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JR吉塚駅徒歩 1分 Wi - Fi 完備

週に１度は…
会議室で
『ミーティング』

【16名利用時】【16名利用時】

【会議室】

2時間 7,480円～
（15名程度）
ロの字で25名程度まで対応可
※テーブル・椅子の設営料金は別途必要です。

日ごろの業務は…
ワンコインスペースで
『テレワーク』

【バックパネル使用時】【バックパネル使用時】

【ワンコインスペース】

1日500円（税込）
（9：00～17：00）
途中入退出ＯＫ

※Web会議等でバックパネル使用の
場合330円が別途必要です。
（イヤホンマイクはご持参くださ
い。）
※お茶（280ml）1本サービスです。

安心 快適な



〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

大手メーカーが認める技術
創業時から溶接技術を大手メーカーに認められ、食品

メーカーの配管やタンクを数多く製作してきました。穀物
を貯蔵するサイロやゴミ焼却プラントといった、環境プラ
ント向け機械などは九州域外でも多くの実績があります。
水門は小型から大型まで手がけます。ポンプなどを含め
て河川・水路に関する機械のことはすべて対応する姿勢
です。水門は災害を防ぐためにも保守点検が欠かせませ
ん。そこで「水門の110番」と銘打ち、メンテナンスやト
ラブル対応のほか安全性を向上させる改造も積極的に展
開しており、他社製の水門についても可能な限り要望に
応じます。

職人の技によるキャンプ用品
現在、新規事業として製品開発などを進めるのが「ノ
リノリプロジェクト」です。乘冨賢蔵副社長を中心に展
開しています。最初は地場産業の省力化をテーマに、漁
業で使われるコンテナをクレーンでまとめてつり上げる

装置や、たる
を運んでひっ
くり返す装置
を開発しまし
た。今はキャ
ンプ用品の
展開に力を
入れていま
す。鍋 な ど
を火の上など
に置く「スラ

イドゴトク」は用途に応じて幅が変えられます。たき火
台「ヨコナガメッシュタキビダイ」はコの字形に曲げた
ステンレスの網を使った箱形で、耐久性や機能性の高さ
が特徴です。メッシュに透ける炎が美しいたき火台とし
て雑誌やテレビなどでも紹介されました。

SNSでネットワーク広げる
ノリノリプロ
ジェクトは動画
投稿サイト「ユー
チューブ」、会
員制交流サイト
（SNS）のツイッ
ターやインスタ
グラムを情報
発信に生かし
ています。SNS
で他地域の町工場やエンジニア、大学などとのつながり
もできました。それらのつながりは製品開発にとどまら
ず、社内の業務改革やデジタル変革（DX）にも力となっ
ています。

Hello,Company!

No.65

No.65

　イベントやSNSなどを通じた出会いやつながりを大切にして、事業を応援してくれる人が増えてき
ました。デザインやマーケティング、行政などの専門家も多く、教わることがたくさんあります。積
極的な情報発信は採用活動にも好影響を与えています。新しく始めたことから既存の水門事業に結
びつきそうな話も出てきました。国連の持続可能な開発目標（SDGs）を事業に取り入れることにも
つながりそうです。

D A T A 企 業 概 要 担 当 者 の 声M E S S A G E

株式会社乗富鉄工所
（柳川市）

乗富鉄工所は水門などの水利施設のほかプラント関連設
備、建設機械部品などの機械メーカーです。水利施設の分野で
は県内最大規模。改造やメンテナンスなどあらゆる関連業務に
対応します。最近では職人の金属加工技術を生かしたキャンプ
用品も製品化しました。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

「ヨコナガメッシュタキビダイ」は炎の眺めもキャンプの楽しみにする

乘冨 賢蔵　氏

企 業 名
代 表 者
所 在 地
T E L
F A X
U R L
従 業 員
事業内容

株式会社乗富鉄工所
乘冨　銀藏
福岡県柳川市三橋町柳河９３４－４
０９４４－７３－６１７７
０９４４－７３－６１７９
http ://www.nor i tetsu .com
61名
水利施設機械、産業機械、製缶、キャンプ用品

製造現場のデジタル化が進む

キャンプ用品はユーザーの評価も高い

水門からキャンプ用品まで
モノづくりのプロが作る

手がける水門はさまざま
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〈お問い合わせ〉　企画調整課　TEL：092-622-5432

加工に適した野菜を、こだわりの逸品に
　阪本農園
では加工に
最適な品種
を選んで減
農薬で育て、
自宅併設の
加工場で商
品にします。
添加物と保
存料を一切
使用しない
商品は20ア
イテムほど。
カボチャと

サツマイモを使った濃厚プリンや、レンコンとサツマイモ
を使ったサクサク食感のチップス、干しイモがあります。
カボチャは甘くて水分量の多い希少品種「北の紅」、サ
ツマイモは「紅はるか」などを使います。砂糖を使わず
ほんのりとした甘みのサツマイモのチップスは、「糖質制
限をしている方やお子さんのおやつに最適」と阪本代表
は胸を張ります。

商品改良、展示会で拡販に手応え
商品は同町の「道の駅」やインターネット通販サイト

などで販売しており、新たな販路を模索していました。
そこで地元商工会を通じて（公財）福岡県中小企業振興
センターに相談。「2021年度福岡県６次産業化・農商
工連携サポートセンタープランナー派遣事業」の支援を
受けました。
プランナーのアドバイスにより、既存商品のパッケー

ジを改良したほか、干
しイモを一口サイズな
どに変更。21年11月に
マリンメッセ福岡（福
岡市博多区）で開催さ
れた展示会「FOOD 
STYLE Kyushu 2021」
に中小企業振興セン
ターブースの一員として
出展しました。「来場
者からサンプル提供や
見積もりの依頼を多数
受けるなど、驚くほど
手応えがありました」
と阪本代表。関東で新たに販売が決まるなど、商談が
進んでいます。

直売所開設、法人化も見据え
　総菜販売を
強化するため、
手狭だった加工
場 を21年10月
に増設し、弁当
販売も始めまし
た。現在、移動
販売車での販
売やイベント出
展などに力を入
れています。弁

当や総菜など多岐に渡る商品群も今後手がけ、「５年後
には直売所兼加工場を作り、法人化を目指す」と阪本
代表は意気込んでいます。

Hello,Company!

No.66

No.66

　起業以来、減農薬で育てた安心・安全な野菜を使って、素材の味を生かした加工品づくりにこだ
わってきました。自分たちの手で一から育てた農作物と、信頼できる素材があって初めて、自信を
もって商品を送り出せます。安心して食べてもらいたいです。

D A T A 企 業 概 要 経 営 者 の 声M E S S A G E

阪本農園
（香春町）

福岡県香春町の阪本農園は、加工品にするための素材とし
て野菜を栽培し、プリンなどに仕立てて製造・販売しています。
阪本勇気代表は前職の食品工場で培った経験と技術を生かし
て独立。生まれ育った同町で2016年に起業しました。より多く
の人に「香春産の野菜のうまみを凝縮した商品を、安心して食
べてもらいたい」と、販路拡大を目指します。

ふくおか の
元気な企業を訪ねて。

Hello,
Company!

紅はるかの甘みを活かした干しイモ

阪本 勇気　氏

企 業 名
代 表 者
所 在 地
T E L
E - m a i l
U R L
従 業 員
事業内容

阪本農園
阪本　勇気
福岡県田川郡香春町採銅所１４３９－７
０９０－８８３２－７５７９
info@sakamotofarm.com
https ://sakamotofarm.com
３名
カボチャ、サツマイモなど一次産品の生産および加工品製造・販売

FOOD STYLE Kyushu 2021に初出展

移動販売車で精力的に販促

香春町産の野菜を商品に
自然の恵みお届け

添加物、保存料を使わないサクサク食感のチップス

くれない

べに

かわら
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移動販売車で精力的に販促

香春町産の野菜を商品に
自然の恵みお届け

添加物、保存料を使わないサクサク食感のチップス

くれない

べに

かわら

05Business Support Fukuoka  2022.2



香港での事業について
　1977年に創業した香港包
装器材中心有限公司は、元
は丸東産業株式会社の取引
先であったが、1980年代半
ばに子会社化され、現在は
食品・医薬品のパッケージの
販売を行うほか、食品容器
や包装関連機械類の販売等
を行うなど、広く私たちの

「食」にまつわる商材を取り扱っている。
特にパッケージでは、「内容物の保護、取扱の

利便性、情報の提供」といった基本的機能に、抗
菌性や吸湿性、遮光性といった機能や、簡単に手
でまっすぐ袋が切れるなどの便利な機能を付加した
「機能包材」とよばれる包材の製造・販売に注力し
ている。パッケージ類の製造は全て小郡市内の本
社工場で行っているため、取引先から送られてきた
パッケージデザインを忠実に再現することが可能で
あり、質の高い商品を安定的に提供できるのが同
社の強みである。また、機械類の販売についても、
同社には６名のメンテナンススタッフが在籍してお
り、アフターサービスが充実していることが特徴だ。
日系企業ではあるが、顧客の約９割は香港企業
で、社内でも日本人は下村さんのみ。下村さんは
スタッフや取引先とは広東語でコミュニケーション
をとりながら、営業やマネジメント業務を執り行っ
ている。

駐在20年で感じる香港の変化
香港での駐

在生活も約20
年となる下村さ
ん。最初の香
港駐在は中国
返還前の1996
年で、これまで
90年代後半の
日本の小売業の撤退やアジア通貨危機、2000年
代初頭のSARS流行による景気低迷、2019年の
民主化デモといった香港の社会経済の歴史を目の
当たりにしてきた。
ビジネスのスピードが速く、社会の変化も目まぐ
るしい香港だが、変化の中にチャンスを見出し、積
極的に新しいことを始めようとする香港の人々に、
下村さんは逞しさを感じている。コロナ禍にあって
も新たな生活様式を視野に入れた設備投資の動き
があり、さらに、訪日旅行者の数が増加し、本物
の日本を知る人が増えたためか、偽物が通用しな

くなってきているとも感じている。
また、かつて香港の製造業は人件費の安い中国
に工場を移転させたが、最近では香港回帰の流れ
があり、そこには人手不足に伴うオートメーション
化のニーズがあるという。事実、香港政府生産力
局（HKPC）は香港の「再工業化」により「メイド・イ
ン・香港」の再興を推進する政策を掲げており、
本社工場への視察ツアーの依頼が舞い込むなど、
日本の製造業の現場への関心は高いと感じている。
さらに、環境問題という観点では、香港では
2025年から段階的に使い捨てプラスチック食器類
の使用が規制される予定であることから、今後は
紙やバイオ原料で作った容器や石油の使用割合を
減少させた容器にシフトするなど、こうした動きへ
の対応も求められることになる。

海外展開で大切なことと、今後の展望
　「日本で
は売り物に
ならないよ
うな小さな
サツマイモ
が香港では
売れる」と
いう例を挙
げながら、

「海外でビジネスを行うにあたっては、売れるとい
う思い込みで物を売るのではなく、現地のことを知
り、現地の声を聞き、柔軟に対応することが大切」
と話す下村さん。固定概念を捨て、現地の人とコ
ミュニケーションを取りながらものごとを進めていく
ことで、より良いビジネスができるのではないかと
いう。
　かつて製造業の拠点と言えば中国であったが、
中国の人件費が上昇している今、日本の製造業に
再びチャンスがあるのではないかと下村さんは感じ
ている。日本の製造業という立場から「香港の再工
業化のお手伝いがしたい」と話す下村さん。これ
からも同社のビジネスを通じて、香港の人々の暮ら
しや未来を支えていくことだろう。

＜香港包装器材中心有限公司＞
代表者：董事総経理　原口　耕一
所在地：Unit02-03, CITIC Telecom Tower, 93 Kwai 

Fuk Road, Kwai Chung, N.T., Hong Kong
ＴＥＬ：＋８５２ -２６１０ -２２７７
ＵＲＬ：https://hongkongpacking.com.hk/
事業内容：ラミネートフィルム・包装関連資材・機械の

販売

後継者の決定状況（福岡県）

中小企業経営者の年齢分布の推移（全国）

グラフdeふくおか

中小企業経営者の年齢分布の推移を見ると、最も多い年齢層が1995年の50～54歳から、2018年には65～69歳へと移行
しています。経営者の高齢化がこのまま進むと、平均引退年齢の70歳を超える経営者の引退とともに、中小企業の大量廃業
が発生するのではと危惧されています。
県内中小企業へのアンケート調査※によると、経営者が60歳以降の中小企業のうち、後継者が決まっていない企業は約
48％に上ります。また、後継者が決まっていても事業承継の準備に着手していない企業が約22％あり、これら約70％の企
業に対し、事業承継の取組みを働きかけていくことが重要だと考えられます。
※アンケート調査の概要…調査対象：県内中小企業1,204社　実施時期：令和元年６月～８月

福岡県では毎年、「中小企業の動向」及び「中小企業施策の実施状況」を取りまとめ、年次報告を作成しています。
本誌では、最新の年次報告から県内中小企業の動向について抜粋して連載します。
※年次報告の全体版はこちら
「中小企業の動向及び令和元年度中小企業振興施策の実施状況」
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/gyosei-shiryo/smepromotion-r1report.html

経営者の高齢化と事業承継

注 ：年齢区分が5歳刻みであるため、山が動いているように見えないが、2015年から2018年にかけて、経営者年齢のピークは3歳高齢化している。
出所：中小企業庁「中小企業白書　2019年版」

注 ：調査対象1,204社のうち、経営者が60歳以上の中小企業472社の回答結果を集計している。
出所：福岡県商工政策課アンケート調査（令和元年６月～８月）より作成

No .
237

〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

食品・医薬品のパッケージの製造・販売を行っている丸東産業株式会社（小郡市）の子会社
である香港包装器材中心有限公司。今回は同社の常務取締役で、小郡市出身の下村圭氏に
香港でのビジネスや今後の展望についてお話を伺った。

香港包装器材中心有限公司海
外
駐
在
員
レ
ポ
ー
ト

機能包材をはじめとした商品の数々

趣味のトレイル中に撮影した香港の美しい景色
0%

5%

10%

15%

20%

25%

1995年
2000年
2005年
2010年
2015年
2018年23年間で経営者年齢の山は、

47歳から69歳へ移動

30
～3
4歳

35
～3
9歳

40
～4
4歳

45
～4
9歳

50
～5
4歳

55
～5
9歳

60
～6
4歳

65
～6
9歳

70
～7
4歳

75
～7
9歳

80
歳以
上

後継者決定済み（51.7％）

後継者が決まっていない
（48.3％）

すでに準備に着手

準備未着手

後継者候補はいるが、本人には伝えていない

後継者候補がいない

事業承継について考えたことない

廃業予定

回　　答 企業数（割合）

141（29.9％）

103（21.8％）

52（11.0％）

66（14.0％）

26（  5.5％）

84（17.8％）

472合　　計

計70.1％
経営者への働
きかけが必要

常務取締役
下村圭さん

香港事務所
所長

波多野 直美
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680

保湿成分として「こうね馬油」「スクワラ
ン」「コラーゲン」、肌を整える成分とし
て「紫根エキス」を配合。
みずみずしいジェルタイプの化粧水で、
べたつかずしっとりとうるおいます。

3,300円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

 「よかもん市場」は当センターが運営する福岡を中心とする九州の地場企業のためのインターネットショッピングサイトです。

福岡をお取り寄せ
よかもん市場 今月の PICK UP！

店舗名：有限会社メイン
商品名：こうねジェルローション

「出汁と卵の風味」を最大限
活かすため保存料や具材を入
れずに、風味を壊さないよう
に急速冷凍しました。
茶碗蒸し専門店がこだわりに

こだわり抜いた味をぜひご家庭で体感してみてください。

2,880円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：稲穂オンラインショップ
商品名：
冷凍茶碗蒸しの素３箱セット

オールインワンシャンプーなので、
お風呂の時間短縮になります。
髪のハリ、コシ、ツヤを十分に引き
出しボリュームでふっくらふんわり
ヘアに。刺激の少ない天然アミノ

酸洗浄成分を使用しています。

4,950円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：Royal Leaf
商品名：
ロイヤルリーフ シャンプー 永遠

福岡県産あまおうの香り豊
かなさげもん飴は、職人が
魂を込めて練り上げたひと
粒飴。鞠に見立てたパッ
ケージで各賞をいただき、

多くの方々のお土産やプレゼントとしてご利用いただいてい
ます。

1,650円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

店舗名：ラヴィレ コヤナギ
商品名：
柳川さげもん飴PET
ケース入り

店舗名：ミツワ醤油
商品名：さしみ200ＭＬ

すっきりしたい時に万能のネト
ルや、目の充血や肩こりにもオ
ススメの抗菌作用にすぐれる
ユーカリなど、お鼻がムズムズ

する方に。甘くて、スースーとした清涼感があります。甘味
は天然のステビアリーフ。甘くて清涼感のあるブレンドです。
花粉の飛ぶ時期にはお早目に。

2,000円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから⇒

店舗名：Teahouse miya
商品名：るんるん花唄茶

（筑紫野市）

（福岡市） （福岡市）

（柳川市） （北九州市）

通常の濃口醤油に比べて食塩分を27％カット。
九州特有の甘味が、刺身の美味しさをより引き
立ててくれます。こだわりの詰まったミツワ醤
油のさしみ醤油、ぜひご賞味ください。

378円（税込／送料別）
お問合せ・購入はこちらから ⇒

（粕屋町）

　福岡県プロフェッショナル人材センターは、内閣府プロフェッショナル人材事業で福岡県に設置された『プロフェッショ
ナル人材戦略拠点』です。地域の金融機関等と連携しながら、県内企業の「攻めの経営」への転身を後押しすべく、新商品
や新サービスの企画・開発、販路開拓、生産性向上など経営課題を解決する『プロフェショナル人材』の採用を、大企業の
人事部門や民間人材ビジネス事業者等を通じてサポートしています。主な採用支援は　①正規雇用の中途入社者　②副業・
兼業者による業務支援　③トヨタ自動車九州の高技能者による業務改善支援　の３つです。

お問い合わせ先　
福岡県プロフェッショナル人材センター
福岡市博多区吉塚本町9-15福岡県中小企業振興センター９階
■ T E L：０９２－６２２－８８２２
■ Ma i l：center@proj inzai -fukuoka.jp
■ H P：https://www.proj inzai -fukuoka.jp

録ビジサポ実 福岡県の中小企業支援機関を紹介します。

支援事例

福岡県プロフェッショナル人材センター　　

【事例①　タキロンポリマー株式会社（八女市）】次世代の世界需要にも対応していける会社
代表者：高山 隆司 ／業種：製造業 ／ 資本金：5,000万円 ／ 従業員数：77名

■事業内容と人材ニーズ
独自の技術を駆使して様々なプラスチック製品を製造しています。そして、会社が成長
していくためには経理労務など間接部門の強化が必要となってきました。そこで、自社
で募集を行っていましたが、労務・会計・経営・予算管理など、幅広い知識と経験が
ありながらも柔軟に対応していただける方とは出会えず、当センターを利用しました。
■採用したプロ人材への期待（経営トップの声）
弊社の「自信を持って満足していただける製品を提供する」という考えに共感していた
だけています。創意工夫しながら楽しく作業効率をアップし、与えられた業務を正確
に・早くやれる会社を目指しており、コミュニケーション能力を活かして活躍してくれて
います。
■会社としての将来ビジョン（経営トップの声）
国内最大級を誇る濾過板の製作技術をもとに世界で活躍し続ける会社、環境に配慮するなど新しい価値を創造
しながら、顧客満足を高められる会社でありたいと思います。

高山社長

【事例②　有限会社古賀商会（大川市）】障がい者の就労支援事業へつなげる新たな取り組み
代表者：古賀 等 ／業種：卸売・小売業 ／ 資本金：500万円 ／ 従業員数：２名

■事業内容と人材ニーズ
取得したライセンス特許を活かした新たなサービス提供に努めていましたが、その特徴
を活かした商品開発の為の知識・ノウハウがありませんでした。また、そうした専門職
の方を雇用するほどの事業規模もありませんでした。そこで、当センターを通じて “副
業プロ人材” の活用を知り、素晴らしい方を採用することができました。
■採用したプロ人材への期待（経営トップの声）
障がい者雇用を60年続けてきており、福祉に結び付けた商品開発とサービス提供を目
指していたところ、プロ人材による分析に基づく助言・提案のお陰でビジネス化するた
めに行うべきプロセスが明確になりました。そして具体的な商談にもつながっています。
■会社としての将来ビジョン（経営トップの声）
「生まれてこなければ良かった」という人をなくしたい。福祉のために弊社のビジネスをどう展開させるか、プ
ロ人材の力を借りながら具体的なアクションを成果に結びつけます。

古賀社長

HP Facebookページ
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〈お問い合わせ〉　情報取引推進課　TEL：092-622-6680
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しながら、顧客満足を高められる会社でありたいと思います。
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取得したライセンス特許を活かした新たなサービス提供に努めていましたが、その特徴
を活かした商品開発の為の知識・ノウハウがありませんでした。また、そうした専門職
の方を雇用するほどの事業規模もありませんでした。そこで、当センターを通じて “副
業プロ人材” の活用を知り、素晴らしい方を採用することができました。
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指していたところ、プロ人材による分析に基づく助言・提案のお陰でビジネス化するた
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「生まれてこなければ良かった」という人をなくしたい。福祉のために弊社のビジネスをどう展開させるか、プ
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知的財産支援センター
Bu s i n e s s  S uppo r t  F ukuoka

特許庁が提供する
特許料などの支払い期限通知サービス

・特許：特許料を期限までに支払わないと特許権が消滅します。
登録査定時に３年分の特許料を通常支払いますが、第４年分以降の特許料の支払いを忘れてしまう事例
が、特に中小企業に目立ちます。
・商標：登録査定時に10年分の商標登録料を支払います。
期限までに更新登録料を支払えば、商標権を更に10年維持できますが、この支払いを忘れて商標権が消
滅してしまう事例が、しばしば起こっています。

制 度 概 要

上記のような失敗を防ぐために、中小企業や個人事業主を対象として、特許庁は
「特許（登録）料支払期限通知サービス」を提供しています。

■サービス内容
期限が近付いた頃に、中小企業等が登録したメールアドレス宛に、お知らせが届きます。

＜注意＞
このサービスは次期納付期限を通知するだけであるため、権利を維持するには、定めら
れた期限までに、特許料や商標更新登録料などを納付する必要があります。
また、登録したメールアドレスが機能しつづけるよう管理する必要があります。（誰もお知
らせに気づかない、ということがないように）

■通知サービスの対象
・設定登録後の特許料（第４年分以降）
・設定登録後の実用新案登録料（第４年分以降）
・設定登録後の意匠登録料（第２年分以降）
・設定登録後の商標登録料（後期分）
・次期商標権存続期間更新登録料

■制度、利用方法の詳細
以下の特許庁ホームページを参照し、申し込んでください。

特許庁のページ「特許（登録）料支払期限通知サービスについて」
https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html

福岡県からのお知らせF rom 
Fukuoka 
Prefecture 

設備投資をお考えの企業の皆様へ

グリーンアジア国際戦略総合特区の支援制度

１．税制上の支援措置
特区事業を行う事業者の設備投資を法人税の軽減等によって支援します。
＜法人税の軽減＞
○機械・装置（２千万円以上）、研究開発用の器具・備品（１千万円以上）
税額控除　10％　または　特別償却　34％

○建物及び附属設備、構築物（１億円以上）
税額控除　 ５％　または　特別償却　17％

＜地方税の減免＞　不動産取得税の課税免除等
＜対 象 事 業＞　環境性能の高い製品の開発、生産

例えば…
○低燃費自動車 または その部品
○産業用ロボット または その部品
○再生可能エネルギー関連製品など、省エネ、省資源に資する製品

＜適 用 期 限＞　令和４年３月31日　⇒　令和６年３月30日
※関係法令の改正を前提に適用期限が２年延長されます！

２．金融上の支援措置（利子補給制度）
金融機関からの借入れに対して、国が予算の範囲内で利子補給金を支給します。
＜利子補給金概要＞　
利子補給率　0.7％以内　利子補給金の支給期間　５年間

※このほか、補助金等によって支援します！（詳しくはお問い合わせください）

地域経済牽引事業への支援制度

地域経済牽引事業を行う事業者の設備投資を法人税の軽減等によって支援します。
※（　）内は上乗せ要件（直近事業年度の付加価値増加率が８％以上）を満たす場合
＜法人税の軽減＞
○機械・装置、器具・備品
税額控除　４％（５％）　または　特別償却　40％（50％）

○建物及び附属設備、構築物
税額控除　２％　　   　 または　特別償却　20％

＜地方税の減免＞　不動産取得税の課税免除等

※取得価額の合計が２千万円以上であることが要件。
※上記特例を受けるためには県の計画承認に加えて、国の先進性等の確認を受ける必要があります。（詳し
くはお問い合わせください）

地域経済牽引事業とは…
①地域の特性を活かし、
②高い付加価値を創出し、
③地域の事業者に対する相当の経済的波及効果が
　見込まれる事業

＜お問い合わせ先＞
福岡県 商工部 産業特区推進室
TEL：０９２ ― ６４３ ― ３４１６　　FAX：０９２ ― ６４３ ― ３４１７
e-mail：greenasia@pref.fukuoka. lg. jp　　URL：http://greenasia. jp/
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知的財産支援センター
Bu s i n e s s  S uppo r t  F ukuoka
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https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/kigen_tsuchi_service.html

福岡県からのお知らせF rom 
Fukuoka 
Prefecture 

設備投資をお考えの企業の皆様へ

グリーンアジア国際戦略総合特区の支援制度

１．税制上の支援措置
特区事業を行う事業者の設備投資を法人税の軽減等によって支援します。
＜法人税の軽減＞
○機械・装置（２千万円以上）、研究開発用の器具・備品（１千万円以上）
税額控除　10％　または　特別償却　34％

○建物及び附属設備、構築物（１億円以上）
税額控除　 ５％　または　特別償却　17％

＜地方税の減免＞　不動産取得税の課税免除等
＜対 象 事 業＞　環境性能の高い製品の開発、生産

例えば…
○低燃費自動車 または その部品
○産業用ロボット または その部品
○再生可能エネルギー関連製品など、省エネ、省資源に資する製品

＜適 用 期 限＞　令和４年３月31日　⇒　令和６年３月30日
※関係法令の改正を前提に適用期限が２年延長されます！

２．金融上の支援措置（利子補給制度）
金融機関からの借入れに対して、国が予算の範囲内で利子補給金を支給します。
＜利子補給金概要＞　
利子補給率　0.7％以内　利子補給金の支給期間　５年間

※このほか、補助金等によって支援します！（詳しくはお問い合わせください）

地域経済牽引事業への支援制度

地域経済牽引事業を行う事業者の設備投資を法人税の軽減等によって支援します。
※（　）内は上乗せ要件（直近事業年度の付加価値増加率が８％以上）を満たす場合
＜法人税の軽減＞
○機械・装置、器具・備品
税額控除　４％（５％）　または　特別償却　40％（50％）

○建物及び附属設備、構築物
税額控除　２％　　   　 または　特別償却　20％

＜地方税の減免＞　不動産取得税の課税免除等

※取得価額の合計が２千万円以上であることが要件。
※上記特例を受けるためには県の計画承認に加えて、国の先進性等の確認を受ける必要があります。（詳し
くはお問い合わせください）

地域経済牽引事業とは…
①地域の特性を活かし、
②高い付加価値を創出し、
③地域の事業者に対する相当の経済的波及効果が
　見込まれる事業

＜お問い合わせ先＞
福岡県 商工部 産業特区推進室
TEL：０９２ ― ６４３ ― ３４１６　　FAX：０９２ ― ６４３ ― ３４１７
e-mail：greenasia@pref.fukuoka. lg. jp　　URL：http://greenasia. jp/
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