
(別紙様式１８－２号）

１　６次産業化法人について

　（１）６次産業化法人の概要

　（２）６次産業化法人の構成員

円 ％

(注)

　（３）６次産業化法人の経営状況

(注)　 1 　売上総利益（C）＝売上高（A）－売上原価（B）

2 　営業利益（E）＝売上総利益（C）－販売費及び一般管理費（D）

3 　経常利益（H）＝営業利益（E）＋営業外収益（F）－営業外費用（G）

4 　税引前当期純利益（K）＝経常利益（H）＋特別利益（I）－特別損失（J）

5 　税引後当期純利益（N）＝税引前当期純利益（K）－法人税等（L）＋法人税等調整額（M）

6 　資産と負債の差額（Q）＝資産（O）－負債（P）　【マイナスの場合、「債務超過」という。】

平成23年度 ６次産業化推進整備事業（農業主導タイプ）実施計画

６次産業化法人の名称 組織の形態 代表者名 設立年月日

ｾｷｭﾘﾃｨ-に配慮し、
非公開といたします。

有限会社コスモグリーン庭好 農業経営を行う法人 三輪政彦 平成16年9月1日

構成員の氏名 年齢
住所・所在地

（都道府県市町村名）
出資金額

当該項目については個人情報を含むため、
非公開といたします。

出資比率
備考

（農業生産法人である場合）

9,000,000 100

　備考欄には、農業生産法人である場合に農地法第２条第３項第２号に掲げる要件のいずれかを記入すること。こ
の場合、常時従事者は「常」、農地等の使用収益権を移転・設定しているときはその旨を記入すること。

項目

2

当該項目については企業の経営内容の詳細を含むため、
非公開といたします。

売上原価（B）

売上高（A）

販売費及び一般管理費（D）

売上総利益（C）

営業外収益（F）

営業利益（E）

経常利益（H）

営業外費用（G）

特別損失（J）

特別利益（I）

法人税等（L）

税引前当期純利益（K）

税引後当期純利益（N）

法人税等調整額（M）

負債（P）

資産（O）

資産と負債の差額（Q）

主たる事務所の住所 静岡県浜松市南区安松町66-9



　（４）６次産業化法人の現状及び課題

　　①農業生産

ｈａ ｔ ｈａ ｔ

ｈａ ｔ ｈａ ｔ

ｈａ ｔ ｈａ ｔ

　　②加工（２次産業分野）

ｔ ｔ

ｔ ｔ

ｔ ｔ

　　③流通・販売（３次産業分野）

千円 千円

千円 千円

千円 千円

計画時 目標年度

[雇用]
構成員全員（2名）が常時従事
常時雇用者が3名
パ－トが4名

[事業に取り組むこととなった背景]
浜松市は、農業算出額が全国第4位と、農業の盛んな地域ですが、ことサツマイモに 関しては、大きな産
地ではありません。また収穫時期も7月から9月と他県産地と重ならないことから、積極的に貯蔵設備を導
入し出荷時期の広範化を進める取り組みもありません。
当社は、浜松地域で広く栽培されている品種ではなく、平成19年に品種登録された糖度が高くて加工食
品製造に向いている「べにはるか」を原種提供・品種の利用許諾の契約を締結し、浜松市内で唯一栽培
し販売しています。「べにはるか」の青果物としての販売は、全国的にもまだ生産量が少ないので、有利
な販売を進めていますが、近隣にサツマイモ用のキュアリング施設や貯蔵施設が無く、こうした施設を導
入している他県産地で、「べにはるか」の栽培が本格的に広まると、販売が不利な状況に陥ることが予想
されます。また、加工品開発においては、材料を長期保存する必要もでてくることから、貯蔵施設、キュア
リング施設の設置は必須となります。

[６次産業化の展開方針]
現在、収穫してすぐ販売できるサツマイモは、収穫量の２０％程度で残りは簡易な貯蔵施設に搬入し、適
時販売にまわしている。今後は、規格外の芋の活用を中心に、加工品開発を進め、廃棄する芋の割合を
減らす取り組みをしたい。加工品の開発においては、干し芋の委託加工や焼き芋のパック詰めや近隣ホ
テルとの連携で、プリンの試作品の開発を進めている。これら商品の販路については、昨年度から、コン
ビニエンスストアーや舘山寺温泉観光協会とも連携し、関連イベントでの試験販売を行ったところ、高い
評価を得ることができた。また、静岡県と浜松市が主催して開催された、平成22年度農商工連携フォーラ
ムにおいて取り組み事例として報告し、試作品のアピールに勤めた。今後は、試作品の本格生産を開始
するとともに、行政や観光協会との連携で販路の拡大を模索する。　ペーストに関しては、鹿児島県で実
績のある加工機械を使用し、販売先の平出章商店と連携して加工をおこないます。 さらに、総合化事業
計画書の認定も同時に申請し認定をうけました。

1.5

現状と課題

[概要]
名称　有限会社コスモグリーン庭好
本店　静岡県浜松市南区安松町66-9
資本金　金900万円

[沿革]（会社設立前は、個人事業主として造園業を100年近く営んでいました）
平成16年9月　　会社設立
平成22年7月　　農業部門に参入
平成22年12月　浜松市認定農業者に認定される。

作付面積等 生産量 作付面積等 生産量

58 7

45

作物・部門別

さつまいも 0.5 15 5.5 110

たまねぎ

155

製造量
計画時 目標年度

計 2.9

　

さつまいも ペースト 0 55

販売額
計画時 目標年度

たまねぎ 自社直売所、通信販売、スーパーで小売 0 9,675

計 14,359 55,460

さつまいも 自社直売所、通信販売、スーパーで小売 14,359 45,785

作物・部門別 内容

作物・部門別 内容

[商品]
（現状）たまねぎ、さつまいもの生産、販売
（今後）上記に加え、ペースト、に加工して流通、販売

[所得]
構成員の平均所得は約4000千円
従業員の平均所得は約3000千円

６次産業化の展開方針



２　連携法人について 該当なし

３　成果目標及び達成プログラム

　（１）目標設定

千円 千円 千円 千円 千円

％ ％ ％ ％ ％

人 人 人 人 人

ha ha ha ha ha

　（２）目標設定の考え方

項目
計画時

（平成　23年度）
１年度目

（平成　23年度）
２年度目

（平成　24年度）
３年度目

（平成　25年度）
４年度目

（平成　26年度）

25,807 53,525 55,460

3 4 4 4

0.9 1.2

－ 100 180 373 386

14,359 14,359

項　目 目標設定の考え方

(所得の向上に関する成果目標)

　売上高の増加

(雇用の創出に関する成果目標)

　雇用者の増加
3

(地域の活性化に関する成果目標)
耕作放棄地の活用 0 0 0.6

さつまいもを加工した食品は、収穫してそのまま販売するものよりも単価が高く、自社で加工する
ことにより、収益が増える。また、キュアリングを導入することにより、長期保存をすることができ、
廃棄率も減少し、売上が増えることが見込まれる。設備が導入されれば年中販売することも可能
になるため、売上も安定するほか、災害時などに安定した供給も確保できるようになる。

(雇用の創出に関する成果目標)

　雇用者の増加

加工設備の設置やキュアリングの導入により、それを管理する人員を雇用する。

(所得の向上に関する成果目標)

　売上高の増加

(地域の活性化に関する成果目標)

耕作放棄地の活用

生産規模の拡大のために地域で問題となっている耕作放棄地を市の支援（斡旋）を活用し借り受
け、障害物の除去、整地をした上で、さつまいも、たまねぎの作付けを行う。



４　整備計画等

（１）施設等の整備計画

1 坪

1 千円 千円 千円 千円

10

年

計
千円 千円 千円 千円

10
年

（注）

（２）事業費低減の方策

（３）関連事業

　　他の補助事業で整備した機械・施設等

施設名
事業量

(規模、台数等）
着工（予定）

年月日

機械・施設の
設置・保管住所

農畜産物加工・集出荷施設
改修162.94㎡
加工機械一式

整備内容 工期

50,241 23,924 26,317

総事業費

竣工（予定）
年月日

静岡県浜松市南区卸本町50

26,317

助成額　2,392,428円
うち国費1,196,190円

その他 金融機関名 償還年数

浜松信用金庫

備考

３　融資先欄には、自己資金の全部又は一部を金融機関から融資を受けようとする場合に記入すること。

４　備考欄には、国庫補助率の上限を記入するとともに、仕入れに係る消費税等相当額について、これを減額した場合
　には減額した金額を、仕入れに係る消費税相当額がない場合には「該当なし」と、仕入れに係る消費税等相当額が明
　らかでない場合には「含税額」とそれぞれ記入すること。

　　（参考）仕入れに係る消費税等相当額を減額した場合の備考欄の記載方法
　　　　「 除税額　○○円※1　うち国費　○○円※2 」

　　　　　※1　総事業費 × 5 ÷ 105 ＝ 「除税額（小数点以下切り捨て）」
　　　　　※2　国庫補助金 ÷ （総事業費-除税額） ＝ a（小数点第６位以下切り捨て）
　　　　　　　　 除税額 × a ＝ 「うち国費（小数点以下切り捨て）」

５　補助金実績報告時において、承認のあった事業実施計画のうち整備計画の内容に変更が生じた場合には、本様式
　の４の（１）整備計画を修正して添付すること。

浜松信用金庫

１　国庫補助金は千円単位とすること。
２　工期欄には、申請時にあっては着工及び竣工予定年月日を、実績報告時にあっては実際の着工及び竣工年月日
　を記入すること。

50,241 23,924

利用率（％）事業名 事業内容

施設等名 事業費低減の具体的方策

建物・機械等 一般競争入札により事業費低減を図る予定。

実施年度 利用計画 利用実績

なし

№

№

事業主体名

負担区分 融資先

国庫補助金 自己資金

2月10日 3月10日
（有）コスモグリーン庭

好



（４）機械・施設等の利用計画

（注）１　機械・施設等ごとに作成すること。

　　　２　処理量は機械・施設等に応じて、（ｔ・千円・ｈａ）等を記入すること。

５　費用対効果分析

総事業費：A（千円）

１　効果の内訳（年効果額）：B（千円）

（１）直接効果

　①生産向上効果

　②経費節減効果

　③経営基盤保全効果

　④農外所得増加効果

（２）間接効果

　①地域所得増加効果

　②洪水防止効果

　③水源かん養効果

　④土壌浸食防止効果

　⑤土砂崩壊防止効果

　⑥有機性廃棄物処理効果

２　直接効果比率：直接効果額/年効果額

３　廃用損失額：C（千円）

４　還元率：D

５　総合耐用年数

６　妥当投資額：E＝B/D－C

７　投資効率：F＝E/A

43,585 12,611

構造・規格
施設運営に係る

収入/年間（千円）

項目 効果等 備考

対象作目 稼働計画（処理量）/年間 適正かつ十分な利用が見込まれる理由

さつまいも
加工５５ｔ（ペースト）
キュアリング庫110t

ｷｭｱﾘﾝｸﾞ処理により、長期保存による劣化を減少させることで周年加
工・販売が可能となる。加工品については仲卸業者からの引き合い
があり安定した販売が可能である。加工技術は試作により確立されて
いる。

22,220

9,608

9,608

-12,612

100

事業実施主体
（管理主体）

7.0

57,667

0

0.16

キュアリング庫は8
月～11月、加工機
械は11月～翌4月

1.14

施設運営に係る
支出/年間（千円）

（有）コスモグリーン庭
好

(　　　　同上　　　　)
ｷｭｱﾘﾝｸﾞ庫
加工機械

一式

職員　　1人

パート　4人

規模・台
数

管理運営
従事者

利用（稼働）期間

50,241


