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平成１２年度第４回受注登録企業動向調査結果報告 

ＫＩＩＣ会員交流会 会員募集！ 

エネルギー使用合理化設備導入促進支援事業のご案内 

交流会 KYOTO in ビジネスシヨウ２００１OSAKA開催のご案内 

京都ベンチャー創出支援事業第２次投資を実行 
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専門家派遣事業のご案内 

あっせん情報（発注・受注コーナー） 

遊休機械設備情報 （売りたい・買いたいコーナー） 

BPNetから新たなビジネスチャンスが広がります！！ 

設備貸与制度（割賦・リース）申込受付中 

取引適正化無料法律相談日のお知らせ 
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「京都産業２１」を　　　　　 
よろしくお願いします 
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ごあいさつ 

　このたび、「京都産業２１」の理事長に就任いたしました立石でございます。 

　「京都産業２１」は、産学官の連携による中小企業の経営革新、新事業展開、

新産業育成、創業、企業のＩＴ推進などの支援機能をさらに強化し、利用者の

立場に立ったワンストップ体制を整え、京都産業の発展、振興に貢献すること

を目的に、（財）京都産業技術振興財団、（財）京都産業情報センター、（財）京

都府中小企業振興公社の３つの財団が合併し、誕生した総合的支援機関です。 

　京都の産業界のニーズに的確、柔軟に対応し、ＩＴを活用した新たな事業展

開やケータイ関連など成長産業の育成等、産業活動のあらゆるシーンをサポ

ートするという大きな使命を担っております。 

　ＩＴ化やグローバル化など時代の変革期の荒波の中で、産業界では、あらゆ

る場面での勝ち残りをめざして、スピード性の追求、常識の否定など、ドラス

ティックな展開を迫られています。 

　過去の成功体験は保守化のもとになりかねず、むしろゼロから新しいビジネスモデルを創っていくべきであり、

「革新」ではなく、「創新」の時代がきているものと考えます。 

　それぞれ目的と歴史を有する団体が一つとなって、「京都産業２１」として、産業界の期待に応え、京都産業の

振興に貢献できるよう役職員一同全力で業務に邁進してまいりますので、「京都産業２１」を積極的にご活用いた

だきますようお願いいたします。 

財団法人 京都産業２１ 

理事長　立石 義雄 
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当財団のホームページにおいても掲載しています。 http://www.kyoto-kosha.or.jp/koshajyoho/report/index.htm

〔図１〕受注量について【全体】 

 

  

〔図２〕受注量の見通しについて【全体】 

 

  

〔図３〕受注単価について【全体】 

 

  

〔図４〕資金繰りについて【全体】 

 

  

〔図５〕採算状況について【全体】 

 

  

〔図６〕受注余力について【全体】 

　このたび、平成１３年３月末を調査時点に、府内受注登録企業３００社を対象にアンケート方式で実
施した動向調査結果の概要（要旨）を報告します。（回答企業２１５社、回収率71.7％） 

回答企業の概要（業種別） 

①鉄鋼・非鉄関係　11.6％（25社）　　　②金属製品関係　　15.8％（34社）　　　③一般機械関係　17.2％（37社） 

④電気機器関係　13.0％（28社）　　　⑤輸送用機器関係　 8.8％（19社）　　　⑥精密機器関係　12.6％（27社） 

⑦縫製関係　　　11.6％（25社）　　　⑧樹脂製品関係　　 9.3％（20社） 
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2． 受注量について 〔図１〕 

　全体では、「増えた」（増加又はやや増加）とする
企業が17.2%で前回調査と比較して21.2ポイント減
少し、「減った」（減少又はやや減少）とする企業は
54.4%で、前回調査と比較して27ポイント増えており、
「減った」とする企業が「増えた」とする企業を大幅
に上回っている。 

3． 今後（３ヶ月先）の受注見通し 〔図２〕 

　全体では、「増加」とする企業が4.7%で前回調
査に比べて11.3ポイント減少し、「減少」とする企業
が55.8%で29.3ポイント増加し、「不変」が4割近くを
占めており、今まで以上に厳しい見通しをしている。 

4． 受注単価について 〔図３〕 

　全体では、「上昇」とする企業は僅か0.5％しか見
られず、「低下」とする企業が38.6％で「低下」が「上
昇」を大幅に上回っている。前回調査に比べると「低
下」が10.3ポイント増加するとともに、「不変」が60.9
％を占めており、受注量の減少傾向に加え、受注単
価の低下傾向が懸念される。 

5． 資金繰り及び採算状況 〔図４、５〕 

　全体では、「好転」とする企業は僅か1.4％しか見
られず、「悪化」とする企業が39.5％で「悪化」が「好
転」を大幅に上回っている。前回調査に比べると「悪
化」が15.3ポイント増加するとともに、「不変」が6割
近くを占めており、受注量の減少傾向、受注単価の
低下傾向に加え、資金繰りの悪化が懸念される。 

6． 受注余力 〔図６〕 

　全体では、余力「あり」とする企業が前回調査に
比べて12.5ポイント増加し、85.1％と大半の企業で
受注余力を残しており、依然として十分な受注量は
確保されていないことがうかがわれる。  

１． 調査結果概要 

　全体的には減速感が顕著になっており、採算面
においては業種間、企業間のばらつきも見られ、力
強さは感じられない。 

～ 知ろう 守ろう 考えよう みんなの人権 ～ 
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ＫＩＩＣ倶楽部事業（経営者のための交流倶楽部） 
　①　ＫＩＩＣ　ｅ－ビジネス倶楽部　　  ②　ＫＩＩＣ　ゴルフ倶楽部　　　　　　　 ③　ＫＩＩＣ　ＩＴ活用倶楽部 
　④　ＫＩＩＣ　施設見学倶楽部　　　⑤　ＫＩＩＣ　リスクマネジメント倶楽部　　　⑥　ＫＩＩＣ　国際交流倶楽部 
　⑦　ＫＩＩＣ　ＩＳＯ倶楽部 

ＫＩＩＣサークル事業 
　①　夢現の会　　　　　　　　　②　ＫＩＩＣ　後継者育成サークル　　　　 ③　ＫＩＩＣ　異業種交流サークル 
　④　ＫＩＩＣ　プロジェクト（ものづくりサークル）　⑤　ＫＩＩＣ　経営戦略サークル 

ＫＩＩＣ研究会事業 
　①　きょうとマーケティング研究会　　②　きょうとベンチャー研究会ＫＩＩＶ　　　③　ＬＳＰ研究会 
　④　きょうとＮＥＴビジネス研究会　 

ＫＩＩＣ会員交流事業 
　①　ＫＩＩＣ　新春賀詞交歓会　　　②　ＫＩＩＣ　会員交流総会 

その他事業 
　ホームページ作成講座など　　　　異業種交流会との連携事業など 

①情報についての全般的な相談・案内 

②情報提供サービス 
　　・ インターネットへの接続（ダイアルアップ）サービス 
　　　　ＫＩＩＣ会員　　　　１２，０００円／年で提供　（一般年会費２４，０００円） 
　　　　ファミリーＩＤ会員　　６，０００円／年（１人）で提供 
　　・ 専用線接続サービス（料金別途） 
　　・ 独自ドメインサービス（料金別途） 
　　・ ホームページによる情報発信　ＵＲＬ　http://www.joho-kyoto.or.jp　　　　 
　　・ ＫＩＩＣメールマガジンによる情報発信（E-mailによる情報提供） 
　　・ ＦＡＸＮＥＴによる情報発信（ＦＡＸ同報通信） 
　　・ ＫＩＩＣ会員交流誌による情報発信（ＭＯＮＴＨＬＹ　ＪＯＨＯ　ＫＹＯＴＯ） 

③信用調査サービス　　新規取引等の会社の信用情報の仲介（割安なサービス料で提供） 
　　・ オンラインによる個別情報相談情報検索（データベースを利用してすぐに調査します） 
 会社名による情報検索は、通常、企業検索１件につき１，３００円のところ 
 ＫＩＩＣ会員は月１０件まで無料 
 　 ・ 特別依頼の信用調査 
 帝国データバンクの調査員による信用調査は、通常、１件につき５０，０００円のところ 
 ＫＩＩＣ会員は１件２４，０００円で提供 

交流事業内 

会員サービス 

　（財）京都産業２１　ＫＩＩＣ会員交流会（Kyoto Intelligence Incubation Club）は、（財）京都産業情報センター中長期事
業計画（ＫＩＩＣ２１）の精神を引き継ぎ、「やさしいアクセス、価値ある情報、広がるネットワーク」をスローガンに、京都における
意欲ある企業・団体等に対し、ＩＴ活用の支援、事業創新の支援、経営革新の支援、産学交流の促進を行い、また行政機
関との連携を密とした事業展開を図り、ビジネスフィールドの拡大とヒューマンネットワークの構築を目的に様 な々テーマでの
交流会を開催いたしますので、ぜひ、ＫＩＩＣ会員交流会にご入会いただきますよう御願い申し上げます。 

ＫＩＩＣ会員交流会　会員募集！ ＫＩＩＣ会員交流会　会員募集！ 

ＫＩＩＣ会員交流会　入会金・年会費 
　　　　入会金 １０，０００円　　年会費 ７２，０００円（１口）［月額　６，０００円］ 
問合せ先 
　　　　（財）京都産業２１　産業情報部　ＫＩＩＣ会員交流会　事務局　巽 健次 
　　　　〒６００-８８１３　京都市下京区中堂寺南町１７KRP内 
　　　　TEL ０７５-３１５-８６７７  FAX ０７５-３１４-４７２０　　E-mail  tatsumi@mail.joho-kyoto.or.jp
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　今、中小企業の経営環境は厳しい状況にあり、さまざまな角度からコストダウンが求められています。そういった
経営合理化対策のひとつとして「省エネルギーの推進」を抜きにしては考えられないのでは無いでしょうか？ 
　そこで、中小企業事業団では中小企業のみなさまに燃焼の合理化や加熱・冷却・伝熱の合理化等を促進して
頂くとともに、効率的な省エネルギー設備を導入するため『熱・電気分野』の専門家などで構成するエネルー使用
合理化専門員を派遣（有料）しています。 
　派遣の仕組みは、専門員派遣を希望する企業から中小企業地域情報センター（京都産業２１）を通じて生産設
備などエネルギー使用合理化に関する相談申込みの依頼を受け、専門員を企業に派遣しアドバイスを行います。 
　まず、お気軽にお電話ください！京都産業２１に在籍する専門相談員が無料でお伺いします。 

　来る６月６日（水）から８日（金）までの３日間、インテックス大阪（大阪国際見本市会場）において、「ビジネスシヨ
ウ ２００１ ＯＳＡＫＡ」が開催されます。 
　その中で、当財団では、京都の企業１１社の展示スペースを確保して「展示交流会 ＫＹＯＴＯ ｉｎ ビジネスシヨ
ウ ２００１ ＯＳＡＫＡ」を開催致しますので、是非ともご来場いただき、京都から参加する企業の優秀な技術や製
品等をご覧ください。（招待日６･７日、一般公開８日、会場時間　午前１０時～午後５時） 
　なお、詳細につきましては、６月号にてご紹介いたします。 

出展企業 ： 栄進電機（株）、（株）カワイプロ、（株）京都テクノシステム、（株）近畿レントゲン工業社、 
　　　　　星和情報システム（株）、（有）第一美研、（株）ツバキ協和カム、（株）ハイパーテック、 
　　　　　プロニクス（株）、（株）ムラカミ、（株）山本木材工業 （５０音順） 

お問い合わせは… 
◯ビジネスシヨウ ２００１ ＯＳＡＫＡ ：  
　（社）日本経営協会関西本部/ビジネスシヨウ ＯＳＡＫＡ事務局　ＴＥＬ ０６－６４４３－６０９３ 
　　　　　　　　　　ビジネスシヨウホームページ ＵＲＬ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎｏｍａ．ｏｒ．ｊｐ/ｂｓ/ｏｓａｋａ 
◯展示交流会 ＫＹＯＴＯ in ビジネスシヨウ ２００１ ＯＳＡＫＡ ：  
　当財団　産業振興部企業振興課まで　ＴＥＬ ０７５－３１３－１１５９　ＦＡＸ ０７５－３１３－１１５９　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｅ－ｍａｉｌ：ｕｏｓｈｉｍａ＠ｋｙｏｔｏ－ｋｏｓｈａ．ｏｒ．ｊｐ 

エネルギー使用合理化設備導入促進支援事業のご案内 エネルギー使用合理化設備導入促進支援事業のご案内 

展示交流会 KYOTO in ビジネスシヨウ２００１OSAKA開催のご案内 展示交流会 KYOTO in ビジネスシヨウ２００１OSAKA開催のご案内 

エネルギー使用合理化設備導入促進支援事業の仕組み 

お問い合せご相談は・・・ 
（財）京都産業21 
産業振興部　企業振興課 

TEL.075-313-1159
無料 
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 財団法人京都産業技術振興財団（現・財団法人京都産業２１）では､平成１２年度京都ベンチャー創出支援
事業に係る第2次投資を実行しましたので、その概要をお知らせします。 

　当財団では、中小企業者が抱える経営、技術、人材、情報化等の様 な々問題を解決するため、民間のコンサ
ルタントやアドバイザーを派遣する事業を実施します。 
　診断助言の希望は随時受け付けておりますので、是非ご活用ください。 
 
   
　　経営革新等を行い経営の向上を目指す意欲ある中小企業者及び創業者 
 
 
　　創　業　…　会社設立、事業計画、設備計画、販路・受注開拓 
　　経　営　…　経営方針、経営計画、経営組織 
　　技　術　…　技術開発、製品開発、工程管理、品質管理（機械、金属、化学、電気、繊維、デザイン、etc） 
　　販　売　…　仕入・販売計画、商品管理、店舗設計 
　　財　務　…　財務分析、利益計画、設備投資計画、原価管理、資金調達 
　　労　務　…　従業員教育、人事給与、就業規則、福利厚生 
　　その他　…　特許、コンピュータ活用、環境管理　など 
　　　弁護士・弁理士・公認会計士・税理士・中小企業診断士・技術士・専門技術者等の専門家が診断助言をいたします。 

 
  
　　専門家の派遣に要する費用（謝金・旅費）の３分の２を当財団が負担します。 
　　したがって、企業の負担は、１回につき（謝金8,000円）＋（旅費の３分の１）となります。 
 
  
　　当財団窓口まで所定の派遣申請書をご提出ください。 
　　（申請書は、当財団各窓口のほか、京都府の各地方振興局にも配置しています） 
　　※ 詳しい内容については  新事業支援部経営革新課までお問い合わせください。 
　　　TEL 075-315-8848　FAX 075-323-5211　E-mail：support@kyoto-kosha.or.jp

京都ベンチャー創出支援事業第２次投資を実行 京都ベンチャー創出支援事業第２次投資を実行 

ご希望の専門家が現場に直接出向いて診断助言を行います 

専門家派遣事業のご案内 専門家派遣事業のご案内 

■ 投資先の概要 
投資先企業名 

㈱キョウトバイオメディカルサイエンス 

㈱ユース･テクノコーポレーション 

代表者 

大仲憲治 

所在地 

京都市 
中京区 

業　　　　　種 

医用品・医療用機器の製造販売 

食品製造業 

特定ベンチャーキャピタル名 

中信ベンチャーキャピタル㈱ 

松山　太 福知山市 フューチャーベンチャーキャピタル㈱ 

■投資先企業の事業計画概要 
投資先企業名 

㈱キョウトバイオメディカルサイエンス 

㈱ユース･テクノコーポレーション 

事業計画名 内　　　　　　容 

熱帯植物（バナバ茶）に含まれる
抗糖尿作用のあるコロリン酸を
用いた経口日常食品開発 

救急医療における新しい切断肢
保存法の研究開発 

　大学医学部との共同研究で開発した移植臓器保
存液をベースにして切断肢保存に適用する切断肢
保存液を開発し、救急病院、救急車及び工事（事故時
救急用）の常備薬として市場を開拓するもの。 
　製造は大手製薬会社と提携予定。 

　バナバ茶の原料供給元として世界シェア９０％以
上という実績をもとに、バナバ茶関連の健康食品を
開発し、大手商社等と提携し、日本及び世界に販売し
ていく。 

申込方法 

診断助言にかかる費用 

診断・助言を行う分野 

対象者 
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このコーナーについては、産業振興部 企業振興課までお問い合わせください。 
なお、あっせんを受けられた企業は、その結果についてご連絡ください。 

企業振興課　TEL.075-313-1159

（平成13年4月25日調） 

（平成13年4月25日調） 

発注コーナー 

受注コーナー 

片持ち 京都府 

話し合い 

話し合い 

機-1

600～700

①700 
②1400

200～800

①150～ 
②70～ 

片持ち 京都府 

末日〆 
翌月末日支払 
 
30万まで現金 

ＢＴＭ、ガンドリル 

大阪府 
大阪市 
1000万円 
10名 

大阪府 
東大阪市 
1000万円 
25名 

京都市 
上京区 
1000万円 
3名  

深穴加工（φ
12.1×345、φ
5×110） 

円柱（φ120×345、
φ148×345） 
 

繊-1

繊-2

軽-1

京都府 

20日〆 
翌月20日支払 

全額現金 

20日〆 
翌月20日支払 
 

全額現金 

話し合い 
 

 
全額現金 

裁断～縫製～
仕上げ 

裁断～縫～
仕上げ 

木工加工 1000個 

本縫いミシン、ロックミシン、
インターロックミシン、巻縫
いミシン、裁断機 

各種ミシン、裁断機、 
仕上装置 

木工旋盤等 

京都府 
八幡市 
1000万円 
12名 

婦人ブラウスの裁
断～縫製～仕上 

婦人カジュアルシ
ャツ①② 

木製継ぎ手 片持ち 

片持ち 

京都府 

　 

 

運搬 希望地域 備考 支払条件 金額 数量 材料等 必要設備 

地　域 
資本金 
従業員 

加工内容 発注品目 
業種 
No.

発注条件 

不問 話し合い 

マシニングセンター、ＮＣフライス盤 

マシニングセンター、ＮＣフライス盤 

オシロスコープ、デジタルマルチメーター、 
検査機 

京都府 
京田辺市 
1500万円 
７名 

電子機器 

精密機械部品 

小物機械部品 

フライス加工 

配線組立、調整、検査           

機-1

不問 話し合い 

不問 話し合い 

ハンダこて、圧着工具、ボール盤 

京都市 
南区 
個人 
３名 

京都市 
伏見区 
個人 
２名 

産業機械 配線加工、 
ハーネスケーブル加工 

機-2

機-3

不問 話し合い 京都府 
城陽市 
個人 
８名 

機-4

 

希望 
地域 

月間の 
希望する 
金額等 

主要設備 
地　域 
資本金 
従業員 

加工内容 
業種 
No.

主要加工 
（生産） 
品目 

備考 
能力・ 
特徴・ 
経験等 

話し合い 

アルミ鋳物の機械
加工 

ＭＣ、ＣＮＣ旋盤、三次元座標測定器、工場
顕微鏡、フライス盤他多数 

自動省力化機器、 
精密機械 

ラミネーター加工機、ロールコール、ドライラミネ
ーター 

紙、不織、金属箔 紙、不織、金属箔等 
の薄膜コーティング 

BPNet 
受注 
Ｎｏ．0169

不問 話し合い 京都市 
南区 
3000万円 
49名 

機-5

不問 話し合い 京都府 
久世郡 
3000万円 
28名 

軽-1

設計製造 

 

 

あっせん情報  あっせん情報  
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 不問 

　 不問 

話し合い 

話し合い 

プラスチック射出成形機 

パソコン、開発環境 

京都府 
中郡 
個人 
３名 

京都府 
中郡 
3000万円 
22名 

パッキン 

分散監視・制御、 
データ収集等 

射出成形加工 

ソフト開発 

他-1

軽-2

希望 
地域 

月間の 
希望する 
金額等 

主要設備 
地　域 
資本金 
従業員 

加工内容 
業種 
No.

主要加工 
（生産） 
品目 

備考 
能力・ 
特徴・ 
経験等 

売りたいコーナー 
（平成１３年4月25日調） 

話し合い 

話し合い 

話し合い 

話し合い ショウセラ、フィルム有効幅４５０mmオートファイン１１ 

ショウセラ、電源１００Ｖ、消費電力１．０Ｋ ネオコーター 

希望価格 形式・能力等 機械名 

買いたいコーナー 
（平成１３年4月25日調） 

不問、３＃×６＃ 鋳物製定盤 

貴金属メッキが測定できるもの  蛍光 Ｘ線メッキ膜厚測定器 

希望価格 形式・能力等 機械名 

このコーナーについては、産業振興部 企業振興課までお問い合わせください。 
ホームページにおいても掲載しています。 

http://www.kyoto-kosha.or.jp/business/yukyu/index.htm 
なお、あっせんを受けられた企業は、その結果についてご連絡ください。 

企業振興課　TEL.075-313-1159

＊備考欄に「BPNet」の表記がある場合は、ホームページのBPNetで詳細がご覧いただけます。 

　BPNetは関経連「関西Eビジネスネットワーク」と相互連携しております。 
　BPNet登録者IDで、関経連メンバーの大手発注メーカーの資材調達情報を閲覧して、応募ができます。 
　また、BPNet登録者は、売込情報の登録が出来ます。 
　BPNetに登録して、ビジネスチャンスを広げましょう！！　今すぐBPNetにアクセス！！    

 

 

遊休機械設備情報  遊休機械設備情報  

BPNetから新たなビジネスチャンスが広がります！！ BPNetから新たなビジネスチャンスが広がります！！ 

共通IDで相互連携 

http://www.kyoto-kosha.or.jp/BPN/
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　本制度は、小規模企業者等の方やこれから創業しようとする方の経営革新及び創業に必要な設備の導入を
促進することを目的に、設備を導入しようとされる時、希望される設備を財団が代わってメーカーやディーラーから
購入して、その設備を長期かつ低利で割賦販売またはリースする制度です。 

TEL 075-313-1159 ／ FAX 075-321-5253   E-mail: promote@kyoto-kosha.or.jp 
ホームページにおいてもご案内しています。 

 http://www.kyoto-kosha.or.jp/business/setubi/index.htm

お問合せ先 ／ 産業振興部 設備助成課 

設備貸与制度（割賦・リース）申込受付中 設備貸与制度（割賦・リース）申込受付中 

　財団では、取引に関する法律問題や苦情・紛争及び経営活動で生じる様 な々問題でお困りの中小企業の方
に対し、顧問弁護士による無料相談を下記のとおり行っておりますので、ご利用ください。 

○相　談　日　平成１３年５月の相談日は８日（火）です。 
 　６月の相談日は１２日（火）です。 
○相談時間 １３：３０～１６：００です。 
○相談場所 京都産業２１　産業振興部　相談室 
 京都市右京区西大路通五条下ル（京都府中小企業会館6階） 
○申込方法 事前に相談内容を当財団　産業振興部　企業振興課までご連絡ください。 
 TEL 075-313-1159 ／ FAX 075-321-5253　 E-mail：kigyo@kyoto-kosha.or.jp 

 
 

 

取引適正化無料法律相談日のお知らせ 取引適正化無料法律相談日のお知らせ 

財団法人京都産業２１　産業振興部設備助成課 

割　賦　販　売 

対　象　企　業 

対　象　設　備 

対象設備の金額 
（限度額） 

割賦損料及び 
月額リース料率 

割賦期間及び 
リース期間 

（１）小規模企業者　従業員２０名以下（ただし、商業・サービス業は、５名以下） 

（２）創　 業　 者　事業を開始していないもの又は開始した日以降１年を 
 　 （小規模企業者）経過していないもの。 
　　　　　（この場合は、原則として商工会議所、商工会、商工会連合会の経営指導員による経営指導を６ｶ月程度以前から受けていること。） 

機械設備等（土地、建物、構築物、賃貸借用設備等は対象外） 
　※別に定められていますので、詳しくは財団までご確認ください。 
　　なお、当該設備を導入することにより、一定の割合の付加価値額（営業利益、人件費及び 
　　減価償却費の合計額）の向上が見込まれること 

（１）創業１年以上の企業等　１００万円～６,０００万円 
（２）創業１年未満の企業等　　５０万円～３,０００万円 

７年（償還期間） 
 （ただし、法定耐用年数以内） 

３～７年 
 （法定耐用年数に応じて） 

年率2.75％ 
 

3年　3.006％　　　4年　2.312％ 
5年　1.886％　　　6年　1.609％ 
7年　1.408％ 

申 し 込 み 先 

＊詳細につきましては、当財団 設備助成課までお問合せください。 

区　　分 リ　　ー　　ス 


