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新規の受・発注＝相手企業の信頼は、 大丈夫ですか？

企業情報検索

いたします。

〜 秘密厳守 （まずは、52-1740 お電話ください） 〜
当商工会議所では、㈱東京商工リサーチが全国の調査網を使って独自にデータを収集し、情報公開している国内
約１４０万件の企業情報をインターネットで検索し、会員企業に情報提供するサービスを実施しています。景気が
上向いてきたとはいえ、地方経済は未だ厳しい経済状況の中で、既存取引先や新規取引予定企業の有効な情報が得
られますので、与信管理の観点からも是非ご活用ください。企業情報検索は、１社１，５００円（実費）です。
◎ 基本情報の主な内容…所在地、従業員数、資本金、創業、株主構成、取引銀行、主力取引企業（仕入先、販売先）、
取扱い商品（製品）、直近３ケ年の決算内容、最近の業況、同業種順位（全国・県内）、代表者
生年月日・最終学歴・趣味 他
※ 当商工会議所 TEL52‑1740 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。

商工会議所は経営相談の「駆け込み寺」です＝随時受け付け中

加茂商工会議所の経営相談
〜 秘密厳守 （お気軽に、52-1740 お電話ください）〜
平成１６年１１月末現在で新潟県内被害件数５７０件、被害総額６億円（加茂警察署提供）と景気不安や人の弱
みにつけ込んだ知能犯罪が激増しています。防ぐ方法はただ一つ。一人で悩まず、まずは相談。当商工会議所は、
あらゆる経営相談、融資相談、金銭に絡む法律問題、雇用・退職・賃金等の人事労務問題などを扱っている、公的
機関です。もちろん、秘密は固く守りますので、お気軽にお電話ください。
※詳しくは、当商工会議所 TEL 52‑1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。

法律トラブル・労務問題等の「御社の悩み」を即・解決！
〜お気軽に、ご相談ください〜
補助事業導入により相談料は無料、秘密厳守ですので、ぜひご利用ください。
・日時／場所
随時（連絡を頂いた後、専門家と日程調整します）
・内
容
各事業所における法律・労務関係等に関する諸問題全般について
○債権回収や商売上におけるあらゆる法的トラブルについての相談 ○労使関係トラブル
業規則の変更､見直し ○賃金・退職金制度見直し ○各種助成金の申請方法 他
・専門相談員
当商工会議所の委嘱した弁護士、社会保険労務士やその他のエキスパート
※お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52‑1740 業務課（担当／佐藤）まで。
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○就

運転資金、諸経費支払い等々

–経営改善のための国の融資制度−

マル経資金（無担保・無保証）をご利用ください
対象：従業員数２０人以下の製造業・その他業種
〃
５人以下の小売・卸売・サービス業
１．２５％（1/1７現在、固定金利）
〜 秘密厳守 （まずは、52-1740 お電話ください） 〜
◎丸経資金とは、当所会員事業所で小企業等の方々に経営改善を行っていただくための無担保・無保証人・低利の
国の融資制度です。現状の経営から脱却し、経営改善をお考えの方はどうぞご利用ください。
●融資条件 貸付限度枠５５０万円●返済期間 運転５年以内 設備７年以内 (飲食業等は運転資金のみ対象)
●必要書類 ３期分の決算書・法人企業の方は、他に会社の登記薄謄本、試算表（３ヶ月以内のもの）
（但し、国の制度資金のため、税金を完納していることが条件です。
）

確定申告は無料納税相談会でお早めに！〜所得税の確定申告の受付は２/１６〜３/１５です〜
平成１６年分の無料納税相談が下記日程で開催されます。
●青色申告会員納税相談（※会場：加茂商工会議所 会議室）
○日時：２月２８日(月)、３月１日（火）午前９時３０分〜午後３時
●白色申告・還付申告相談（※会場：加茂市役所（ＴＥＬ52-0080）３階会議室）
○日時：２月２２日（火）、２３日（水）午前９時３０分~１１時並びに午後１時〜３時３０分
※当日ご持参いただくもの
１．申告関係書類 ２．前年度の確定申告書、決算書または収支内訳書の控え
３．各種控除証明書、源泉徴収票 ４．印鑑
※お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52‑1740 指導課（担当／難波、山本）まで。

消費税の対応は大丈夫ですか？

〜改正消費税個別相談会〜

消費税の課税事業者となる場合には、速やかに届出書の提出等が必要となりますし、一般課税で申告される場合、
仕入税額控除を受けるためには、一定の要件にしたがって帳簿の記載や請求書等の保存をしなければなりません。
当商工会議所では、各事業者の消費税相談に対応するため、改正消費税に関する個別相談会を下記のとおり開催
いたします。お気軽にご相談ください。
※お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52‑1740 指導課（担当／難波、高畑）まで。
１．日 時：２月７日（月）、８日（火）午前９時〜午後４時うち１事業所３０分程度（要予約）
２．場 所：加茂商工会議所 研修室
３．相談料：無 料
４．申込み：下記申込書に必要事項をご記入の上、当商工会議所指導課（担当：難波、高畑／ＦＡＸ52-4100）へ
お申込みください。お申込み後時間調整の上、相談時間をご連絡いたします。

改正消費税個別相談会申込書
加茂商会議所指導課（難波、高畑）
（ＦＡＸ５２−４１００）御中
ＴＥＬ
ＦＡＸ

事業所名
第 １
希望日

２月７日・８日
午前・午後・何時でも良い

第 ２
希望日

２月７日・８日
午前・午後・何時でもよい

受診料の一部を当商工会議所が補助します〜定期健診のご案内〜
従業員の定期健康診断の実施は、法律で義務づけられていますが、企業発展のためには従業員の健康管理が一番
大切です。当商工会議所では、より受診しやすいよう受診料の一部補助を行っていますので、この機会に従業員全
員が受診されますようご案内申し上げます。
１．対 象 者
加茂商工会議所会員事業所の役員、従業員、家族従業員
２．健診機関 （社）新潟県健康管理協会
３．日
時 ２月１８日（金）８時３０分〜１１時３０分
４．受診コース（税込み）
①政府管掌生活習慣病検診（３５歳以上）６，７２０円 ②Ａコース（全員対象）６，９３０円
③Ｂコース（３５歳未満、３６〜３９歳で医師が認めた場合）２，３１０円
政府管掌生活習慣病検診はキャンセル待ちの状況です。あらかじめご了承ください。
※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52‑1740 業務課（担当／阿久津）まで。
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〜経営の基本は、まず事業主が情報を知ることから〜

目指せ経営革新！

各種セミナーのご案内

①個人情報保護法施行に伴い、企業は何をしなければならないのでしょうか？〜
「個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）が平成１７年４月１日から完全施行され、事業者は「個
人情報等を事業として取り扱う者」として利用目的の特定・制限、安全管理の措置、第三者への情報提供等
の制限の義務が課せられることになります。本セミナーでは、個人情報保護法の概要や留意点などを分かり
やすく説明いたします。この機会にぜひご参加ください。
１． 日 時：１月２５日（火）午後１時３０分〜３時
２．会 場：加茂商工会議所会議室
３． 受講料：無 料
４．講 師：NPO ＩＴコーディネータ協会 小澤 富士男氏
（日本商工会議所個人情報保護管理ワーキング委員）

②ライフプランニングセミナー〜年金・６５歳継続雇用・終身医療・介護保険…備えは万全！？〜
教えます！セカンドライフをエンジョイする方法！
年齢から来る病気、けが、介護、入院など老後には支出がいっぱい。それとは逆に年金改正、少子高齢化で老
後の収入は不安がいっぱい。さらには少子高齢社会は進み、年金制度も今後どうなってしまうのか分かりません。
やっと手に入れたセカンドライフをエンジョイするために、今から設計図を描きましょう。
本セミナーでは年金、貯蓄、保険、６５歳継続雇用、資産運用を含めて、今から出来るセカンドライフへの準備
の仕方をわかりやすく説明いたします。
１．日 時：１月２６日（水）午後３時〜４時３０分 ２．会 場：加茂商工会議所 会議室
３．受講料：１，０００円 ４．講 師：太田社会保険労務士事務所所長・社会保険労務士 太田綾子氏
③中小企業会計啓発・普及セミナー

中小企業の会計３８問３８答 《参加者に「会計ふきゅうそふと」（Ｅｘｃｅｌ）無料配布します！》
経営分析力、資金調達力、受注拡大力の３つの力を強化するには、決算書を正しい会計ルールに基づいて作成すること
が大前提です。そして経営者には、決算書から情報を読み取る力がそれ以上に求められます。
今回のセミナーは決算書の読み方や役立て方、財務分析の方法などを中心に分かりやすく説明します。
１．日 時：２月７日（月）午後６時３０分〜８時
２．会 場：加茂商工会議所 会議室
３. 参加料：無 料
４．講 師：中小企業診断士 武田浩昭氏
※ お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52‑1740 業務課（担当／佐藤）まで。

セミナー申込書
加茂商会議所業務課（ＦＡＸ５２−４１００）
住

御中

所

ＴＥＬ

−

事業所名

ＦＡＸ

−

受講したいセミナー名に○印

受 講 者 名

受 講 者 名

①個人情報保護法セミナー(1/25)
②ライフプランニングセミナー(1/26)
③会計啓発・普及セミナー(2/7)

加茂商工会議所会員加入のお願い

〜新規会員募集中です〜

当商工会議所では、現在会員加入キャンペーンを実施中です。現在約１，２８０の事業所からご加入をいただき、
組織加入率は約６７％となっています。また、通達が改定され正会員の加入資格が財団法人、医師、農業者など広
く正会員として入会することができるようになりました。
近所、お知り合いで商工会議所会員に未加入の事業所の方がございましたら、ぜひご紹介をお願いいたします。
※お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52‑1740 指導課（担当／大橋）まで。
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パソコン教室をご利用ください(２月〜３月)募集中！
◆会

場：加茂商工会議所

２階パソコン研修室

◆時

間：月･水･金曜日の１８：３０〜２０：３０

講座名（各コースとも２時間×６回）
①パソコン基礎コース
②インターネットコース
（全６回コース）
③ワード基礎コース
◆定 員：１０名（先着順に受付となります）
④ワード応用コース
◆受講料：会員/８，０００円 一般/１０，０００円
⑤エクセル基礎コース
◆テキスト代：①〜⑥ ３,４６５円⑦〜⑨ ２,１００円
⑥エクセル応用コース
＊雇用促進協議会会員事業所及び従業員の方は受講料を全額補助い
⑦ホームページ作成コース
たします。
⑧アクセス２００２コース（ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ）
※お申し込み、お問い合わせは、当商工会議所ＴＥＬ52‑1740 指導課 ⑨パワーポイントコース（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）
親
（担当／ 近藤）まで。
コース名
１７−Ｃ
１７−Ｄ
１７−Ｅ
１７−Ｆ
リーレッスン制ですので、他の人を
第１回
２／７日（月） ２／２１日（月） ３／ ７日（月） ３／２２日（火）
気にせずマイペースで安心して受講
第２回
９日（水）
２３日（水）
９日（水）
２３日（水）
第３回
１０日（木）
２５日（金）
１１日（金）
２５日（金） できます。ご自身、従業員のスキル
第４回
１４日（月）
２８日（月）
１４日（月）
２８日（月） アップ間違いなしです。この機会に
第５回
１６日（水） ３／ ２日（水）
１６日（水）
３０日（水） 是非お申し込みください。
第６回
１８日（金）
４日（金）
１８日（金） ４／ １日（金）

国の制度で安心確実！〜事業主のための退職金・倒産にあう前の自己防衛〜
小規模企業共済・中小企業倒産防止共済をご利用ください。
■小規模企業共済とは
小企業の個人事業主、会社役員のための退職金をあらかじめ準備しておく、国のつくった共済制度です。
○共済のメリット！
《税制面》
・掛金は全額「課税対象所得から控除」できるので、節税しながら老後の資金が蓄えられます。ゆとりある老
後のライフプラン設計を実現します。
・共済金は「退職所得扱い」又は「公的年金等の雑所得扱い」となります。
《安全面》
・ 法律に基づく国の共済制度ですので安心・確実です。
○制度内容
・毎月１，０００円〜７０，０００円までの範囲内で自由に掛け金を設定し、積み立てていきます。
・常時使用する従業員が２０人以下（商業・サービスは５人以下）の個人事業主及び会社の役員が対象です。

■中小企業倒産防止共済とは
取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の１０倍の範囲内（最高３，２００万円）で回収困難な売掛金債権
等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられる共済制度です。
○共済のメリット！
《税制面》
・掛金は税法上経費または損金に算入できます。
《貸付面》
・共済金の貸付は、無担保・無保証です。
・企業の財務内容、返済可能性などの金融審査ではなく、取引先の倒産と回収不能債権の事実確認での貸付で
すので、万が一の急場の資金難を乗り切れます。
○制度内容
・毎月５，０００円〜８０，０００円までの範囲内で掛金を設定し、積み立てていきます。掛金総額３２０万
円まで積み立てできます。
・業種、資本金、従業員数により加入資格に限りがございますので詳細はお問い合わせください。
※ お問い合わせは当商工会議所ＴＥＬ52‑1740 業務課（担当／佐藤）まで。
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