協会ではSDGs達成に向けた取組みを積極的に行っている
中小企業者の更なる成長を応援しています！

各制度の詳細は、リーフレット・ＨＰをご覧ください。
リーフレットでは、各制度の詳細だけでなく、
中小企業のSDGsの活用方法についても
掲載しております。
ＱＲからぜひご覧ください。

SDGsトライアル保証、
SDGsステップアップ保証を
新たに創設！

中小企業がSDGsに取り組むメリット

きっかけは、その保証でありたい

中 小 企 業 の た め の

を新たに創設

SDGs活用のススメ

滋賀県ホームページはこちら

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：077-528-3733　  ＦＡＸ：077-528-4871　
Ｍａｉｌ：fb00@pref.shiga.lg.jp
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保証制度のご案内 保証制度のご案内

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者の資金繰り円滑化を図ると共に、金融機関
による継続的な伴走支援により経営の安定や生産性等の向上を図ることを目的としています。

新型コロナウイルス感染症の影響により
資金繰りにお困りの中小企業の皆様へ

伴走支援型特別保証
（セーフティネット保証 　　　　　　　　　　　 ）・ ・第4号 第5号 危機関連 　認定支援機関の指導・助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って、事業再生を行う中小

企業者の資金調達を支援することにより、事業再生の着実な進捗を図り、中小企業の活力の再生
を図ることを目的としています。

事業再生計画実施関連保証
（感染症対応型）

対 象 者

次の（１）から（３）のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画（以
下、「計画」という。）を策定した中小企業者。

（１）  中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定
　　（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。）

（２）中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定
　　（売上高等減少率が15％以上のものに限る。）

（３）中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定
　　（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。）

保 証 限 度 額 4,000万円

対 象 資 金 経営の安定に必要な事業資金

融 資 利 率 金融機関所定

保 証 料 率

借入金額に対し0.85%とする。ただし、本制度における経営者保証免除対応
を適用する場合は0.2%を上乗せする。

【保証料の補助】
0.65%に相当する額を国が補助する。経営者保証免除対応を適用する場合
には0.85%に相当する額を国が補助する。

融 資 期 間 一括返済の場合　1年以内
分割返済の場合　10年以内（据置期間は5年以内）

担保・保証人
担　保…必要に応じて
保証人… 原則無保証人（法人代表者を除く。ただし、経営者保証免除対応を

適用する場合には法人代表者の連帯保証を徴求しない。）

取 扱 期 間    令和3年4月1日から令和4年3月31日に保証協会が受付したもの

対 象 者 債権者間の合意が取れている経営改善計画を基に事業の再生に取り組む方

保 証 限 度 額 ２億8,000万円 （組合等 4億8,000万円）

対 象 資 金 事業再生の計画の実施に必要な事業資金

融 資 利 率 金融機関所定

保 証 料 率

責任共有制度の対象の場合は0.8%とする。責任共有制度の対象外の場合は
1.0%とする。ただし、本制度における経営者保証免除対応を適用する場合
は、それぞれ0.2%を上乗せする。

【保証料の補助】
責任共有制度の対象の場合は0.6%に相当する額、責任共有制度の対象外の
場合は0.8%に相当する額を国が補助する。経営者保証免除対応を適用する
場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助する。

融 資 期 間 一括返済の場合　1年以内
分割返済の場合　15年以内（据置期間5年以内）

担保・保証人
担　保…必要に応じて
保証人… 原則無保証人（法人代表者を除く。ただし、経営者保証免除対応を適

用する場合には法人代表者の連帯保証を徴求しない。）

取 扱 期 間 令和3年4月1日から令和4年3月31日に保証協会が受付したもの

◆本制度を利用する際に必要な計画策定支援機関等
①中小企業基盤整備機構（再生支援全国本部）
②認定支援機関
　（中小企業再生支援協議会または産業復興相談センター）
③特定認証紛争解決手続
④整理回収機構
⑤地域経済活性化支援機構
⑥東日本大震災事業者再生支援機構

⑦私的整理ガイドライン
⑧個人版私的整理ガイドライン
⑨自然災害による被災者の債務ガイドライン
⑩中小企業基盤整備機構が出資した
　投資事業有限責任組合
⑪経営サポート会議
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BIZ.COLUMN

［公認会計士・税理士・産業カウンセラー］
一般会社で工場勤務を経て人事や経営管理に従事
し、監査法人で経営コンサルティング事業を推進。
2017年に個人事務所を開業し、創業者、NPO、農
業、債務超過会社などを支援。本年4月より滋賀県事
業承継・引継ぎ支援センター統括責任者

滋賀県事業承継・引継ぎ支援センター
統括責任者 内海　靖待ったなし！ 

事業承継

従業員・役員へのバトン

お知らせ

　先日、後継者指名された方と事業の今後についてお話を
しました。経営状況詳細に関してはわからない、おそらく赤
字で財務状況は良くない、同僚の若い方たちの今後も考
えたい、事業借入金の経営者保証を引継ぐ必要があるの
か知りたい、事業の今後を考えると不安だが家族の生活や
住宅ローンの返済を考えると選択肢はあまりない、という
ことでした。
　また別の相談で事業状況が良いケースもあり、事業価
値が高いために譲り受けるための資力面でネックになるこ
ともあります。
　いずれにせよ、今後の事業運営のかじ取りを任すという
ことは共通です。承継方法として、40年ほど前では親族内
承継が80%以上を占めていましたが最近では30%台とな
り、代わりに親族外承継が多くなっています。今回は、仕事
仲間に承継する“従業員承継（役員承継）”で確かめておき
たいことをいくつかご案内します。

1. 後継者の経営意思
　親族内承継やM&Aと大きく異なる点に、後継者の引継
ぐ姿勢が挙げられます。
　有望だと思っていた役員や従業員に「まもなく引退する
ので、あとをよろしく頼む！」と告げたところ断られた、という
話は実はよくあります。
　通常、従業員は被雇用者として事業に就いた方が多く、
経営感覚の習得、取引先・従業員・地域等との長期的関係
構築・発展、事業が不慮の事故に遭遇した場合のリスクな
どを常に考えている方は限られます。また、従業員が引継
ぐことに前向きであっても大きな不安を抱えます。
　時間的余裕をもって丁寧に思いを伝え、本人が納得する
ことが非常に重要となります。

２．目に見えないもの―経営ポリシー
　従業員10名ほどの会計事務所経営者に「なぜ順調なの
に規模を大きくしないの？」と尋ねたところ、「今のお客さん
を支援して、ときに指導していくには、今のメンバーと規模
がベストだから」といわれ、納得したことがあります。あるい
は、対応に無理をきたすが２，３カ月分ほどの量を突如くれ
る発注先と、少量だが断続的に注文をくれる取引先、これ

ら取捨選択する必要がある場合にどのように対応するか
は、そのときの状況と経営者の考え方次第で異なってくる
ことと思います。
　後継者から事業継続のポイントを尋ねられることはあま
りないと思いますが、過去の創業・成長・失敗を踏まえた経
験則や商売でお代を頂戴する価値はどういうものか、直接
的・間接的に何を大事にしているかなど、ぜひ伝えてほしい
ところです。
　
３．経営状況
　事業競争力確保の観点からは、粗利、広報、販促、技術、
設備、人員、取引先、ノウハウなどの利益の源泉はシーク
レットにすべきです。また個人事業では事業用資産・負債
が個人と直結しており、共用を控えることもあるかと思い
ます。
　一方で、承継を打診された後継者候補に事業状況を伺う
と、「状況の詳細は知らないので何とも･･･」というコメント
がよくあります。健康なのかどこか悪いところがあるのか、
状況がわからないと今後の経営のかじ取りはできません。
P/L（損益計算書）・B/S（貸借対照表）、資金や取引先との契
約、今抱えている事業課題など、様々な経営状況について
共有されていますか？

４．所有・経営の移転、経営者保証など
　個人事業での事業用資産・負債や法人事業（株式会社）
での株式移転の方法として、贈与・相続、譲渡（売買）などが
ありますが、他人間移転で譲渡される場合には後継者は取
得資金を必要とします。
　また、設備資金・運転資金などでは金融機関との関係が
ありますが、現経営者が経営者保証を行っているか認識さ
れているでしょうか。保証を行っている場合には、現状では
融資の前提になっていますので、事業の引継ぎにも留意す
る必要があります。（法人の財務基盤や自律性が一定程度
あれば、金融機関の判断により経営者保証解除の可能性
がある場合もあります。）

　リーダーシップ、綿密さと大胆さ、タフな交渉力、幅広い
経験と知識、豊富な人脈などは、一朝一夕に得られるもの
ではありません。相手がある以上、時間的余裕をもって俯
瞰的に進める必要もあろうかと思います。
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一人で悩まず商工会議所を活用しませんか
～支援事例のご紹介～

商工会議所は、地域のみなさまのビジネスパートナーです。 商工会議所へ

詳しくはお近くの商工会議所、またはホームページをご覧ください。

商 工 会 議 所

滋賀県商工会議所連合会

・大 津 商 工 会 議 所 ☎ 077-511-1500 ・八日市商工会議所 ☎ 0748-22-0186
・長 浜 商 工 会 議 所 ☎ 0749-62-2500 ・草 津 商 工 会 議 所 ☎ 077-564-5201
・彦 根 商 工 会 議 所 ☎ 0749-22-4551 ・守 山 商 工 会 議 所 ☎ 077-582-2425
・近江八幡商工会議所 ☎ 0748-33-4141

新たな顧客を見据え
テイクアウト収益源に活路

新しい生活様式！今流テイクアウト

　40 数年前に喫茶店としてスタート。「流行りに合わせ、しゃぶ
しゃぶ、ちゃんこ鍋、コース料理と試行錯誤しながら今がありま
す」と玉川さん。昨春、コロナの影響で予約が全てキャンセルと
なり、このままではいけないと思いついたのが ＂昔ながらの喫茶
メニュー＂ の復活だった。オムライスやカツカレーなど店内飲食
でもテイクアウトでも対応している。「予約をお願いしています
が、気軽に味わってほしいです」と、店舗の外にメニューやテイ
クアウトの割引について手書きの看板を掲げている。守山商工会
議所指導課課長補佐の西村達也経営指導員は「守山市のテイクア
ウト助成を活用して、何とか今を乗り越えてほしい」と切に願う。

ウェブとチラシで広報力アップ

　守山市や守山
商工会議所、民
間企業がまちの
活性化につなが
る支援を行って
いる。
　守山商工会議
所 は 昨 年 5 月、

「あきんどモリカ
ツ」サイトを開

設した。テイクアウト情報を発信し、飲食店の活性化を応援して
いる。玉川さんも情報発信の重要性を感じ、同サイトを活用して
いる。また、地元企業のタクシー会社と印刷会社、新聞販売所が
共同でいち早く飲食店の応援に取り組んだ ＂折り込みチラシ＂ も
支えになったと振り返る。
　個人をはじめ職場などでテイクアウトを利用する人の優しさ
に触れ「声を掛けてくれる方に感謝の気持ちでいっぱいです」
と話す。

地域でつながる経済活動

　テイクアウトを始めて間もなく「ナイロン袋ではお店の良さが
伝わらない！」と玉川さんはオリジナルの手提げ袋を作ろうと発
案。「博善社印刷（守山市播磨田町）さんが親身に何度も相談にのっ
てくれて、店名入りの紙袋が完成しました」と喜ぶ。これを機に
地域の消費に少しでも協力したいと、箸袋も発注した。
　今年 7 月には共に前を向いて頑張りましょうと、守山市観光
物産協会「ROOT for PEOPLE」主催の『生活困窮者へのお弁当
配布事業』に参加。「同業者との意見交換もでき良い機会でした」。

県の安心・安全店舗　利用を推奨

　滋賀県は 7 月、『みんなでつくる滋賀県安心・安全店舗認証制度』
を創設した。感染予防対策を実施する飲食店の認証制度で、玉川
さんは店内のレイアウトや換気などの基準をクリアし認証マーク
を取得した。「この時期に限り、お二人様からご家族やグループ
まで 1 棟まるごと 1 組だけの貸し切りにしています」と笑顔で
迎える。
　守山市は会食には県安心・安全店舗を、テイクアウトには守山
市の助成を利用してほしいと呼び掛けている。守山商工会議所は
この夏『TAKE OUT バル』も実施し、伸び悩んでいるテイクア
ウト事業をさらに支援している。
　西村経営指導員は「頑張っているお店に笑顔をもらいに行って
ほしい」とエールを送る。「西村さんとの長いお付き合いも、と
ても心強いです」と玉川さん。先が見えない不安の中で、人の温
かみが感謝の言葉を生む。

パインツリーたまがわ

　長引くコロナ禍、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用などで苦境を強いられて
いる飲食店に守山市は、『3 密を避けた市内飲食店利用推進事業』のテイクアウト助成を
行い、支援の手を差し伸べている。コロナに向き合い、前向きに取り組む守山市石田町の
洋食店「パインツリーたまがわ」の玉川義子さんは「支援やアドバイスにとても感謝して
います」と繰り返した。 県の認証マークを掲げ「気持ちを引き締め予防対策に

努めます」と話す玉川さん

「安定感はもちろんイメージアップにつながる紙袋になった」と喜
ぶ玉川さん（左）と西村経営指導員

本記事は、もりやま商工ジャーナル9月号（制作協力/守山市民新聞編集室（ライター・フォト：寺田）より転載しました。

住所：滋賀県守山市石田町724-1
TEL：077-585-0805
定休日：不定休（※前日までに要予約）

Envi
ronm

ent Social
Governance

SDGs

実はコレ、

今回のテーマは

ESGとは環境・社会・ガバナンスを意識した取り組みのこと。 本業を通じて環境や社会課題の解決に取り組むことは、
経営リスクを回避するとともに社会への貢献や地域の信頼を獲得するだけにとどまらず、新規取引先の獲得や

新しいビジネスチャンスの創出にもつながります。 つまり、ESGをビジネスに取り込む企業は “ 選ばれる” のです。

日本健康会議によって、「優良な健康経営
を実践している」と認定された法人に与え
られる認証。従業員が心身ともに安心し、
健康的に働くことができる職場環境の整
備を目的に、「従業員の健康支援に取り組
んでいる企業」として社会的評価を受け、
企業価値を高めることができます。

従業員の健康保持・増進の取り組みを、将来的に収益性を高める
投資であるという考え方のもと、戦略的に実践すること。企業理念
に基づいて健康投資を行うことによって、従業員の活力向上や生産
性の向上など組織の活性化を促し、結果的に業績や企業価値の
向上に繋がると期待されています。

●健康経営 健康経営優良法人

ESGを にビジネスビジネス
選ばれる企業は、はじめてる

教えてくれたのは…

SDGsSDGsとも関係してる
「SDGs（エスディージーズ）」とは、「Sustainable 
Development Goals（持続可能な開発目標）」の
略称であり、2015年9月に国連で開かれたサミット
で決められた、国際社会共通の目標のこと。

「あらゆる年齢のすべての人々
の健康的な生活を確保し、福
祉を推進する」ことをテーマに
した開発目標のひとつ。 ESGを

意識して
選ばれる
企業に

Pick UP!

誰もが健康的に暮らせる世の中
の基盤として、福祉を充実させ
ることが求められています。

わが社の取り組み

警備業界全体の人材不足はまだまだ改善されていないのが現状。
長年の間に浸透してしまったイメージを払拭していくためにも、会社
をあげて健康経営に取り組み、従業員の待遇を改善することで、最
終的には警備業界の心象を変えていくことを目指している。

健康的で安定した生活のために
会社の印象アップで業界のイメージを覆す

健康診断の実施や予防接種の費用負担、さらに喫煙者の禁煙を促すた
めの「禁煙手当」や「健康促進手当」など、健康に対する様々な取り組み
を提唱。同時に、健康に対する社員の意識改革も進んだことで長く活躍
できる人が増え、結果的に離職率の低下にも繋がっているという。

従業員の健康が会社の利益を生み出す
健康経営で心身ともに安定した人材確保に

「安心と信頼」をテーマに、交通
誘導警備をはじめ、イベント・
店舗オープン警備、施設警備な
ど、地域の人々の安全を護るた
めに活動している。健全な会社
経営のための従業員の健康促
進にも力を入れる。

社内広報誌「アダムス通信」にて、
健康への取り組みなどを発信・周知している。

077-566-1260
草津市草津3-13-47 木屋長ビル2F株式会社アダムスセキュリティ

澤井敬輔社長

1. 社内禁煙手当の支給
2.健康促進手当の支給
3.インフルエンザの予防接種費用の負担
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