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 こんにちは！日本公庫 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 ～ 生産管理のＩＴ化により生産性向上を実現 ～ 

└─┼───────────────────────────────   

 中小企業診断士を活用し、経営改善に取組んだ事例を６回にわたってご紹 

介します。今回は最終回です。 

  

 今回ご紹介するのは、ＩＴ導入に成功した製造業の事例です。今回の事例の 

業者は、ＩＴ導入によって自社の抱えていた課題を見事解決することができま 

した。いったいどのような方法で効果的にＩＴを導入できたのでしょうか。 

  

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/kei_qa_1304.pdf 

┌─┐ 

 02 経営最前線 ～ 家づくりは家具選びから ～ 

└─┼───────────────────────────────―  

  今回ご紹介する企業は、ただ家具を販売するだけでなく、家具で居心地のよ 

い空間をつくって幸せに暮らすことを提案する家具小売店です。家具を中心に 

据えた家づくりに取り組んでいます。 

 

【続きはこちら↓】 

http://www.jfc.go.jp/keieisaizensen_130417.pdf 

┌─┐ 

 03  景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 国内宿泊施設の利用に関する消費者意識と 

                     旅館業の経営実態調査結果 ～ 

└─┼───────────────────────────────―    

http://www.jfc.go.jp/kei_qa_1304.pdf
http://www.jfc.go.jp/keieisaizensen_130417.pdf


 日本公庫 国民生活事業が 2012年 11月に実施した「国内宿泊施設利用に関する 

消費者意識と旅館業の経営実態調査結果」から、旅館業を営む企業の経営動向 

や経営面での取り組み等についてご紹介します。 

 

【概要はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/keikyo_watch_130417.pdf 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/findings/seikatu_kekka_m_index.html 

┌─┐ 

 04 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。 

 

【続きはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html 

┌─┐ 

 05 ビジネスＱ＆Ａ        

└─┼───────────────────────────────― 

 中小企業経営者の悩みを解決するヒントが盛りだくさんの「ビジネスＱ＆Ａ」 

をご紹介します。 

 

 Ｑ．ホームページからの引き合いで、受注率を上げる方法を教えてください。  

  

【回答ははこちら↓】 

 http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/874.html 

（中小企業基盤整備機構が運営する「J-NET21」のサイトにリンクしています。） 

 

  Ｑ．製造業のホームページは、どのように作ればよいですか？  

 

【回答ははこちら↓】 

 http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/872.html 

（中小企業基盤整備機構が運営する「J-NET21」のサイトにリンクしています。） 

http://www.jfc.go.jp/keikyo_watch_130417.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/seikatu_kekka_m_index.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/874.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/872.html


┌─┐ 

 06 セミナー・イベント情報 ～ ぜひご来場ください！～ 

└─┼─────────────────────────────── 

 日本公庫は、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 

ナーやイベントを開催しています。ぜひご来場ください！ 

  

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html 

┌─┐ 

 07 日本公庫 国民生活事業の融資制度のご案内  

└─┼───────────────────────────────   

 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ご用意してお 

ります。 

  

  今月ご紹介する融資制度は… 「ＩＴ貸付（企業活力強化資金）」です。 

 

 情報化の推進を図るみなさまがご利用いただける融資制度です。 

 

 ┼──────────────────────────────┼  

 ｜ 例えば… ○ 倉庫での在庫管理システムの導入               ｜ 

 ｜      ○ 診療所での電子カルテの導入          ｜  

  ┼──────────────────────────────┼ 

 

 「資金」をご利用いただける方には、利率の引き下げがあります。 

 

【「ＩＴ資金」について詳しく知りたい方はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html 

┌─┐ 

  08 トピックス 

└─┼─────────────────────────────── 

 

★ 海外展開支援に関する日本貿易振興機構（ジェトロ）との連携  

 

 日本公庫は、日本貿易振興機構（ジェトロ）と業務連携に関する覚書を締結 

し（平成 24年 10月）、海外展開を図るお客さまのニーズに応えるべく、連携を 

図っております。 

http://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/11_itsikin_m.html


 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

         日用品、生活雑貨等の海外販路開拓支援 

「アジア・キャラバン事業」、「アセアン・キャラバン事業」参加者募集！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ジェトロは、わが国中小企業の中国大陸・台湾、及びアセアン市場開拓を支援する 

「キャラバン事業」を今年度も実施することといたします。 

現地市場での販路開拓・拡大をご検討されている皆様におかれましては、 

ぜひこの事業をご活用ください。 

 

「アジア・キャラバン事業（対象：中国大陸及び台湾）」 

◇実施期間：2013年 5月～2014年 3月 

◇対象商材：日用品・生活雑貨等 

◇規  模：中小企業 100社程度 

◇実施地域：上海、北京、広州、台北（台湾）、重慶 

◇参加費 ：20万円 

      ※販売用出品物に係る輸送費、関税、増値税等は各出品者様負担。 

◇募集締切：2013年 5月 2日（木） 

◇詳  細：http://www.jetro.go.jp/services/caravan/asia-application/ 

 

「アセアン・キャラバン事業（対象：アセアン 4カ国）」 

◇実施期間：2013年 5月～2014年 3月 

◇対象商材：日用品・生活雑貨等 

◇規  模：中小企業 50社程度 

◇実施地域：タイ・シンガポール・インドネシア・マレーシア 

◇参加費 ：20万円 

◇募集締切：2013年 5月 17日（金） 

◇詳  細：http://www.jetro.go.jp/services/caravan/asean-application/ 

 

★商業、サービス業の設備投資を応援する税制のご案内 

  

 設備投資をお考えの方は必見です！！ 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm 

（中小企業庁のサイトにリンクしています。） 

┌─┐ 

http://www.jetro.go.jp/services/caravan/asia-application/
http://www.jetro.go.jp/services/caravan/asean-application/
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei.htm


  09 「調査月報」４月号発行のご案内 

└─┼─────────────────────────────── 

  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。 

  

【内容はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1304.pdf 

 ※PDFファイルは約 10MBあります。開くときはご注意ください。 

  

 今月号の主な記事は… 

○調査リポート  

  海外展開は中小企業にどのような影響を与えるか 

○中小企業の「生産拠点を持たない海外展開」戦略  

  海外に生産拠点を持たない意義 

              

  ご興味のある方はぜひご覧ください。 

 

【バックナンバーはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/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/n/service/mail_magazine.html 

 

★国民生活事業メール配信サービス 

 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。 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1304.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_magazine.html


  

【ご登録はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_newinfo.html 

 

★次回の配信は 2013年 5月 15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/n/service/jigyousya-backnumber.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。 

  

 ３月から２回にわたりお届けした「景況Ｗａｔｃｈ(1)」「国内宿泊施設の 

利用に関する消費者意識と旅館業の経営実態調査結果」は、いかがでしたでしょ 

うか。 

 本調査は、消費者と経営者にアンケートを実施し、最近の国内旅行の動向や旅 

館業を営む企業の経営環境等について取りまとめたものです。高度化・多様化し 

た消費者の意識・ニーズや事業者の経営課題に対する取り組み等を明らかにして 

いますので、経営の参考情報としてご活用いただければ幸いです。 

  

 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 

 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 

 登録抹消してください。 

http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_newinfo.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/jigyousya-backnumber.html
https://krs.bz/kokukin/m/kokukin


 【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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