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会社法改正の概要

―最低資本金制度の撤廃等により新規会社の設立が容易に―

本年 6 月 29 日に国会で可決成立した新会社法は、今までの会社制度を抜本的に見直した内容となっており、平成
18 年 5 月 1 日からの施行予定となっております。改正の大きな特徴は有限会社制度を廃止し、株式会社に一本化。
但し、現在の有限会社はそのまま存続できる経過措置が定められました。また、最低資本金制(株式会社１千万円、
有限会社３百万円)は撤廃されることになります。主な改正内容は、下記のとおりです。
改正後
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社（Ｌ
ＬＣ）の４種類になります。有限会社は新設
できなくなり、新たに合同会社（ＬＬＣ）が
加えられます。
資 本 金
有限会社は３百万円、株式会社は１千万円。 会社の種類を問わず、最低資本金の制限な
（但し、特例を利用した場合は１円から設立 し。いくらからでも会社の設立可能。
可能。）
役 員 数
株式会社：取締役３名以上、監査役１名以上。 取締役３名以上、監査役１名以上。株式譲渡
有限会社：取締役１名以上、監査役任意。
制限会社は取締役が１名以上、監査役設置は
任意。
役員任期
株式会社：取締役２年・監査役４年
取締役２年・監査役４年
有限会社：取締役任期なし・監査役設置の場 株式譲渡制限会社は最長１０年まで延長可。
合、任期なし
上記以外にも重要な改正事項が盛り込まれており、当所では９月中に改正会社法に関するセミナーを予定してお
りますので、日程が決まり次第、ご案内いたします。
※ 詳しくは、当商工会議所TEL 52‑1740 指導課（担当／桑原、佐藤）まで。
会社の種類

改正前
株式会社、有限会社、合名会社、合資会社の
４種類。

お買物・ご利用は地元のお店から〜地元買物運動推進中！＝１０/１全戸配布〜

大好評！ 割引「加茂っ子クーポン」をご利用ください
顧客満足度を追求し、地元購買率の向上を目指して推進中の地元買物運動も３年目を迎え、消費者から支持いた
だける店づくりに向け運動を展開中です。
昨年、大好評を得ました買物割引「加茂っ子クーポン」は、今年も市内各区長のご協力を得て１０月１日に全戸
配布します。この買物割引クーポンは、参加申込みのあった市内７４店舗から、各店独自に工夫を凝らした割引サ
ービスを一冊にまとめたもので、コンパクトに持ち歩ける大きさになっています。
今年は割引期間を３カ月に統一するとともに、全参加店の目次を追加して店舗を探しやすくしました。この運動
を通じて、地元購買率の向上につなげるため、店側の取り組みとして各種セミナー、勉強会などを積極的に実施し
ていきますので、自店の意識改革や店づくり、新サービス開発にお役立てください。
業種別参加店の状況（８／１１現在）は、飲食関係２０店、菓子食品９店、衣料呉服寝具１７店、カメラ貴金属
９店、靴４店、スポーツ用品４店、その他１１店です。当所会員事業所関係者の方々もお買物・ご利用は地元のお
店をご利用願います。。
※ 詳しくは、当商工会議所TEL 52‑1740 指導課（担当／難波、山本）まで。
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中小企業新事業活動促進法（経営革新）の概要
〜承認を受けた企業には補助金・融資・税制措置など様々な支援措置があります〜
新事業活動促進支援法による経営革新とは、新たな取り組みにより企業の経営の向上を図ることです。具体的に
は下記の４種類の取組を指します。
① 新商品の開発・生産
② 新サービスの開発提供
③ 商品の新たな生産・販売方式の導入
④ サービスの新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
これらの経営革新について中小企業の皆様が自ら計画を作成し、知事の承認を受けた場合には各種支援策が用
意されています。
《支援策》
・中小企業経営革新補助金・政府系金融機関による低利融資・中小企業信用保険法の特例
・設備投資減税・留保金課税の停止措置（同族会社の場合）・小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
・高度化融資・中小企業投資育成株式会社による投資の特例・特許関係料金減免制度・販路開拓コーディネート
計画の承認は支援措置を保証するものではなく、計画の承認を受けた後、支援機関等における再度審査が必要と
なります。申請者は、計画の申請と同時に支援機関において事前に相談を行ってください。
※ お申込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740 業務課（担当／佐藤）
、または、にいがた産業創造機
構 経営支援グループものづくりチームⅠTEL025‑246‑0052 まで。

マル経資金（無担保・無保証人）をご利用ください
対象：従業員数５人以下の小売・卸売・サービス業、または従業員
数２０人以下の製造業・その他業種
融資利率１．３０％（８/１１現在、固定金利）〜
秘密厳守 （まずは、52-1740 お電話ください） 〜
◎マル経資金とは、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
な国の融資制度です。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 (環境衛生業種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、他に会社の登記簿謄本、試算表（３ヵ月以内のもの）
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。

〜公庫・信用保証協会担当者による出前相談会を開催〜
国民生活金融公庫と新潟県信用保証協会担当者による金融相談会を下記により開催します。
１．日時・場所･･･８月２４日（水）午前１０時〜午後３時
於：加茂商工会議所
※日程は完全予約制です。必ず事前に当商工会議所までお申込みください。
２．必 要 書 類･･･３期分の決算書・法人企業の方は、他に会社の登記簿謄本、試算表（３ヵ月以内のもの）
３．お 申 込 み･･･８月２２日（月）までに必要書類を添えて､当所へ事前にご予約ください｡
◎来月９月より信用保証協会相談日は毎月第一水曜日となります。
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52‑1740 経営指導員 (担当／桑原、難波、佐藤）まで。

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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遠隔地取引の開始や取引先のマイナスの噂を聞いた時・入金状況に変化があった時‥‥

少しでも気になったら… 企業情報検索サービス… をご活用ください
〜加茂商工会議所会員のみ特別格安にて受付中！〜秘密厳守〜
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データを収集し、情報公開している企業情報を
当所会員事業所に情報提供するサービスを実施中。リスク回避、与信管理にご活用ください。
１．企業調査…１件 1,500 円（実費）
◎ 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）、取扱商品（製品）、直近３ヵ年の決算内容、最近の業況、同業種順位（全国・県内） 他
２．企業調査レポート…1 件 38,000 円（会議所会員特別料金：通常価格 50,000 円⇒38,000 円）
◎ レポート内容…上記基本情報に、財務諸表・不良債権状況・資産状況等、より詳細な情報を追加。
※ お申込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL52‑1740 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。

企業等ＯＢ人材募集中！〜ぜひご推薦・ご紹介をお願いします〜
本事業は、技術支援、商品開発、マーケティングなど経営改善や新事業の展開を図るために、人材やアドバイス
を必要としている中小企業等と、企業を退職後も自らの知識、経験などのノウハウを活かしたいという企業等ＯＢ
人材とのマッチングを行なう事業です。本年度、当所では「にいがた県央地域ＯＢ人材バンク」を設立し、県央地
域を中心に経営問題を抱える企業に対し、企業ＯＢ人材のマッチングを行い、問題解決に向け積極的に支援してま
いります。
現在、企業等ＯＢ人材の募集を行っていますので、多くのＯＢ人材の自薦、ご推薦をお願いします。ご推薦頂い
た方には当所から連絡させていただき、にいがた県央地域ＯＢ人材バンクのアドバイザーとしてご登録します。
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52‑1740 業務課（担当／桑原、佐藤）まで。

新潟経営大学公開講座のご案内

〜受講料無料！〜

新潟経営大学では、幅広い研究分野を生かして公開講座を開催します。会員事業所の事業主、従業員の参加をお
願いします。
１．日時・内容
開催日時
テーマ
担当講師
申込受付期間
10 月 14 日（金）
新潟経営大学教授
10 月 3 日（月）〜
商店街活性化のためのマーケティング
15:00〜16:30
片上 洋 氏
10 月 7 日（金）
10 月 29 日（土）
新潟経営大学助教授
10 月 17 日（月）〜
浜崎あゆみ現象にみる青少年のこころ
10:00〜11:30
中島 純 氏
10 月 21 日（金）
12 月 14 日（水） 戦史から学ぶ企業経営の教訓
新潟経営大学助教授
12 月 1 日（木）〜
14:40〜16:10
―リーダーシップと組織
森岡孝文 氏
12 月 7 日（水）
２．定員：各７２名（先着順 定員になり次第締め切り） ３．受講料：無料 ４．会場：同大学
※お申し込み、お問い合わせは、新潟経営大学 TEL53‑3000 総務課まで。

定期健診のご案内〜受診料の一部を当商工会議所が補助します〜
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極め
て大切です。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・日時
実 施 機 関
健 診 日 時
(社)新 潟 県 健 康 管 理 協 会
９月１２日（月）８時３０分〜１１時３０分
TEL025‑283‑3939
１０月２８日（金）８時３０分〜１５時
詳しい内容、料金については、実施機関から資料をご送付いたします。当所または、実施機関までご連絡くださ
い。（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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年金・労務問題等の｢御社の悩み｣を即・解決！
・日時／場所
・内
容

随時（連絡を頂いた後、専門家と日程調整します）
各事業所における労務関係等に関する諸問題全般について
○労使関係トラブル
○就業規則の変更､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／堀川）まで。

大好評！！〜親切、丁寧、分かりやすい個別フリーレッスン制〜

加茂商工会議所パソコン教室只今募集中！
当所パソコン教室は、豊富な講座コースをそろえております。
フリーレッスン制ですので、自分のペースで無理なく修得できます。もちろんパソコン初体験の方でも、安心して
受講できます。是非この機会をお見逃し無く！
・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（全６回コース）
・定 員：１０名（先着順に受付となりますので、お早めにご予約ください）
・受講料：会員/８，０００円 一般/１０，０００円
・テキスト代：①〜⑦ ３,４６５円 ⑧〜⑨ ２,１００円
※当所雇用促進協議会にご加入いただいている事業所は、受講料を２回に限り補助します。

コース名

１−Ｄ

１−Ｅ

１−Ｆ

第１回

８／２２日（月）

９／ ５日（月）

９／２６日（月）

第２回

２４日（水）

７日（水）

２８日（水）

第３回

２６日（金）

９日（金）

３０日（金）

第４回

２９日（月）

１２日（月）

１０／３日（月）

第５回

３１日（水）

１４日（水）

５日（水）

第６回

９／２日（金）

１６日（金）

７日（金）

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
③ワード基礎コース
④ワード応用コース
⑤エクセル基礎コース
⑥エクセル応用コース
お
⑦ホームページ作成コース
⑧アクセス２０００コース（データベース）
⑨パワーポイントコース（プレゼンテーション）

２−Ｄ

２−Ｅ

１１／７日（月）

１１／２１日（月）

１２／５日（月）

２６日（水）

９日（水）

２４日（木）

７日（水）

１４日（金）

２８日（金）

１１日（金）

２５日（金）

９日（金）

第４回

１７日（月）

３１日（月）

１４日（月）

２８日（月）

１２日（月）

第５回

１９日（水）

１１／２日（水）

１６日（水）

３０日（水）

１４日（水）

第６回

２１日（金）

４日（金）

１８日（金）

１２／２日（金）

１６日（金）

コース名

２−A

２−Ｂ

第１回

１０／１１日（火）

１０／２４日（月）

第２回

１２日（水）

第３回

２−Ｃ

問い合わせ・お申込
みは、当商工会議所
TEL52‑1740 総 務
課（担当／近藤）ま
で。

商工会議所業務休業のお知らせ
８月１５日(月)から１６日(火)まで業務を休業させて頂きますので、よろしくお願いします。
当所自動車共済にご加入の方で万一事故が発生した場合は、共済本部の事故処理センターが２４時間体制で受け
付けていますので、ご連絡ください。

『関東自動車共済（協）本部事故処理センター』
ＴＥＬ ０１２０−１０４−６５０（フリーダイヤル）
4／４

