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平成31年度税制改正 一部抜粋 ～中小企業庁公表より～
『知恵の経営』承認がキッカケで業績アップ！
キャッシュレス決済セミナー
店舗型決済サービスの一例（クレカ・電子マネー）※ＱＲ除く
春商戦に向けて～チョークアート講習会～
緑とふれあい桜まつり
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開催日時 内 容 開催場所

４月６日（土） 10：00～15：00 緑とふれあい桜まつり ふれあい広場（木津川市中央体育館北側）

４月６日（土） 18：00～ 木津川市商工会青年部 通常総会 木津川

４月１８日（木） 11:30～ 蟹供養放生会女性部山城支部出店 蟹満寺

木津川市商工会
マスコットキャラクター
たけのこタッキー

≪商工会だより目次≫

朝からの雨も上がり、温かい日差しも感じられる日に、木津高等学校の『分野別勉強会』で工業部３企業

が、現在２年生の就職希望者８６名の生徒さんに向けて、講師をしてくださいました。

この試みの発端となったのは、人材不足の中、工業部幹事会で、地元の生徒さんが地元の企業に就職

してもらうのには、どうすればいいかという事が始まりで、木津高等学校に お問い合わせしたところ、経営

者としての立場から、社会人になるための心構えを話していただけないかと講師のご依頼を受けました。

また、担当の進路指導部の先生からも、今後も機会がありましたら、是非お願

いしますとの嬉しいお言葉をいただきました。

今回、講師としてご参加いただきました羽田建設･(株)小河商店･小嶋織物(株)･

(有)森川製作所の社長の皆様、お忙しいところ本当に有難うございました。

２月６日(水)６時限 木津高等学校『分野別勉強会』に講師として参加

【井ノ倉】

工業部会としても初の試みでしたが、お引き受けしたところ、生徒の皆さんも真

剣に耳を傾けられ、地元の企業さんを身近に感じていただけたのではないかと思

います。

～木津高校生の感想～ （抜粋）

具体的な話を聞くことができて良かったです。どの会社でもコミュニケーションや責任感というのが社会

に出て、就職する上で大切なのだと改めてわかりました。自分では気づけなかったような点も気づくことが

できました。就職についてだけでなく、人生についても活かす事ができそうだと感じました。就職することに

少し不安はありますが、今日の話を覚えておき活かしたいです。



個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、事業用資産の
承継に係る相続税・贈与税を100％納税猶予。

平成31年度税制改正 一部抜粋 ～中小企業庁公表より～

①個人事業者向け事業承継税制の創設 （相続税・贈与税）

対象者 青色申告の個人事業者（ただし不動産貸付業は除く）

対象資産 ・事業用
土地（400㎡まで）、建物（800㎡まで）
機械装置
器具備品
車両運搬具他
（貸借対照表に掲載分）

主な要件等 ・平成31年1月1日から平成40年12月31日の間に行われ
る相続、贈与が対象
・経営承継円滑化法に基づく「承継計画」を策定し、都道
府県知事の認定が必要
・平成31年4月1日から平成36年3月31日の間に「承継計
画」を提出
・小規模宅地特例との選択制

②中小企業向けの設備投資減税の延長 （法人税・所得税）

対象者 青色申告の中小企業者等（資本金1億円以下）

対象設備
（価格要件）

・平成33年3月31日までに取得し、指定事業に供する
「生産性向上設備（Ａ類型）」、「収益力強化設備（Ｂ類型）」
機械装置（1台160万円以上）
工具・器具備品（1台30万円以上）
ソフトウェア（1個70万円以上）
建物付属設備（60万円以上）

支援措置 【中小企業経営強化税制】
・即時償却又は税額控除10％（資本金3千万円超は7％*）
・「経営力向上計画」の認定要（対象設備を記載等）

中小企業・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しすべく、中小企業経営
強化税制の2年間延長（下記）、その他、中小企業投資促進税制等の延長。

【森山】



平成22年4月から、家業を継ぐことになり、近いうちに事業承

継を行う必要がありました。当初は、代表になった際のイメージ

が掴めず、将来的に代表としてやっていけるのかという不安が

ありました。そこで、「自社を知る」ことを目的に、知恵の経営報

告書を作成し、平成28年3月に認証されました。

知恵の経営報告書が認証された同年8月に持続化補助金も採択され、新たな顧客獲

得に向けHPを作成しました。木津川市は他エリアから移住者が多く、行きつけの車屋さ

んがない顧客に対してHPは非常に効果がありました。そのことで、直接顧客との対話

が増え、より顧客の要望に応えることが可能になり、口コミでの新規顧客も増えてきて

います。鈑金依頼を受けた顧客から車検やコーティング等普段行っていない分野の依

頼もされるようになりました。

また、見積を無料で行っており、見積後の成約率も約7～8割と、かなり高い確率で成

約に至っています。直需が増えたことで事業計画がスムーズに実現しています。

取り組む前は、ただ仕事をこなしているだけでしたが、認

証後は、「次期経営者」という立場から物事を考えるように

なり、会社の資金の動向や若手の人材の確保、作業効率

等を考えるようになりました。

今期は、最新のAIを搭載した機器を導入し、これまで熟

『知恵の経営』承認がキッカケで業績アップ！

【知恵の経営報告書を作成されたキッカケは、何ですか？】

報告書を作成したことで、自社の強み・弱みが目に見えてわかり、今後何をしていけば

よいのかハッキリわかるようになりました。報告書が認証されて僅か7ヵ月、代表（父）が

病気で入院することになり、会社の全てを任されました。

知恵の経営報告書を作成していたことで、資金・人材・取引先等これまで通り業績を維

持しながら引き継ぐことが出来ました。

【実際、どのように事業計画を行動に移されてどう変化しましたか？】

【知恵の経営を取り組む前、認証後、それぞれの経営に対する気持ちや考え方の変化をお

聞かせください。】

【ボディーショップ岩前 代表 岩前潤二氏】



練の職人しか出来ない作業を、新人社員でもやりやすい作業へと変化させようとしてい

ます。一人前になるまで何年もかかっていた仕事を早く習得できる様にと考えています。

また、一般顧客の出入りが多くなった為、商談スペースを設置し、修理内容の詳しい説

明や金額の提示などもスムーズに行えるようになりました。カード決済機器も導入し、一

般のお客様が来店しやすい事務所に変えました。

自社の強みである、鈑金塗装のさらなる技術の向上、効率化を従

業員全員で図り、新しいサービスを会社の成長と共に増やしていき、

より多くの顧客に対して最良のサービスを提供していきたい。

報告書の作成で、自社を掘り下げたことで、短期・中期・長期的な

目標や欠点が明確になり事業計画を進めていくうえで、見える化でき

るようになりました。「会社を継ぐ」という立場から「会社を経営」すると

いう立場に変わった際も、報告書の作成があったおかげで事業承継

ができ、業績のアップにつなげられました。

【認証前の「売上高」「粗利」の変化を教えてください。】

認証の翌年(平成29年)は、売上・粗利共に前年比1.2倍になりました。H30年も微増(前

年比1.1倍)の予定です。業績も徐々に上がり始めてきています。

【従業員さんの考えや、働く姿勢の変化はありましたか？】

事業承継を行ったことにより、従業員との年齢差が縮まり、

よりコミュニケーションが多くなったことで、社内で一体感が生

まれました。一般顧客からの依頼が増えたことで、修理の柔

軟な対応も可能になり、より顧客のニーズに合った仕事をす

ることで顧客満足度アップにつながっています。

また、顧客の生の声を聞くことや伝えることで、従業員のや

りがいや、モチベーションのアップにつながっています。

さらに、現在は、労働環境を整え職場環境の改善と、事業の将来を見据えて、従業員

の技術向上の為の助成金を活用し教育にも力を入れています。

【今後の事業計画や目標をお聞かせ下さい】

【福井】



キャッシュレス決済セミナー

【近藤】

２月１４日（木）に木津川市商工会館にてキャッシュレス決済

セミナーが開催されました。

キャッシュレスとは、クレジットカードや電子マネー、口座振替

を利用して、紙幣・硬貨といった現金を使わずに支払い・受取り

を行う決済方法のことです。

今、キャッシュレスに注目が集まっています。その理由としては、

スピーディーな決済の実現や経済の活性化、国による後押しなど

があります。

店舗型決済サービスの一例（クレカ・電子マネー）※ＱＲ除く

AirPAY 楽天ペイ スマレジペイメント Coiney Square

加盟店
手数料

・Visa,MASTER,

AMEX ：3.24％

・JCB,ダイナース,

DISCOVER ：3.74％

・交通系電子マネー：
3.24％

・ApplePay,iD,

QUICKPay ：3.74％

・VISA,MASTER,AMEX：
3.24％

・JCB,ダイナース,  

DISCOVER ：3.74％

・楽天edy,交通系電子マ
ネー：3.24％

・ApplePay,id,QUICKPay：
3.74％

・VISA,MASTER：
3.24％

・AMEX,JCB,ダイナー
ス、DISCOVER：直接
契約

・
VISA,MAS

TER,AME

X,SAISON

：3.24％

・JCB,ダイ
ナース、
DISCOVE

R：3.74％

・
VISA,MASTER,A

MEX,DISCOVER,

ダイナース：3.25％

・JCB：3.95％

イニシャ
ルコスト

0円キャンペーン 実質0円キャンペーン（カー
ドリーダー：18,800円）※条
件あり

カードリーダー：24,840

円
実質0円
キャンペー
ン（カード
リーダー：
19,800円）
※条件あり

実質0円キャンペー
ン（カードリーダー：
4,980円）※条件あ
り

入金サイ
クル

・みずほ銀行、三菱東京ＵＦ
Ｊ銀行、三井住友銀行：６回
/月

・上記以外の金融機関：３
回/月

・楽天銀行口座：翌日入金
（振込手数料：0円）

・他行口座：翌営業日（振込
手数料：210円※）※入金依
頼ごと

月締め翌月20日 約10日～
15日後に
入金（自動
入金は翌
月20日入
金）

三井住友銀行、み
ずほ銀行：翌営業
日その他の金融機
関：毎週金融日

平成31年1月26日時点

事業者側のキャッシュレス決済を導入するメリットとしては、銀行への預入れの手間が解消されたり、

若年層や外国人観光客の層に対応できるといったことがあげられます。

また、平成31年1月16日付けで経済産業省は、消費者への還元として、平成31年10月1日の消費税率

引上げ後9か月間について、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス

業者・飲食店等で支払いを行った場合、個別店舗については5％、フランチャイズチェーン加盟店等につ

いては2％を消費者に還元すると謳っています。

以上のことから、今後キャッシュレス化が急速に普及すると見込まれますので、まずは商工会へご相

談していただけたらと思います。
【近藤】



木津川市商工会
木津川市木津南垣外83-3 
ＴＥＬ：72-3801 ＦＡＸ：72-6564

山城支所
木津川市山城町上狛北的場15
TEL：86-3157 FAX：86-4064

加茂支所
木津川市加茂町里南古田24
TEL：76-2970 FAX：76-7211

新会員様のご紹介

緑とふれあい桜まつり

【福井】

瓦作りをしています。

鬼瓦とは、瓦ぶきの建物の大棟や降棟等の先端にのって
いる装飾瓦です。会員の皆様よろしくお願い致します。

はじめまして、ビューティサロン＆スクールを経営しております。女性のキレイになりたい気
持ちや、頑張りたい気持ちの新たな一歩をサポートしたいという気持ちでサロンを運営してい
ます。障害者支援の経験を活かし、障害のある方への身だしなみレッスンや表情筋ケア等の
訪問ケアなども行っています。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

代 表 者 名 宇田 俊一（うだしゅんいち）

業 種 瓦製造

所 在 地 奈良市奈良阪町1144

電 話 番 号 090-8206-4334

事 業 所 名 salon ViViE
代 表 者 名 川添 晶美（かわぞえ まさみ）
業 種 ビューティーサロン・スクール
所 在 地 木津川市木津南後背25-57
電 話 番 号 090-3928-8040

開催日時：平成３１年４月６日（土）午前１０時～午後３時 雨天中止

開催場所：ふれあい広場（木津川市中央体育館 北側）

内 容：花見茶席（２００円）、花苗の販売、花の種子、堆肥の無料配布等

出 店 料 ：無料

申 込：商工会にある申込用紙に、出店者名・出店品目等、必要事項をご記入の上、

３月１５日（金）までに、ご提出ください。

その他：開催場所には電気がありません。ご注意ください。

主催：公益財団法人 木津川市公園都市緑化協会

※出店品目や申込者数により、お断りする場合がありますので予めご了承下さい。

春商戦に向けて ～ チョークアート講習会～
去る２月６日と７日の２日間、POPクリエーターの豊田うらら
先生をお迎えし、チョークアート講習会を開催しました。
今回でシリーズ３回目となる講習会は、春商戦に向けた店頭
看板の製作で、７名の方にご参加いただきました。
春を意識した「桜（和風）」と「ナチュラルグリーン（洋風）」から
好みのテーマを選んで、オイルパステルを用い描きました。
２日間を通じて、約５時間の作業時間で、鮮やかな店頭看板
が完成しました。

参加者の中には、初回から
毎回ご参加いただいてる事業
者様もおられ、各季節に応じた
ＰＯＰの掲示ができ、誘客につ
ながると好評です。
商工会では、こうした販売促進活動の支援も行っています。
チョークアートに限らず、販促に係る個店それぞれのお悩み
を是非お聞かせください。

【山下】


