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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。 

 今月も経営に役立つ情報満載でお届けします。 

 

╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▽▼━━━━  
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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」～ 

└─┼───────────────────────────────   

 

 事業者の皆さまが抱えるさまざまな悩みに、４回にわたって、弁護士に法 

律的な側面からアドバイスをしていただきます。今回はその３回目です。 

   

 売上を増加させるために取引先を開拓したものの、取引先との契約方法や 

取引先の管理に苦労された経験のある経営者の方も多いのではないでしょう 

か？ 

 そこで、今回は、「契約書作成の注意点と取引先管理の方法」について相 

談をしてみました。 

  

 どのように契約書を作成し、取引先を管理していけばいいのでしょうか？ 

  

【続きはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/houritsu_soudan_120418.pdf 

 

┌─┐ 

 02 セミナー・イベント情報 ～ ぜひご来場ください！～ 

└─┼─────────────────────────────── 

  

 日本公庫では、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 

http://www.jfc.go.jp/k/houritsu_soudan_120418.pdf


ミナーやイベントを開催しています。ぜひご来場ください！ 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

 ★サービス産業の収益力（生産性）向上セミナー 

 

・日 時：平成２４年４月２０日（金）１４：００～１７：００ 

・場 所：くまもと森都心プラザ （熊本市西区） 

・料 金：無料 

 

【セミナーの詳細はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kumamoto120322_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。） 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

  

 ★アグリフードＥＸＰＯ東京２０１２ 

 

 日本公庫は、国産農産物をテーマとした全国規模の展示商談会、第７回  

「アグリフードＥＸＰＯ東京２０１２」を、８月２日（木）～３日（金）の 

２日間、東京ビッグサイト西２ホール（江東区有明３－２１－１）において 

開催いたします。  

 

 「国産」にこだわり、広域的な販路拡大を目指す農業者や食品加工業者と 

バイヤーをつなぐ、ビジネスマッチングの機会を提供するための展示商談会 

です。  

 

【出展企業募集の詳細についてはこちら↓】 

 http://www.exhibitiontech.com/afx/ 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

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  

http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/kumamoto120322_1.pdf
http://www.exhibitiontech.com/afx/
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！～ 

└─┼─────────────────────────────── 

  

 日本公庫では、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 

な融資制度をご紹介します！  

 

 今月ご紹介する融資制度は…  「ＩＴ貸付」です。 

 

 企業の主たる業務の効率化を図るために情報技術を取り入れる方などがご 

利用いただける融資制度です。 

 ┼───────────────────────────┼  

 ｜ 例えば… ○診療所での電子カルテの導入       ｜ 

 ｜      ○卸売業の倉庫での在庫管理システムの導入  ｜ 

 ｜      ○ＮＣ旋盤の導入 など          ｜ 

  ┼───────────────────────────┼ 

 

 「ＩＴ資金」をご利用いただける方は、基準利率から最大▲０．９％とな 

ります！ 

 

 「ＩＴ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） 

 

またはお近くの支店までお気軽にお電話ください！ 

 

【「ＩＴ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/already/tyuusyo/spsearch/keieikakusin/11_itsikin_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。 

 

http://www.jfc.go.jp/k/yuushi/already/tyuusyo/spsearch/keieikakusin/11_itsikin_m.html


【概要はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/keikyo_watch_240418.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 日本公庫の融資事例の紹介 

｜ ｜         ～ 「経営革新計画」の承認企業への融資事例 ～ 

└─┼─────────────────────────────── 

 

  日本公庫 国民生活事業は、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す。今回は、「経営革新計画」の承認企業へ融資を 

行った事例をご紹介します。 

 

★経営革新の取組みを支援 ～ 株式会社プロジェ・ジャパンさま ～ 

  

 株式会社プロジェ・ジャパンさまは、平成１６年の会社設立以来蓄積して 

いる膨大な研究データ及びノウハウに基き、これまでにない消臭繊維の開発 

・製造を行っています。 

  

 この度、株式会社プロジェ・ジャパンさまは、合成皮革靴用消臭技術の開 

http://www.jfc.go.jp/k/keikyo_watch_240418.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


発及び加工・加工製造品の販売というテーマで「経営革新計画」の承認を受 

けました。 

 承認された計画は、合成皮革に消臭機能を持たせた素材を開発するもので 

す。 

 従来は、繊維自体に電子線を照射し、消臭力のある物質を分子レベルで結 

合させる加工を行っていましたが、今回の計画では皮革に対してガンマ線を 

照射し、消臭機能を付加する加工技術を開発します。 

 この消臭加工技術は、洗濯等をしても消臭機能は維持し、環境にも優しく、 

またアルカリ臭・酸性臭も同時に消臭でき、今後の販売拡大が期待されてい 

ます。 

  

 そこで、日本公庫 国民生活事業では、「経営革新支援融資」を活用し、経 

営革新に取り組むための運転資金をご融資しました。 

  

 今回の融資は、お客さまの資金ニーズに応じ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。 

 

【株式会社プロジェ・ジャパンさまのＨＰはこちら↓】 

 http://projetjapan.co.jp/ 

 

 日本公庫は、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！ 

 

┌─┐ 

 07  業界・地域情報 ～ 全国の“ホット”な情報をお届けします ～       

└─┼─────────────────────────────── 

 

 全国１５２支店の支店担当者がお客さまからお伺いした、様々な業界や全 

国の地域の“ホット”な情報をお届けいたします。 

  

 【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/k/gyoukai-tiiki.pdf 

 

┌─┐ 

 08  トピックス  

└─┼─────────────────────────────── 

http://projetjapan.co.jp/
http://www.jfc.go.jp/k/gyoukai-tiiki.pdf


 

★「創業サポートデスク」「海外展開サポートデスク」の設置 

                        ～ 専任の担当者を設置し、相談態勢を強化 ～ 

 

 日本公庫 国民生活事業は、４月２日付で、「創業サポートデスク」及び 

「海外展開サポートデスク」を全国１５２支店に設置しました。 

 

 同サポートデスクは、創業を志す方や、今後増加が見込まれる海外展開を 

お考えの小規模企業の皆さまへの相談対応を強化するため、専門の担当者を 

置き、創業や海外展開に関する情報提供、事業計画の策定支援、計画に合っ 

た融資制度の提案などに取り組みます。 

 また、ご相談内容に応じて外部の専門機関（ＪＥＴＲＯ等）を案内するな 

ど、幅広いサービスを提供いたします。 

 ┼─────────────────────────────┼  

 ｜≪創業サポートデスク≫    ≪海外展開サポートデスク≫ ｜ 

 ｜                             ｜ 

 ｜ ・創業に役立つ資料の提供  ・海外展開に関する資料の提供｜ 

 ｜ ・事業計画へのアドバイス  ・専門機関のご案内     ｜ 

 ｜ ・融資制度のご案内     ・融資制度のご案内     ｜ 

  ┼─────────────────────────────┼ 

 

  サポートデスクのお問い合せは… 

 

「事業資金相談専用ダイヤル」０１２０－１５４－５０５（フリーダイヤル） 

 

またはお近くの支店までお気軽にお電話ください！ 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

★日本行政書士会連合会と『中小企業等支援に関する連携の覚書』を締結 

 

 日本行政書士会連合会と日本公庫は、全国の中小企業等の資金調達や許認 

可等の申請手続き等に関する問題解決を相互に連携して支援していくため、 

平成２４年３月２９日、「中小企業等支援に関する覚書」を締結しました。 

 

 この覚書の締結により、今後、各都道府県の行政書士会と日本公庫の各支 

店（沖縄県を除く）が、中小企業等向け相談会の開催等において日頃から連 



携し、中小企業等の抱える金融・財務の問題や行政手続きなどの問題に対し、 

総合的な解決方法を提案できる態勢づくりに努めてまいります。 

 

 許認可手続きを知りたいなど、事業を営むうえでの「行政手続き」に関す 

るご相談があれば、公庫の各支店まで、ご連絡ください。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/a/topics/pdf/topics_120329_2.pdf 

＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥＊‥ 

 

★“日本の未来”応援会議～小さな企業が日本を変える～ 

             （略称：“ちいさな企業”未来会議）」の開催 

 

 日本経済を支える中小・小規模企業の皆さまが、厳しい環境の中で、如何 

に、その潜在力・底力を発揮し、もう一度元気になることができるかは我が 

国の重要な課題です。 

 この度、中小企業庁は、次代を担う青年層や女性層の中小・小規模企業経 

営者を中心に、中小企業団体、税理士等の士業、商店街関係者、生業、地域 

金融機関など、幅広い主体の参加の下に“ちいさな企業”未来会議を開催し 

ました。公的金融機関として、私ども日本政策金融公庫も、この会議に参加 

しております。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.chusho.meti.go.jp/miraikaigi/index.htm 

 

 中小・小規模企業の経営力・活力の向上に向けた課題と今後の施策のあり 

方を討議するにあたり、中小・小規模企業の皆さまのご意見を幅広く伺うた 

め、３月の東京における会議を皮切りに、順次「地方会議」を開催していま 

す。是非ご参加ください。 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.chusho.meti.go.jp/miraikaigi/0321chihou.htm 

 

┌─┐ 

  09 「調査月報」４月号発行のご案内 

└─┼─────────────────────────────── 

http://www.jfc.go.jp/a/topics/pdf/topics_120329_2.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/miraikaigi/index.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/miraikaigi/0321chihou.htm


 

 日本公庫 総合研究所から、中小企業に関する実態調査の結果や企業の研究 

事例などを紹介した「調査月報」４月号が発行されました。 

 

 今月号の主な記事は… 

○調査リポート 年齢で変わる新規開業の役割 

-「2011年度新規開業実態調査」から- 

○論点多彩 中小企業における中核人材の育成 

                              

ご興味のある方はぜひご覧ください。 

 

【詳しくはこちら↓】 

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

 

┌─┐ 

 10 お知らせ 

└─┼─────────────────────────────── 

 

 日本公庫 国民生活事業では「事業者サポートマガジン」の他にもさまざま 

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、ぜひご登録ください。 

 

★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 

 

http://www.jfc.go.jp/findings/gri/v_findings/tyousa_gttupou.html
http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html
http://www.jfc.go.jp/k/mailmagazine/mail_top.html


★次回の配信は 2012年 5月 16日の予定です。 

 

★事業者サポートマガジンの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。 

 

 事業者サポートマガジンでは、新年度を迎えた今月号から、日本公庫に寄 

せられた全国のお客さまからの声などをもとに地域情報等をお届けする、「 

業界・地域情報」のコーナーを新設いたしました。また、新たに、中小企業 

診断士の先生などによる経営に関するアドバイスを四半期に１度の割合で掲 

載し、皆さまにお届けする予定です。  

    

 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 

 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 

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


【登録フォーム】 

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