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こんにちは！日本政策金融公庫 国民生活事業です。 

「事業者サポートマガジン」をご愛読いただき、ありがとうございます。 

今月のコンテンツは・・・ 
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┌─┐ 

 01 経営お役立ち情報 ～ 税理士が教える「経営計画作成のコツ」～ 

└─┼───────────────────────────────   

 

 ６回にわたって、税理士の先生に『経営計画作成のコツ』を解説していた 

だきます。今回はその第４回目です。 

   

 ＜第４回＞ 経営計画作成の手順（３）  

              ～経営課題に対する具体的な解決策を検討する～ 

 

 前回は、現状分析を基に経営課題を抽出し、まとめていく手法を説明しま 

した。経営課題が明確になったら、次に検討するのは、その解決方法です。 

そこで今回は、経営課題を解決し、成長戦略を立案するための戦略ツールを 

ご紹介します。 

 

【続きはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/keiei_keikaku_111116.pdf 

 

┌─┐ 

 02 セミナー・イベント情報 ～ ぜひご来場ください！～ 

└─┼─────────────────────────────── 

  

 公庫では、全国各地で事業者の方を対象にした様々なテーマのセミナーを 

開催しています。ぜひご来場ください！ 

http://www.jfc.go.jp/k/keiei_keikaku_111116.pdf


               

★「中小企業経営セミナー２０１１」を全国で開催しています。 

  

 「非常事態にも強い会社を作る！今日からできる３つの準備」というテー 

マで、経営環境が激変する中において、非常事態にも強い会社を作るために 

“経営者は何をすべきか”を税理士がわかりやすく説明いたします。 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪山形県≫ 

・日 時：平成２３年１１月１８日（金）１４:００～１７：００  

・場 所：酒田産業会館３階鳥海（酒田市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar111109_1.pdf 

 （締切日を過ぎましたが、引き続き申込を受付しております。） 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪長野県≫ 

・日 時：平成２３年１１月２９日（火）１３:３０～１６：３０  

・場 所：長野商工会議所 会議室（長野市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/nagano111006_1.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪東京都≫ 

・日 時：平成２３年１１月３０日（水）１３:２０～１７：００  

・場 所：ＴＫＣ東・東京会 会議室（台東区）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111019_6.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪神奈川県≫ 

・日 時：平成２３年１１月２２日（火）１４:００～１５：４５  

・場 所：日本政策金融公庫 厚木支店 ３階会議室（厚木市）  

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar111109_1.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/nagano111006_1.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111019_6.pdf


・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111019_8.pdf 

（締切日を過ぎましたが、引き続き申込を受付しております。） 

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 

・日 時：平成２３年１１月２２日（火）１５:００～１８：００  

場 所：小田原箱根商工会議所 １階 Ａホール（小田原市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar111109_2.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪岐阜県≫ 

・日 時：平成２３年１１月２５日（金）１４:００～１６：００  

・場 所：岐阜商工会議所 会議室（岐阜市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111026_2.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪京都府≫ 

・日 時：平成２３年１１月１８日（金）１４:００～１７：００  

・場 所：舞鶴商工会議所 ３階会議室（舞鶴市）  

・参加料：無料 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kyoto111006_2.pdf 

 （締切日を過ぎましたが、引き続き申込を受付しております。） 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

上記以外にもさまざまなテーマのセミナーを全国各地で開催しています。 

  

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/seminar_oshirase/index.html 

     

┌─┐ 

 03 日本公庫 国民生活事業の融資制度のご案内  

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111019_8.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar111109_2.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111026_2.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kyoto111006_2.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/seminar_oshirase/index.html


｜ ｜          ～上手に活用！融資制度を使いこなそう！～ 

└─┼─────────────────────────────── 

   

 公庫では、様々な資金ニーズに対応した融資制度を用意しています。 

 上手に活用すれば、基準利率より利率が低くなることもあります！そんな 

融資制度を毎月ひとつずつご紹介します！  

 

 今月の融資制度は… 

 

 「環境・エネルギー対策資金（低公害車）」 

  

 ハイブリッド自動車、電気自動車、天然ガス自動車、電気充電設備または 

ポスト新長期規制適合車（ディーゼル車に限ります。）などを取得する方に 

ご利用いただける融資制度です。 

  

例えば・・・○運送業を営んでいるが、ポスト新長期規制適合車を導入し、 

       経費の削減を図りたい。 

      ○建設業を営んでいるが、社員を現場に送迎するためのハイブ 

       リッド自動車を導入したい。 

       

  

 環境・エネルギー対策資金（低公害車）に該当する方は基準利率から 

最大▲０.６５％となります！ 

 

「環境・エネルギー対策資金（低公害車）」についてのご相談、お問い合わせは… 

 

「事業資金相談専用ダイヤル」０１２０－１５４－５０５ 

 

までお電話ください！ 

 

【環境・エネルギー対策資金（低公害車）について詳しく知りたい方はこちら↓】      

 

http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/kankyo/27_kankyouteikougai_m

.html 

  

┌─┐ 

http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/kankyo/27_kankyouteikougai_m.html
http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/kankyo/27_kankyouteikougai_m.html


 04 景況Ｗａｔｃｈ（１）～ 生活衛生関係営業の景気動向等調査結果 ～ 

└─┼───────────────────────────────   

 日本政策金融公庫 国民生活事業が実施する生活衛生関係営業の景気動向等 

調査結果（２０１１年７～９月期）をご紹介します。 

  

 今回は、生活衛生関係営業（飲食業、食肉・食鳥肉販売業、氷雪販売業、 

理容業、美容業、映画館、ホテル・旅館業、公衆浴場業、クリーニング業） 

の経営に、東日本大震災が与えた影響等についてまとめました。 

 

【概要はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/keikyo_watch_111116.pdf 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/tyousa/seikatu_kekka_m/ 

  

┌─┐ 

 05 景況Ｗａｔｃｈ（２）  

｜ ｜～ 全国中小企業動向調査結果・全国小企業月次動向調査結果 ～  

└─┼─────────────────────────────── 

  

 日本政策金融公庫 総合研究所が実施する全国中小企業動向調査結果、全国 

小企業月次動向調査結果をご紹介します。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 

【全国中小企業動向調査結果】 

 http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_sihanki.html 

 

【全国小企業月次動向調査結果】 

 http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_getsuji.html 

 

┌─┐ 

 06 「国の教育ローン」のご案内 ～ お子さまの“未来”を応援します！ ～ 

└─┼───────────────────────────────  

 

 日本政策金融公庫 国民生活事業では、お子さまの入学・在学資金を必要と 

http://www.jfc.go.jp/k/keikyo_watch_111116.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/tyousa/seikatu_kekka_m/
http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_sihanki.html
http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_getsuji.html


される皆さまへ「国の教育ローン」（教育貸付）を取り扱っています。 

 

 「国の教育ローン」は、教育に関する家庭の経済的負担の軽減と教育の機 

会均等という国の施策を実現するために創設され、昭和５４年の制度発足以 

来、延べ４７０万人を超える方々にご利用いただいている制度です。 

  

 また、平成２３年５月から、東日本大震災により被害を受けた方を対象と 

して、貸付利率の低減などの「災害特例措置」を実施しています。 

 

「国の教育ローン」についてのご相談、お問い合わせは… 

 

「教育ローンコールセンター」０５７０－００８６５６（ナビダイヤル） 

またはお近くの支店までお気軽にお電話ください！ 

 

 ホームページからもお申込いただけます！ 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/kyouiku/index.html 

 

┌─┐ 

 07 教育費負担の実態調査結果  

└─┼─────────────────────────────── 

 

 日本政策金融公庫 国民生活事業本部 生活衛生業務部では、毎年、「国の 

教育ローン」の利用者を対象に「教育費負担の実態調査」を実施しています。 

  

 最新の平成２３年度の調査結果については、近日中に発表予定です。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/tyousa/kyoiku_kekka_m/index.html 

   

┌─┐ 

 08 東日本大震災特別相談窓口 

└─┼───────────────────────────────  

 

 東日本大震災で被災された皆さまに、心よりお見舞い申しあげます。 

http://www.jfc.go.jp/k/kyouiku/index.html
http://www.jfc.go.jp/k/tyousa/kyoiku_kekka_m/index.html


 日本政策金融公庫では、全国の支店に「東日本大震災に関する特別相談窓 

口」を設置するとともに、このたびの災害からの復旧・復興を目指す方々に 

対して、融資制度などを拡充し、政策金融機関として全力で支援してまいり 

ます。 

 

≪東日本大震災復興特別貸付について≫ 

 融資限度額、返済期間や利率引き下げ措置等が平成２４年３月末日まで延 

長されました。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/chiiki/shinsaikashitsuke.html 

 

┌─┐ 

 09 トピックス 

└─┼─────────────────────────────── 

 

 「円高への総合的対応策～リスクに強靭な社会の構築を目指して～」が平 

成２３年１０月２１日に閣議決定され、その中で日本政策金融公庫の中小企 

業に対する低利融資が盛り込まれています（実施日は未定）。 

 

○急激な円高の進行により一時的に業況が悪化している中小企業に対して、 

 

（１）業況が特に悪化している企業・・・・・・・基準利率から▲０．３％ 

（２）雇用の維持または拡大に努める企業・・・・基準利率から▲０．２％ 

（３）（１）と（２）を両方を満たす場合・・・・基準利率から▲０．５％ 

    

○設備投資を行う中小企業に対して、ご融資後当初２年間の利率を０．５％引下げ 

                            

 現在、詳細を調整中であり、実施日は未定です。 

 

【円高への総合的対応策～リスクに強靭な社会の構築を目指して～（内閣府ＨＰ）】 

 http://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2011/1021_endaka_saishu.html 

  

┌─┐ 

 10 お知らせ 

└─┼─────────────────────────────── 

http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/chiiki/shinsaikashitsuke.html
http://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/2011/1021_endaka_saishu.html


 

 日本政策金融公庫 国民生活事業では「事業者サポートマガジン」の他にも 

様々な情報提供サービス（無料）を実施しています。 

 ご興味のある方は、ぜひご登録をお願いします。 

 

★起業家応援マガジン 

 創業を考えている方、創業されて間もない方向けに役立つ情報やセミナー 

情報を配信しているメールマガジンです。 

  

【ご登録はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html 

 

★新着情報配信サービス 

 日本政策金融公庫 国民生活事業のホームページの金利変更等の更新情報を 

タイムリーにお届けするメール配信サービスです。 

  

【ご登録はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html 

 

★次回の配信は 2011年 12月 21日の予定です。 

 

★バックナンバーはこちら↓ 

 http://www.jfc.go.jp/k/jigyousya-mailmagazine/backnumber/index.html 

 

┌─┐ 

 11 読者アンケート 

└─┼─────────────────────────────── 

 

 「事業者サポートマガジン」では、読者の皆さまのご意見・ご感想をお待 

ちしています。よりよい誌面作りのために、皆さまの声をお聞かせ下さい！ 

 

【ご回答はこちら↓】 

 https://krs.bz/kokukin/m/kokukin 

 

┌─┐ 

 12 編集後記 

http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html
http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html
http://www.jfc.go.jp/k/jigyousya-mailmagazine/backnumber/index.html
https://krs.bz/kokukin/m/kokukin


└─┼─────────────────────────────── 

  

 「事業者サポートマガジン」をご愛読いただきまして、ありがとうございます。 

 

 １０月に東京外国為替市場の円相場が戦後最高値を更新するなど、歴史的 

な円高が続き、東日本大震災からの回復の途上にある日本経済に大きな影響 

を与えています。 

 

 今回の「税理士が教える『経営計画作成のコツ』」では、経営課題を乗り 

越え、成長戦略を描くためのさまざまな戦略ツールをご紹介しています。こ 

の歴史的な円高という脅威に対して、戦略を立てる際の参考にされてみては 

いかがでしょうか。 

 

 日本公庫は、さまざまな外部環境の脅威に立ち向かう中小企業の皆さまの 

支援に、全力で取り組んでいきます。 

  

 今後とも「事業者サポートマガジン」をよろしくお願いします。  

---------------------------------------------------------------------- 

★登録内容を変更する場合は、お手数ですが「登録解除フォーム」画面で登録 

 を抹消し、あらためて「登録フォーム」画面でご登録ください。 

★配信解除をご希望される場合は、お手数ですが「登録解除フォーム」画面で 

 登録を抹消してください。 

 【登録解除フォーム】 

 https://krs.bz/kokukin/m/jigyousya-kaijyo 

【登録フォーム】 

 https://krs.bz/kokukin/m/jigyousya 
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発 行：日本政策金融公庫 国民生活事業  
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 >>日本政策金融公庫 ホームページ                http://www.jfc.go.jp/ 

 >>日本政策金融公庫 国民生活事業 ホームページ    http://www.jfc.go.jp/k/ 
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