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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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【1】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 6回目です。 

  

 今回ご紹介するのは「プロセスに基づいて、新たな受注先を開拓する方法」です。 

ものづくりの街にある鉄工所を事例として、計画・準備と営業の２つのプロセスに従っ 

て戦略を打ち出し、それを実行することで、新たな受注先を増やす方法をご紹介します。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/kei_qa_1310.pdf 

─────────────────────────────────────── 

【2】経営最前線 ～ ＢＣＰを新事業の梃子（てこ）に ～ 

 

  今回ご紹介するのは、水産物の冷凍倉庫業を営む企業が、事故をきっかけに事業継続 

計画（ＢＣＰ）に取り組んだ事例です。ＢＣＰに取り組んだ結果、取引先の信頼を得た 

だけでなく、従業員の意識を変え、団結を強めることができた同社は、新事業への進出 

も果たすことができたそうです。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/keieisaizensen_131016.pdf 

─────────────────────────────────────── 

【3】景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 事業者リポート編 ～ 

   

 今回は、６次産業化により、こだわりの『食』を提供する山形県鶴岡市の飲食店を 

ご紹介します。 

 

http://www.jfc.go.jp/kei_qa_1310.pdf
http://www.jfc.go.jp/keieisaizensen_131016.pdf


【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/keikyo_watch_131016.pdf 

─────────────────────────────────────── 

【4】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。 

 

【続きはこちら↓】 

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

─────────────────────────────────────── 

【5】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！ 

  

★第５回 日本公庫シンポジウム  

 

  日  時：平成 25年 11月 27日（水）13:30～16:50  

  場  所：大手町サンケイプラザ４階ホール（東京都千代田区）  

  参加料：無料  

  主  催：日本政策金融公庫 総合研究所  

  内  容：「中小企業による「新事業戦略」の展開 ～長期にわたる経済の低迷を乗り 

          越えた成長企業に学ぶ～」と題するシンポジウムを開催します。当研究所 

          研究員による研究報告や、厳しい経営環境のなか新事業への挑戦により飛躍 

          した企業の経営者を招いてのパネルディスカッションを行います。  

 

【セミナーの詳細はこちら↓】  

  http://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/sinpozyumu.pdf 

 

★「創業応援セミナー」 

  必要資金の算出や調達方法、収支計画、資金繰りの見通しのたて方等々、創業に関 

 することでお悩みの経営者の方に、課題解決のアドバイスをご紹介します。 

  

  また、セミナーの後には、講師との交流や個別相談も行います。参加費は無料です。 

  

http://www.jfc.go.jp/keikyo_watch_131016.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html
http://www.jfc.go.jp/n/info/pdf/sinpozyumu.pdf


 〈大阪府〉 

  日 時：平成 25年 10月 25日(金) 15:00～17:30 

  場 所：東大阪商工会議所 本館５階会議室 

 

   【セミナーの詳細はこちら↓】  

     http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar131011d.pdf 

 

★「中小企業経営セミナー ～会社を強くする経営計画のたて方～」 

    会社を強くするには正しい現状把握と、それに基づく経営計画をたてることが大切 

 です。本セミナーでは、信頼される決算書の作り方と、それに基づく実現可能性の高 

 い経営計画のたて方について、ご説明します。 

 

  また、セミナーの後には個別の相談会も実施します。参加費は無料です。   

      

    北海道、青森県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、石川県、 

  岐阜県、静岡県、愛知県、滋賀県、兵庫県、大阪府、奈良県、岡山県、広島県、 

  香川県、愛媛県、高知県、長崎県、大分県、熊本県、など各地で開催しており 

  ますので、下記のリンクから公庫ホームページ内のセミナー情報をご覧ください。 

 

【詳しくはこちら↓】 

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

─────────────────────────────────────── 

【6】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 

 

★「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。 

http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar131011d.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/19_syakaikankyotaiou_m_t.html


  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。 

   詳しくは、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 

─────────────────────────────────────── 

【7】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 

─────────────────────────────────────── 

【8】「調査月報」10月号発行のご案内  

http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html
http://business.ur-net.go.jp/index.asp
http://www.dansin.or.jp/danshin_1/index.html


 

 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」10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_1310.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  

 効果的に付加価値を高める小企業の経営 

 ―プラスαの取り組みでトレンドをつかむ― 

○新興国の生産設備市場で勝つ中小企業の海外展開 

 日本の強みを活かす工作機械・測定機器分野への期待 

 

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 

─────────────────────────────────────── 

【9】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。 

  

http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1310.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 11月 20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ください！ 

 

【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。 

  

 9月 26日、プロ野球パ・リーグの東北楽天ゴールデンイーグルスが初のリーグ優勝を 

果たしました。このニュースは、プロ野球ファンだけではなく、東日本大震災で被災 

された方々にも感動と勇気を与えてくれたのではないでしょうか。 

 連勝記録を更新する田中投手が注目されますが、星野監督は、勝因を問われると全選 

手の頑張りを挙げています。キラリと輝く「個」の力も大切ですが、一つの目標に向か 

う「チーム」の魅力を改めて感じました。 

 

 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】 

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