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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 ～ 知って得する財務関連情報 ～ 

  

 11月から来年 3月まで 5回に渡り、「知って得する財務関連情報」をテーマに、 

税理士が中小企業の身近なトピックをご紹介するコーナーです。今回は第 2回目です。 

  

 今回のトピックは「25年度税制改正を読み解く」です。法人税や所得税など、経営者 

の方に知っていただきたい改正内容について、分かりやすくご紹介します。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/kei_qa_1312.pdf 

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

【2】経営最前線 ～ ホンキが育む「挑戦の生態系」 ～ 

 

  今回ご紹介するのは、起業家精神溢れる若者を育て、地域活性化を果たすために、 

きらりと光る中小企業を、やる気のある大学生と結びつけるインターンシッププログラ 

ムを運営するNPO法人です。 

 半年から一年にも及ぶ同法人のプログラムの中で、学生は経営者直轄のプロジェクト 

を経験することができ、学生の手がけた企画が、受け入れ企業の新規事業になることも 

あるそうです。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/keieisaizensen_131218.pdf 

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

【3】景況Ｗａｔｃｈ(1) ～ 事業者リポート編 ～ 

   

 今回は、こだわりの栽培方法で作った野菜を使用したメニューが特徴の 

東京都品川区の飲食店をご紹介します。 

 

【続きはこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/keikyo_watch_131218.pdf 

http://www.jfc.go.jp/kei_qa_1312.pdf
http://www.jfc.go.jp/keieisaizensen_131218.pdf
http://www.jfc.go.jp/keikyo_watch_131218.pdf


 

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

【4】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 

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

【5】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 

（回答は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．同じような失敗を繰り返さないような方法や、その留意点を教えてください。    

  

【回答はこちら↓】 

  http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/891.html 

 

  Ｑ．在庫の種類ごとの適正な管理方法を教えてください。   

  

【回答はこちら↓】 

  http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/892.html 

 

 Ｑ．一般消費者向け製品を製造・販売する際のポイントを教えてください。   

  

【回答はこちら↓】 

  http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/893.html 

 

 Ｑ．管理者が高齢者の部下を活かすためのポイントを教えてください。  

  

【回答はこちら↓】 

  http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/894.html 

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

【6】セミナー・イベント情報 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_sihanki.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/891.html
http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/892.html
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 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！ 

 

★「NPO法人向けソーシャルビジネスシンポジウム」 

  ソーシャルビジネスに取り組む NPO 法人の方や、NPO 法人の設立を検討されている

方を対象に、愛知県内でご活躍されているNPO法人のみなさまをお招きし、パネルディ

スカッションをいただくとともに、NPO法人の方々にご利用いただける日本公庫をはじ

め様々な支援機関の施策等をご紹介します。また、シンポジウムの最後に、個別相談会・ 

 交流会も開催します。 

 

 ＜愛知県＞ 

 ・日 時：平成 26年 1月 10日(金)14:00～16:30 

 ・場 所：名古屋市市民活動推進センター 集会室    

 

【申込・問い合わせ先はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar131206a.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、認定経営革新等支援機関である税理士からご説明しま 

 す。 

  また、社会保険労務士などによる中小企業支援施策のご紹介を行い、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。   

   

 ＜長野県＞ 

 ・日 時：平成 26年 1月 29日(水)13:30～17:00 

 ・場 所：日本公庫 長野支店    

 

【申込・問い合わせ先はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar131121b.pdf 

 

 上記以外にも全国で様々なセミナー等を開催しています。 

【詳しくはこちら↓】 

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

http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar131206a.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar131121b.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html


 

★「中小企業・小規模事業者のためのワンストップ年末特別相談会」 

  年末に向け、中小企業・小規模事業者の皆さまの金融やその他各種施策に関する 

 相談に対応するため、関係省庁等の担当者が集まって、ワンストップで親身に対応 

 させていただく相談会を 12月 18日（水）から 27日（金）にかけて各地で開催します。 

 

 ◇例えば、次のようなご相談に応じます◇ 

 ○運転資金を借りたい！融資の条件変更ができないか？ 

 ○設備投資を行うための支援制度を教えてほしい！ 

 ○下請取引対策について知りたい！ 

 ○海外展開支援をうまく活用したい！ 

 ○雇用対策（雇用調整助成金等）について知りたい！  など 

 

 ◇相談会参加省庁・関係機関等（予定）◇ 

 ・経済産業省、金融庁、復興庁（岩手県・宮城県・福島県のみ）、厚生労働省、 

  農林水産省及び国土交通省 

 ・日本政策金融公庫（沖縄県は沖縄振興開発金融公庫）、信用保証協会 

  及び商工組合中央金庫 

 ・税理士及び社会保険労務士  など 

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kinyu_monitoring/torikumi/131211/soudankai.html 

 

★「経済連携協定の利用支援セミナー ～貿易の円滑化に向けた税関・財務局の取組み～」 

   経済連携協定（ＥＰＡ）とは、国や地域同士の輸出入などに関する協定のことで、 

  ＥＰＡの利用により、品物によっては、通常より低い関税率を適用することができます。   

   本セミナーは、全国各地の税関が、地域経済活性化に取り組む財務局等との共催に 

 より、我が国のＥＰＡの概要や、ＥＰＡを利用するために必要な原産地規則、関税分類 

 などについて紹介し、ＥＰＡの利用を一層促進することなどを目的として開催するもの 

 で、これまでに、東京、名古屋、大阪、福岡、札幌など全国各地で開催しています。 

 

 来年 1月 22日（水）には、仙台で開催する予定です。 

 

  物流事業者などの水際関係者にとどまらず、既に輸出をされている事業者の方や今後 

 輸出を予定されている事業者の方、あるいは輸出をされている事業者と取引関係にある 

 金融関係の事業者の方、更には御関心・御興味のある方におかれましては、この機会に 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kinyu_monitoring/torikumi/131211/soudankai.html


 是非御参加ください。 

 

【詳しくはこちら↓（財務省「税関ホームページ」のサイトにリンク）】 

 http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/EPA_ichiran.htm 

 

★「共助社会づくりシンポジウム」 

  多くの社会的課題を解決するために、共助の精神で行われている活動は様々。 

 そうした活動を支援する寄附はどうすれば増えるのか。身近な商品やサービスを生み 

 出す企業がなぜ社会貢献事業に取り組むのか。15周年を迎えた NPO法人制度によって 

 社会がどう変わり、これから共助社会はどこに向かうのか討議します。  

 

 ＜東京都＞ 

 ・日 時：平成 26年 1月 14日(火)13:00～17:55（名刺交換会 18:00～19:00） 

 ・場 所：ヤクルトホール（東京都港区）  

 

【詳しくはこちら↓】 

 http://www.shukuminet.com/140114kyoujo/index.html 

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

【7】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。 

  

★「新事業活動促進資金」 

 

  経営多角化、事業転換などにより、第二創業を図るみなさまが対象となる融資制度で 

 す。一定の要件に該当する方は、利率の引き下げがあります。 

 

【「新事業活動促進資金」について詳しく知りたい方はこちら↓】 

   http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_sjkakushin_m.html 

 

★「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生活衛生同業組合等の長の推薦が必要です。 

 

http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/EPA_ichiran.htm
http://www.shukuminet.com/140114kyoujo/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_sjkakushin_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/n/finance/search/34_eiseikaizen_m.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。 

   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 

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

【8】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。 

http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/34_eiseikaizen_m.html
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/07_keieisien_m.html
http://business.ur-net.go.jp/index.asp


 

 【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 

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

【9】「調査月報」12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」12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_1312.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  

    東日本大震災をきっかけとした開業 

  ○論点多彩 

    これからの中心市街地および地域商業の活性化を考える 

 

  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 

 

http://www.dansin.or.jp/danshin_1/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1312.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
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 2014年 1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 

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

【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。 

  

 今年も残り２週間となりました。2013年は、2020年東京オリンピックの開催決定や 

プロ野球・東北楽天ゴールデンイーグルスの日本一など、スポーツ界で明るいニュース 

が相次ぎました。 

 2014年も、ソチオリンピックやサッカーワールドカップブラジル大会などのビッグ 

イベントが予定されており、日本選手団の活躍が期待されます。 

 

 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できるよう、魅力ある 

コンテンツ作りに努めて参ります。 

 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。 

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


★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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