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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 ～ 

  

 昨年 11月から 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 5回目です。 

  

 今回のトピックは「上手な資金繰り方法」です。企業経営においては、「利益」を 

あげるだけではなく、「キャッシュ・フロー」を重視しなければなりません。ここでは、 

資金繰りに強い会社となるためのポイントを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_1403.pdf 

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

【2】経営最前線 ～ 大型 LED照明の新事業で地域経済に貢献 ～ 

 

  今回ご紹介するのは、取引先の業績悪化により売上の大半を失うも、新たな事業展開 

を模索する中で、LED照明の開発に成功した企業です。大企業が地方から撤退していく 

状況にあって、同社は地域にとどまり、雇用の受け皿としても頼もしい存在になってい 

るそうです。 

 

【詳しくはこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/keieisaizensen_140319.pdf 

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

【3】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 

（2013年 10～12月期）をご紹介します。 

 

【概要はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_140212b.pdf 

 

http://www.jfc.go.jp/kei_qa_1403.pdf
http://www.jfc.go.jp/keieisaizensen_140319.pdf
http://www.jfc.go.jp/n/release/pdf/topics_140212b.pdf


【詳しくはこちら↓】 

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

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

【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．効果的な陳列方法について教えてください（店舗管理）。      

  

【回答はこちら↓】 

  http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/908.html 

 

  Ｑ．事業計画の立て方をわかりやすく教えてください。   

  

【回答はこちら↓】 

  http://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/entry/910.html 

 

 Ｑ．社員向けの勉強会を盛り上げる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/911.html 

 

 Ｑ．多品種少量生産における効率的な生産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/913.html 

─────────────────────────────────────── 
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【6】セミナー・イベント情報 

 

 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！ 

 

★「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！～」 

  日々激しく経営環境が変化していくなかで、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立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 

 経営計画の立て方について、分かりやすく説明します。 

 

 ＜宮城県＞ 

 ・日 時：平成 26年 3月 24日(月)14:00～17:00 

 ・場 所：仙台商工会議所 7F 大会議室 

 

【申込・問い合わせ先はこちら↓】 

  http://www.jfc.go.jp/n/seminar/pdf/seminar140221d.pdf 

 

★「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、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、 

 関税分類等について紹介し、ＥＰＡの利用を一層促進することなどを目的として開催す

るものです。 

 

 ＜石川県＞ 

 ・日 時：平成 26年 4月 23日(水)13:30～16:50 

 ・場 所：北陸財務局（石川県金沢市） 

 

【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 

 

 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 

─────────────────────────────────────── 
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【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。 

 今回は、新たに制度拡充された新規開業資金をご紹介します。 

 

★「新規開業資金（新企業育成貸付）」 

   

  ○拡充のポイント[1] 

   事業開始後 7年以内の方まで、ご利用いただけるようになりました。 

   

  ○拡充のポイント[2] 

   新規開業資金をご利用いただける方で、保育サービス事業や介護サービス事業等 

   を行う方など、一定の要件に該当する方は、特別利率が適用されるようになりま 

   した。 

 

【「新規開業資金（新企業育成貸付）」について詳しく知りたい方はこちら↓】 

 http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html 

 

【金利情報をご覧になりたい方はこちら↓】 

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

 

※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。 

※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます。 

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

【8】トピックス 

 

★ジェトロ ビジネス・サポートセンター入居者募集のご案内 

  Business Support Center(BSC)は、海外でビジネスを立ち上げようとする日本企業 

 のために、ジェトロが無料で貸与するオフィスです。フィリピン(マニラ)・ 

 タイ(バンコク)・インド（ニューデリー、ムンバイ、チェンナイ）・ 

 ベトナム（ハノイ）・ミャンマー(ヤンゴン)に設置されており、こうした国への投資、 

 技術提携を検討する日本企業にアドバイザーによるコンサルティングサービスを併せ 

 て提供することで、お客さまの海外展開を効率的にサポートしています。 

 

【申込方法等詳細はこちら（ジェトロのホームページ）↓】 

 http://www.jetro.go.jp/services/bsc/ 

http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html
http://www.jfc.go.jp/n/rate/index.html
http://www.jetro.go.jp/services/bsc/


 

★「アジア・キャラバン事業」「アセアン・キャラバン事業」のご案内 

   ジェトロでは、中小企業の皆さまを対象に、中国大陸・台湾およびアセアン市場での 

 販路開拓をサポートする「アジア・キャラバン事業」「アセアン・キャラバン事業」 

 を実施します。 

  中国大陸・台湾およびアセアンの各都市で、展示会出展、商談会、商品モニタリン 

 グ調査、現地市場視察など様々なツールを活用し、日本企業の安心・安全・高品質な 

 日用品、生活雑貨等製品の売込みを支援します。 

 

【申込方法等詳細はこちら（ジェトロのホームページ）↓】 

 http://www.jetro.go.jp/services/caravan/ 

 

★ 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 

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

【9】「調査月報」3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」3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_1403.pdf 

http://www.jetro.go.jp/services/caravan/
http://business.ur-net.go.jp/index.asp
http://www.dansin.or.jp/danshin_1/index.html
http://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/tyousa_gttupou_1403.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… 

  ○日本公庫シンポジウム 

    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― 

  ○論点多彩 

    新たなビジネスを拓くＭ２Ｍ 

  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 4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/n/service/jigyousya-backnumber.html 

http://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_gttupou.html
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─────────────────────────────────────── 

【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。 

 

 今回の経営Ｑ＆Ａは、「上手な資金繰り方法」をテーマに取り上げましたが、読者の 

みなさまは、自社の資金繰り表を作成するなどして、先々の資金繰りをお考えでしょう 

か。キャッシュ・フロー経営のために、日本公庫の融資制度やホームページの財務診断 

サービスも活用して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。 

 

【財務診断サービスはこちら↓】 

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

 ------------------------------------------------------------------------------ 

★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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