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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 ～ お金をかけなくてもお客さま（受注）が増える 

             小さな会社の営業方法 ～ 

└─┼───────────────────────────────   

  

 ５月から１０月まで６回に渡り、「小さな企業でもできる『費用をかけない 

販路開拓』」をテーマに、経営コンサルタントがみなさんの質問にお応えする 

コーナーです。今回は第３回目です。 

  

 今回ご紹介するのは、「販売の差別化」です。 

町の小さな工務店の経営者が下請けから脱却するにあたり、どのような営業方法 

を用いたか、「使命（ミッション）の重要性」を含めてご紹介します。 

 

 【詳しくはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/kei_qa_1307.pdf 

┌─┐ 

 02 経営最前線 ～ 「一発で決める」技術が世界市場を拓く ～ 

└─┼───────────────────────────────── 

   

 今回ご紹介するのは、海外進出セミナーに参加したことをきっかけに、自社の 

技術を海外に持ち込んで成功を収めた企業の事例です。海外に進出したことで、 

予想外のうれしい効果が表れたそうです。 

 

【続きはこちら↓】 

http://www.jfc.go.jp/keieisaizensen_130717.pdf 

 ┌─┐ 

 03 景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 事業者リポート編 ～ 

http://www.jfc.go.jp/kei_qa_1307.pdf
http://www.jfc.go.jp/keieisaizensen_130717.pdf


└─┼───────────────────────────────   

 今回は、平成 24年度第１回京都女性起業家賞の京都府知事賞の最優秀賞を 

受賞された美容室をご紹介します。 

 

【概要はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/keikyo_watch_130717.pdf 

┌─┐ 

 04 景況Ｗａｔｃｈ(2) ～ 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 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 

─┐ 

 06 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。 

  

「社会環境対応施設整備資金（環境・エネルギー対策貸付）」 

 

  自ら策定したＢＣＰに基づき、防災に資する施設等の整備を行う方や、地上放送の 

 デジタル化に伴い発生した不要施設を撤去する方がご利用いただけます。 

 

 【「社会環境対応施設整備資金」について詳しく知りたい方はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/19_syakaikankyotaiou_m_t.html 

http://www.jfc.go.jp/keikyo_watch_130717.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html
http://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/19_syakaikankyotaiou_m_t.html


 

「経営環境変化資金（セーフティネット貸付）」 

 

  売上が減少するなど、業況が悪化している方がご利用いただける融資制度です。 

  平成２４年度補正予算成立に伴い、制度内容を拡充しました。 

 

  ＜拡充内容＞ 

  借入負担が重く経営の改善を迫られている方であって、認定経営革新等支援 

 機関※または日本公庫の経営指導や助言等を受けて事業計画を策定する方には、 

 基準利率から 0.4％利率を引き下げます。                                                      

   

 ※認定経営革新等支援機関とは、中小企業新事業活動促進法に基づく認定支援機関 

  （税理士、公認会計士、中小企業診断士等）をいいます。くわしくは、中小企業庁 

  ホームページをご覧ください。 

 

 【「経営環境変化資金」について詳しく知りたい方はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html 

  ┌─┐ 

   07 トピックス 

  └─┼─────────────────────────────── 

  

  ★ UR都市機構（ビジネス・ロケーション・サイト）のご案内 

  

  事業用地をお探しの企業のみなさまへ、UR都市機構の事業用地のご案内です。 

  同機構では、事業用地購入に役立つ情報をお届けするメールマガジンを配信しており

ます。 

  同機構メールマガジンのご登録は、ホームページの中の「資料請求」にて承っており

ます。 

  

  UR都市機構（ビジネス・ロケーション・サイト）のホームページはこちら↓ 

  http://business.ur-net.go.jp/index.asp 

 

   ★ 団体信用生命保険のご案内 

   

  日本公庫（国民生活事業）から事業資金（経営改善貸付、生活衛生改善貸付など一部

の融資制度を除く）の融資を受けられる個人事業主または小規模企業法人が、任意で加

http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html
http://business.ur-net.go.jp/index.asp


入できる保険です。 

 

 公益財団法人公庫団信サービス協会のホームページはこちら↓ 

 http://www.dansin.or.jp/danshin_1/index.html 

 

  ★ 新刊のご案内 

 

    日本公庫 総合研究所から、中小企業の海外展開に関する調査研究成果をと 

  りまとめた書籍が発行されました。 

 

 『中小企業を変える海外展開』 

 

 「日本企業の海外展開とその影響に関するアンケート」やヒアリングによる 

 調査の結果を様々な角度から研究した成果です。中小企業における海外展開の 

 現状や効果、取引を通じた他企業への影響などについて、豊富なデータやケー 

 ススタディを交えて明らかにしています。 

 

【詳しくはこちら↓】 

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

┌─┐  

 08 「調査月報」７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」７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_1307.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  

新事業に取り組む中小企業の経営戦略 

○医療・健康・衛生機材産業と中小企業のビジネスチャンス 

医療・健康・衛生ニーズの高まりと国内外の市場の拡大 

 

http://www.dansin.or.jp/danshin_1/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/toshoj.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1307.pdf


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 

┌─┐ 

 09 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/n/service/mail_newinfo.html 

 

★次回の配信は 2013年 8月 21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 

┌─┐ 

 10 読者アンケート 

└─┼─────────────────────────────── 

  

 「事業者サポートマガジン」では、読者のみなさまのご意見・ご感想をお待 

ちしています。よりよい誌面作りのために、みなさまの声をお聞かせ下さい！ 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_magazine.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/mail_newinfo.html
http://www.jfc.go.jp/n/service/jigyousya-backnumber.html


 

【ご回答はこちら↓】 

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

┌─┐ 

 11 編集後記 

└─┼─────────────────────────────── 

  

 蒸し暑い日が続いていますが、みなさま、体調は崩されていないですか。 

 今回の経営お役立ち情報は、家族経営の工務店の経営者が仕事のうえでの 

「ミッション」を見つめなおし、受注を伸ばした事例を紹介しました。 

 これは事業者のみなさまだけではなく、仕事をしている全ての人に通じる 

ものではないのでしょうか。 

  

  私たちも、事業者のみなさまにとって参考となる情報をお届けするという 

「ミッション」を達成するために、魅力あるコンテンツ作りに努めてまいります。 

 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 

 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。 

【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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