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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５回目です。 

   

＜第５回＞ 経営計画作成の手順（４）  

             ～数値のシミュレーションを繰り返し「経営計画」をまとめる～ 

  

 前回は、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 

介しました。戦略ツールを活用して、将来にやるべきことを数値計画に落と 

し込み、そのシミュレーションを繰り返すことが大事です。 

  

 では、数値計画のシミュレーションはどのように行うのでしょうか？ 

 

【続きはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/keiei_keikaku_111221.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さまざまなテーマのセミナ 

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_111221.pdf


＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥               

 

≪青森県≫ 

・日 時：平成２４年１月１７日（火）１３:３０～１６：２０  

・場 所：弘前商工会議所３０１会議室（弘前市）  

・参加料：無料 

・内 容：「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。 

 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/tohoku111112_2.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

≪愛媛県≫ 

・日 時：平成２４年１月１８日（水）１４:００～１７：００  

・場 所：新居浜商工会議所３階研修室（新居浜市）  

・参加料：無料 

・内 容：「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。 

 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111213_1.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

  

 その他にも、全国各地でさまざまなテーマのセミナーを開催しています。 

 

【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  

｜ ｜          ～ 上手に活用！融資制度を使いこなそう！～ 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/tohoku111112_2.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/seminar_oshirase_111213_1.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/seminar_oshirase/index.html


└─┼─────────────────────────────── 

   

 公庫では、さまざま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… 

 

 「新事業活動促進資金（経営革新）」 

  

 新事業活動促進法の規定に基づき、都道府県知事等から「経営革新計画」 

の承認を受けた方がご利用いただける融資制度です。 

  

例えば・・・○産業廃棄物を特殊な溶剤を用いて処理し、新たに肥料を生産 

       し販売する事業に関して、経営革新計画の承認を受けた方 

      ○企業が使用しなくなった社員寮を一括して借り上げ、高齢者 

       向け住宅に改装し、賃貸する事業に関して、経営革新計画の 

       承認を受けた方 

     

 新事業活動促進資金（経営革新）に該当する方は基準利率から最大▲０.９％ 

となります！ 

 

「新事業活動促進資金（経営革新）」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（フリーダイヤル） 

までお電話ください！ 

 

【新事業活動促進資金（経営革新）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/04_sjkakushin_m.html 

      

┌─┐ 

 04 公庫の融資事例の紹介 

｜ ｜           ～ 国民事業と農林事業が一体となって融資を実行 ～ 

└─┼─────────────────────────────── 

 

  日本政策金融公庫は、各事業のノウハウを相互に活用し、業種の垣根を越 

えた新たな取組みを行う中小企業の皆さまを、ご融資を通して支援していま 

http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/04_sjkakushin_m.html


す。今回は、国民生活事業と農林水産事業の融資制度の持つ強みを活かして 

融資を行った事例をご紹介します。 

 

★各事業の資金メニューの中から最も有利な制度を適用した融資事例 

                      

                     ～ 株式会社伊藤農園さま ～ 

                  

 株式会社伊藤農園は、和歌山県有田市で温州みかんなどの柑橘類を栽培す 

るほか、「みかんしぼり１００％ピュアジュース」をはじめとした、柑橘類 

の加工品の製造・販売を営んでおり、保存料などの食品添加物を使用せずに 

製造しているジュースやジャムに定評があります。 

  

 今回、みかんジュース工場の設備拡張の計画についてのご相談を受けたこ 

とから、お客さまにとってのメリットを検討した結果、農林水産事業は工場 

の設備拡張のための長期で低利な設備資金を、国民生活事業は経営の安定化 

を図るための運転資金を、一体となって融資しました。 

 

 今回の一体融資については、国民・農林両事業の資金メニューの中から、 

融資制度の特徴を活かした最も有利な制度を適用できたことで、お客さまか 

ら好評を得ました。 

 

【株式会社伊藤農園さまのＨＰはこちら↓】 

 http://www.ito-noen.com/ 

 

 日本公庫では、お客さまのさまざまなニーズに対し、よりよい融資制度を 

提案し、支援してまいります！ 

 

┌─┐ 

 05 景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 事業者リポート編  ～ 

└─┼───────────────────────────────   

 今回は、事例として、東京都港区のクリーニング店をご紹介します。創業 

１００年の老舗企業に秘められた経営のヒントは・・・ 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/keikyo_watch_111221.pdf 

 

http://www.ito-noen.com/
http://www.jfc.go.jp/k/keikyo_watch_111221.pdf


┌─┐ 

 06 景況Ｗａｔｃｈ(2) ～ 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↓】 

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

 

┌─┐ 

 07 東日本大震災に関する特別相談窓口 

└─┼───────────────────────────────  

 

 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。 

 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 

 

┌─┐ 

 08 財務診断サービスのご案内 

└─┼─────────────────────────────── 

 

 日本政策金融公庫 国民生活事業では、お客さまの財務データをもとに、 

主な財務指標の推移の確認や業界平均値との比較ができる「財務診断サービ 

ス」を活用し、経営に役立つアドバイスを行っています。 

 

 

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


≪財務診断サービスの特徴≫ 

 

○公庫お取引先の小企業約６万社の財務データと、貴社の経営状態を比較！ 

○レーダーチャートなどを活用した、わかりやすい分析！ 

○幅広い業種に対応！ 

 

【ご利用はこちらから↓】 

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

 

┌─┐ 

 09 トピックス 

└─┼─────────────────────────────── 

 

 第３次補正予算の成立に伴い、利率の引き下げ等、融資制度を拡充いたし 

ました。 

  

★セーフティネット貸付の拡充 

 

 円高など社会的・経済的な環境の変化により、売上が減少する等、業況が 

悪化している方について、基準金利から最大０．５％引き下げ 

   

(１) 売上高等が、前期に比し５％以上減少している方 

                    ・・・基準利率から▲０．３％ 

(２) 雇用の維持または拡大を図る方    ・・・基準利率から▲０．２％ 

(３) (１)と(２)のいずれの要件も満たす方 ・・・基準利率から▲０．５％ 

 

★設備資金貸付利率特例制度の創設 

  

 設備資金の当初２年間、またはご完済までの利率を０．５％引き下げ 

 

 ○設備投資を行う方          ・・・適用利率から▲０．５％ 

                         （融資後当初２年間）  

  

   ※特定被災区域の復興に資する設備投資（特定被災区域の復興の前提と 

   なる国内の経済活性化に資する設備投資を含む。）に限ります。 

 

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


 ○特定被災区域において設備投資を実施し、雇用の維持または拡大を図る方 

                    ・・・適用利率から▲０．５％ 

                          （全ご返済期間） 

  

 【特定被災区域はこちらからご確認ください↓】 

  http://www.bousai.go.jp/2011jyosei-tokutei.html 

 

★海外展開（直接投資・生産委託・輸出等）を図る方への融資制度を創設 

 

 東日本大震災等の影響を受け、経済の構造的変化に適応するために海外展 

開することが経営上必要な方で、一定の要件を満たす方には、融資後当初３ 

年間、適用利率から▲０．５％となります。 

 

┌─┐ 

 10 お知らせ 

└─┼─────────────────────────────── 

 

 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 2012年 1月 18日の予定です。 

http://www.bousai.go.jp/2011jyosei-tokutei.html
http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html
http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html


 

★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 

└─┼─────────────────────────────── 

  

 「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。 

 

 本年も残すところあとわずかとなりました。この１年を顧みると、日本経 

済は、東日本大震災や歴史的な円高、欧州信用不安等により、大きな影響を 

受けた年でした。 

  

 今月の上旬から、街にイルミネーションが灯り始めていますが、節電意識 

の高まりから消費電力の少ないＬＥＤを使ったり、電灯の数自体を減らした 

り、点灯時間を短縮したりと様々な工夫が凝らされているようです。そこに 

は、「大変な時だけど、工夫して、一人でも多くの方に元気と明るさを届け 

たい」という熱意が感じられました。 

  

 「事業者サポートマガジン」は、厳しい経済環境の中、ご尽力されている 

事業者の皆さまをサポートするため、今年の６月から配信をスタートしまし 

た。これからも、引き続き、皆さまの経営に役立つ情報をお届けしていきた 

いと考えています。 

  

 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。   

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