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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 ～ 弁護士が答える「事業者のための法律相談」～ 

└─┼───────────────────────────────   

 

 今回から４回にわたって、事業者の皆さまが抱えるさまざまな悩みに、弁 

護士の先生が法律的な側面からアドバイスをいたします。 

   

 現在、中小企業経営者の高齢化による経営者の交代、すなわち「事業承継」 

がクローズアップされています。以前なら、子が後継者になる比率が高かった 

のですが、現在では、多くの中小企業者が「後継者不在」の問題を抱えています。 

しかしながら、後継者がいれば大丈夫、というものではなく、解決しなければ 

ならない問題がいろいろあります。 

 

 そこで今月は、『事業承継はどう進めたらいいですか？』という相談を 

弁護士の先生にしてみました。事業承継の進め方と注意点とは…？ 

 

【続きはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/houritsu_soudan_120215.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/houritsu_soudan_120215.pdf


★日本公庫 国民生活事業 主催のシンポジウムを開催します。 

 

・テーマ：「ソーシャルビジネスと日本公庫」 

                ～ＮＰＯ法人への支援を進めるために～ 

・日 時：平成２４年３月７日（水）１３：３０～１７：００ 

・場 所：新公庫ビル ８階 会議室 （東京都千代田区） 

・参加料：無料  

・定 員：１００名（事前予約制・空席あれば当日参加可） 

・内 容：日本公庫 総合研究所から、アンケート調査結果を交えながら 

     「ＮＰＯ法人の経営と課題」について発表します。また、実際に 

     ＮＰＯ法人を運営している方をお迎えして、組織運営や資金調達 

     のポイントなどについて講演していただきます。 

 

【シンポジウムの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/c_news/news_bn/news240209.html 

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

 

★「介護サービス新規開設・拡大セミナー」を開催します。 

 

・日 時：平成２４年２月２４日（金）１３：００～１７：００ 

・場 所：公庫ビル ９階 ホール （東京都千代田区） 

・受講料：３,０００円  

・定 員：１５０名（事前予約制） 

・内 容：制度と理論、現場に精通する業界随一のストラテジスト・青木正仁氏 

     を講師に招き、これからの介護事業の展望について掘り下げます。 

     また、不可欠な経営資源である“おカネ”と“人”のマネジメント 

     に関する最新トレンドと、すぐに役立つ対応策を解説します。 

 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jmp.co.jp/kaigokaitei/ 

  

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥  

 

★「異業種からの農業参入セミナー」を開催します。 

 

・日 時：平成２４年２月２２日（水）１３:３０～１６：３０  

http://www.jfc.go.jp/c_news/news_bn/news240209.html
http://www.jmp.co.jp/kaigokaitei/


・場 所：日本政策金融公庫 千葉支店 会議室 （千葉県千葉市） 

・参加料：無料 

・内 容：実際に異業種から農業に参入した企業と、企業による農業参入を 

     支援している団体を講師に迎え、農業参入の現状と成功のポイン 

     トを紹介いたします。 

 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/minamikanto_120118_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！～ 

└─┼─────────────────────────────── 

   

 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 

融資制度を毎月ご紹介します！  

 

 今月は、商工会議所・商工会・生活衛生同業組合等の経営指導を受けてい 

る方への融資制度をご紹介します。 

  

  ○「経営改善貸付(マル経融資)」 

  

 商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、経 

営改善に必要な資金を無担保・無保証人でご利用できる制度です。ご利用に 

あたっては商工会議所会頭、商工会会長等の推薦が必要です。 

    

 ○「生活衛生改善貸付」 

 

 生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む 

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/minamikanto_120118_1.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/seminar_oshirase/index.html


小規模事業者の方が経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる 

制度です。ご利用にあたっては生活衛生同業組合等の長の推薦が必要です。  

 

 「経営改善貸付(マル経融資)」「生活衛生改善貸付」に該当する方は利率 

が１．８５％（平成２４年２月１０日現在）となります。また、被害証明書 

等を受けた方で、商工会議所等が策定する小規模事業者再建支援方針等に沿 

って事業を行う方は、融資制度が拡充されています。くわしくはホームペー 

ジをご覧ください。 

 

「経営改善貸付(マル経融資)」「生活衛生改善貸付」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！ 

 

【経営改善貸付(マル経融資)について詳しく知りたい方はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/tyuushou/kaizen_m.html 

 

【生活衛生改善貸付について詳しく知りたい方はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/seikatsu/setsubi/34_eiseikaizen_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 

調査結果をご紹介します。 

 

【概要はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/keikyo_watch_120215.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 ～  

└─┼─────────────────────────────── 

  

http://www.jfc.go.jp/k/tyuushou/kaizen_m.html
http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/seikatsu/setsubi/34_eiseikaizen_m.html
http://www.jfc.go.jp/k/keikyo_watch_120215.pdf
http://www.jfc.go.jp/k/tyousa/seikatu_kekka_m/


 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。 

 

【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 トピックス ～ 小規模企業向け「海外展開資金」を初適用 ～  

└─┼───────────────────────────────  

 

 日本公庫 国民生活事業では、中小企業の皆さまの海外での事業展開を支援 

するため、平成 23年 12月 12日から「海外展開資金」の取扱いを開始いたしま 

した。  

 今回は、「海外展開資金」を初適用し、海外展開する企業を支援した事例 

をご紹介します。 

 

★ベトナム進出企業を会計面でサポートする現地法人の設立を支援 

                   

 東京都大田区の武藤剛税理士が経営する有限会社芙蓉計算センターさまは、 

帳簿の確認、決算書・申告書の作成だけでなく、これまでに培ったノウハウ 

を活用し、お客さまのニーズに応じてさまざまなサービスを提供しています。 

 

 このたび、そのノウハウ等を活用して、ベトナムに進出する企業を経営や 

会計の面から支援することを目的とする「ベトナムでの新法人の設立計画」 

に対して、日本公庫 国民生活事業は「海外展開資金」を適用し、新法人の 

出資金を使いみちとするご融資を実行しました。 

（日本公庫 国民生活事業の小規模企業向けの「海外展開資金」の第１号） 

 

 この新法人では、現地の税理士と共同で、日本からベトナムに進出する企 

業の会計事務の請負、今後進出を計画している日本企業の視察や設立手続き 

の支援など、幅広いサポートを行っていきます。 

 

【武藤剛税理士のＨＰはこちら↓】 

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


 http://muto-kaikei.co.jp/ 

 

 また、日本公庫 国民生活事業では、国の施策に基づく政策金融機関として、 

今後とも「海外展開資金」を活用し、海外展開を行う中小企業の皆さまを積極 

的に支援していきます。 

 

【「海外展開資金」の詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/kaigaitenkai.html 

 

┌─┐ 

 07 ホームページサービスのご案内 

└─┼───────────────────────────────  

 

 日本政策金融公庫 国民生活事業では、ホームページを通じて、各種サービ 

スをご提供しております。ぜひご活用ください！！ 

 

★インターネット申込 

 ホームページから事業資金、教育ローンのお申込ができます。 

 

【インターネット申込コーナーはこちらから↓】 

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

 

★申込書等のダウンロード 

 借入申込書など申込手続に必要な書式や、代表者変更、事務所移転などの 

際にご提出いただく「変更届」が取得できます。 

 

【申込書等のダウンロードコーナーはこちらから↓】 

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

 

★各種証明書等の発行受付 

 ご融資金残高証明書、お支払額明細書、利息支払証明書、お支払済額明細 

書の発行申請ができます。申請いただいた証明書は後日郵送にてお送りいた 

します。 

 

【各種証明書等の発行受付コーナーはこちらから↓】 

 http://www.k.jfc.go.jp/syspe/pef/pef010.jsp 

http://muto-kaikei.co.jp/
http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/kaigaitenkai.html
http://www.jfc.go.jp/k/uketuke/index.html
http://www.jfc.go.jp/k/mousikomi/index.html
http://www.k.jfc.go.jp/syspe/pef/pef010.jsp


 

┌─┐ 

 08 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 

 

┌─┐ 

 09 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。 

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


  

【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 3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 

 

┌─┐ 

 10 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 

 

┌─┐ 

 11 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。 

 

 今月号の「景況Ｗａｔｃｈ（１）」では、生活衛生関係営業の景気動向等調査 

結果から、東日本大震災および円高による影響や女性の活用状況などをご紹介し 

ました。当コーナーでは、各種調査結果のダイジェスト版のほか、企業の経営取 

組み事例を掲載しています。これらのコンテンツが、少しでも皆さまの経営のご 

参考になれば幸いです。 

    

 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 

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


 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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