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 ～手続き簡単、当所職員が訪問します～ 

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 

２．１％（２／１３日現在、固定金利）  

※ 金利が上がる前に、今が借り時です。 

～ 秘 密 厳 守 （まずはお電話ください） ～ 
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

政府系国民生活金融公庫の融資制度です。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カ月以内のもの） 

（制度資金のため、税金を完納していることが条件です。） 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 
 

 

企業経営に役立つ インターネットホームページ のご紹介！ 
当所ホームページを是非ご覧になってみてください！ 

いよいよ所得税の確定申告受付が２月１５日から始まります。既に、決算書作成も終わり、申告書の作成にとり

かかる時期となりました。 

申告書作成そ支援するため、国税庁のホームページでは、確定申告書等作成コーナーを設置し、インターネット

に入力するだけで、所得税や消費税等の確定申告書、青色申告決算書・収支内訳書、贈与税の申告書の作成ができ

ます。是非、ご利用ください。また、当所ホームページからもご覧になれます。（加茂商工会議所ホームページアド

レス http://www.kamocci.or.jp／） 

◆確定申告作成コーナー（http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm） 

画面の案内にしたがって金額等を入力することにより所得税、消費税、贈与税の申告書

や青色申告決算書などを作成することができ、印刷すればそのまま税務署に提出すること

ができます。また、e-Tax 送信用データとして利用できます。 

※ 詳しくは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／桑原、難波、佐藤）まで。 
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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月１６日から３月１５日です～ 

平成１８年分の無料納税相談会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：３月５日(月)、３月６日（火）午前９時３０分～午後３時  

※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（担当／難波、明間）まで。  
 

取引を始める前に少しでも気になったら・・・～相手の業況、財務諸表、決算内容等～ 

企業情報検索サービスをご利用ください 

加茂商工会議所会員のみ特別
● ●

格安
● ●

料金
● ●

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です。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。 

※ お申し込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740 （担当／佐藤）まで。 

 

企業等ＯＢ人材活用事業をご利用ください！ 
１２名のアドバイザーが企業ＯＢの経験とノウハウであなたの経営を応援 

～秘密厳守・初回相談料無料～ 
技術支援・生産管理・製品開発・販売マーケティングなど、経営上の実務的な課題に登録されている企業等ＯＢ

人材が直接企業にお伺いして、現場で培ったノウハウを、具体的にアドバイスします。現在、大手製造業等を退職

されたＯＢを中心に１２名のアドバイザーが登録しています。 

ＯＢ人材アドバイザーの謝金は１日１万円が基準です。お気軽にご相談ください。 

ＵＲＬ http://www.kamocci.or.jp/objinzai/（アドバイザーの詳細・専門分野がご覧いただけます） 

※ お申し込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／佐藤）まで。 

 

労働保険のことなら何でもお任せください！ 事業主の負担大幅軽減 
   労災保険、雇用保険の手続きなどは、商工会議所にお任せください！  

労働保険事務でお困りの事業主の方に代わり、労働保険の事務処理を当商工会議所（労働保険事務組）が割安な

手数料で代行します。また、労働関係の制度改正、各種助成金のご案内など労務全般においても随時ご相談を承っ

ています。 
《事務委託された場合のメリット》 
①年度更新（労働保険の申告、納付）の手続きを代行します。②事業主の事務負担が軽減されます。 

③特別加入制度(事業主の労災加入)がご利用になれます 

④概算保険料が４０万円以上でないと分納できない保険料が３回に分けて分納できます！ 

⑤事務組合委託社会保険労務士による無料労務個別相談が随時受けられます。 

⑥法改正、制度改正等、労務関係の最新情報を随時配信します！ 

※ お申し込み・お問い合せは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／滝沢）まで。 
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安い費用（５,０００円）で、簡単にお店のインターネットホームページが開けます！ 

 会員企業情報発信サービス実施中 → 大好評です！ 
インターネットホームページの作成を検討中の事業所に、定型フォームにより安価な費用でホームページを作成

できる企業情報発信サービスを実施中です。 
掲載内容は、会社概要・特色・商品・技術力等の会社情報を「Ａ４版２ページ」以内で作成し、それぞれの企業

が１ページずつの独立したホームページを加茂商工会議所のホームページに掲載、企業情報を発信します。 
作成費用は５千円のみ。掲載内容を変更したい場合は、その都度変更することができます。 

※ お申し込み・お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／難波、廣田）まで。 
 

健康診断 受診料の補助制度（会員の特典）をご利用ください！ 
当商工会議所では、受診料の一部補助を行っていますので、この機会に、従業員全員受診されるようご案内しま

す。また人間ドックも、より受診しやすいよう、当所会員事業所を対象に 1 名につき２，０００円を補助し

ておりますので、詳しくは当商工会議所までお問い合わせください。 

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 

※ 詳しい内容、お問合せは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／滝沢）まで。 
 

人間ドックが→今なら￥２９,４００円で受診できます！！           
 (社)新潟県健康管理協会では、人間ドックキャンペーンを３月２４日まで実施中！です。 
加茂商工会議所会員事業所の事業主、従業員の方のみ通常４５,１５０円（税込）のところ、キャンペーン 
特別料金２９，４００円で受けられます。また、まとまった受診者の場合は、送迎サービスもありますので、

是非この機会にご利用ください。 
※ 詳しい内容、お問合せは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／佐藤、滝沢）まで。 
 
会議所会員事業所向け特典あり 

「Ｂフレッツ」「ひかり電話」導入相談の随時受付中！ 
 

 現在、「Ｂフレッツ」「ひかり電話」を利用できる地域は、西加茂地域が昨

年８月１日から、須田地域では今年２月１日から供用開始となりました。 
今後、ますます進展するＩＴ技術を企業経営にうまく取り入れ、効率化を

図ることが重要です。企業間の受発注システムの構築やＣＡＤなどデータの

送受信、電子入札など、企業におけるインターネット利用は必要不可欠とな

ってきます。 
当商工会議所では、ＮＴＴ東日本新潟支社の協力を得て「Ｂフレッツ」「ひかり電話」導入個別相

談を随時受付しております。 
 当所経由でお申し込みいただくと、当所会員特典としてインターネット接続環境設定が無料に、

また「Ｂフレッツ」導入と併せてＮＴＴ指定のビジネスホンやＦＡＸ機を購入される場合は、その機器に対し

て当所が助成いたしますので、割安（約半額）で購入いただけます。 
 この会員特典の範囲は、会員事業所並びに従業員までとさせていただきます。 
 是非、導入についてご検討いただき、お気軽にご相談ください。  
※ 詳しい内容、お問合せは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／難波、高畑）まで。 

 
 

実 施 機 関       健 診 日 時 （会場は、加茂市産業センターです） 
(社)新潟県労働衛生医学協会 

TEL025-370-1960       ３月１２日（月）  ９：３０～１１：３０ 
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各種セミナーのご案内 ～是非ご参加ください～ 

①企業防衛セミナー「企業のコンプライアンスと社会的責任」 

～相次ぐ大企業の不祥事と企業崩壊…いま企業内の常識が危ない！～ 

近年、会社の不祥事報道が次々と報道され、

長年培ってきた信用や財産などを一瞬で失う

ケースや、企業内で常識となっていることが、

実は社会的常識とかけ離れていたというケー

スが多く見られます。 

今後、中小企業もコンプライアンス（法令遵

守）・社会的責任（ＳＲＣ）のどのように取り

組んでいるかを社会から問われる時代となっ

てきます。企業防衛の一環として、このセミ

ナーにぜひ奮ってご参加ください。 

 

 

②経営セミナー「強い会社の決算セミナー ～キャッシュフロー経営のお勧め PART2」 

 会社にとっての決算時ポイントを分かり易

く解説し、キャッシュフロー経営がいかに大切

なものなのかを専門の講師より講演いただき

ます。 

 

 

 

 

③商業活性化セミナー失われた「売り上げ」を探せ！ 

～あなたの商売が「儲からない」原因がここにある!～ 
商業・サービス業は、まだまだ「厳しい時代」が続いており、

大型店等の影響などから全国的にも衰退しています。しかし、こ

のような時代でも「誰にでもカンタンに実践できること」で大き

な成果をあげている方々は、地方も町のふとん屋さんだったり、

若い女性たちで奮闘する化粧品販売業だったり、親子で経営して

いるお米屋さんだったりします。 

当商工会議所では、日本経済新聞社・日経ＭＪ人気連載コラム

ニストでオラクルひと・しくみ研究所代表、日本感性工学会理事

の小阪裕司氏を講師に迎え、商売繁盛のしくみづくりをご講演い

ただきます。 

必ず商売の世界が今までと違って見え、聞こえ、感じますので、この機会に、是非ご参加ください。 

 

※ お問い合わせ・お申込みは、当商工会議所 TEL52-1740（担当/佐藤）まで。 

セミナー申込書 
加茂商工会議所 企業支援部門（FAX52-4100）佐藤行き 

住  所 
 

 
TEL  FAX  

事業所名 
 

 
受講者名   受講者名  

①企業防衛セミナー(２/１６) 

→  出席します 

②経営セミナー(３/６) 

→  出席します 

③商業活性化セミナー(３/７) 

   →  出席します 

◆日 時 ３月７日（水） 

午後３時～５時 

◆場 所 商工会議所 会議室 

◆講 師 オラクルひと・しくみ研究所 

代表 小阪裕司 氏 

◆受講料 １人１，０００円 

◆日 時：２月１６日（金） 

午後１時３０分～３時 
◆会 場：加茂商工会議所会議室 

◆講 師：平河町総合法律事務所・人権擁護委員 

 弁護士 木ノ内 建造 氏  

◆内 容：企業のコンプライアンスと社会的責任 

～相次ぐ大企業の不祥事と企業崩壊… 

 いま企業内の常識が危ない！～

◆日 時：３月６日（火）１３：３０～１５：３０

◆会 場：リサーチコア７階 

◆講 師：税理士 井上 得四郎 氏  

◆受講料：無料 


