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ＵＲＬ http://www.kamocci.or.jp/ 

 

◆借入限度額 １,０００万円以内 
◆返 済 期 間 運転資金５年、設備資金７年以内 

 
小規模事業者経営改善資金は、事業所の経営改善を図るための無担保・無保証人、低利の国の政策的な融資制度

です。経営改善をお考えの方はどうぞお気軽にご相談ください。 

 ●融資限度額  １，０００万円以内 

 ●利率  年２.１５％（１１月１９日現在、固定金利） 

 ●ご利用いただける方 商業・サービス業…従業員５人以下 製造業・その他…従業員数２０人以下 

 ●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。） 

 ●金融相談日のご案内 

 １）日本政策金融公庫相談会  ▼日時 １２月 ９日（火）１０：００～１２：００ 

 ２）県信用保証協会相談会   ▼日時 １２月１０日（水）１０：００～１２：００ 

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

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
原材料価格の高騰により経営環境が悪化し、必要事業資金の円滑な調達に支障を来たしている中小企業に対し、

事業資金を供給するため、新潟県信用保証協会では緊急保証制度の取り扱いを開始しました。 
 ●保証限度額 ２億８千万円以内（一般保証とは別枠） 

 ●保証割合  １００％（通常は８０％） 

 ●対象条件  最近３ヶ月の平均売上または総利益率が前年に比べ３％以上減少していること 

 ●対象業種 原材料価格高騰により経営環境が悪化している５４５の指定業種（各種製造業・建設業・小売業・

飲食店等、ほとんどが対象業種） 

●保証期間  １０年以内 

●保証料率  ０．８％ 

●貸付金利  金融機関の所定利率 

●保証要件  最近３ケ月の平均売上げが前年同期比３％以上減少している中小企業 

●その他   市町村の認定書が必要 

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

ＮＯ．１８７／Ｈ２０．１１．１９発行 

 

 

発行責任者 専務理事 宮崎 亘 

加茂市幸町 2-2-4 TEL:52-1740 FAX:52-4100 

URL ｈｔｔｐ://www.kamocci.or.jp/ 

E-mail info@kamocci.or.jp(代表) 

１０月３１日～取り扱い開始！ 

原材料価格高騰に伴う緊急保証制度のご案内 
～指定業種拡大（全業種の３分の２）・別枠保証で責任共有制度の対象外、

信用保証協会の１００％保証となります！！～
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 青色申告をされる個人事業主の方への青色申告決算書の発送は、毎年１１月下旬頃に発送されておりましたが、

今年分（平成２０年分）から、翌年１月頃発送される所得税の確定申告書に同封されることになりました。 
 なお、当商工会議所・加茂青色申告会共催により毎年開催している「青色申告決算等説明会」を次のとおり開催

します。決算書の作成方法や注意点など説明会で使用する資料は、当日会場で配布いたします。必ず、ご参加くだ

さい。 
【青色申告決算等説明会】 
・期日 １２月１日（月）１３：３０～ ・場所 加茂商工会議所会議室 
※ お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740 （担当／難波、明間）まで。 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

■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５００円きざみで自由に掛金が設定できます。 

・ 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・無保証人です。 

・ 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１，０００円きざみで自由に掛金が設定でき、総額３２０

万円まで積み立てできます。 

・ 業種、資本金、従業員数等により加入資格要件がございますので、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 TEL 52-1740 （担当／佐藤、山本）まで。 

青色申告をされる個人事業主の皆様へ 
青色申告書類は、所得税の確定申告書に同封されます

抜群の節税効果と貯蓄性  

小規模企業共済・中小企業倒産防止共済 
【事業主の退職金積立共済】 ・ 【取引先倒産時の緊急貸付共済】 
～主な共済のメリット～ 

○掛金全額所得控除・損金算入 ○掛金年払い可能 ○途中での掛金増減額変更可能 

 ○法律に基づく国の共済制度で安心 ｅｔｃ  
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当商工会議所では、会員事業所の皆様が抱えている経営に関するお悩みや課題を解決するため、様々な相談に応

じています。必要に応じて中小企業診断士等専門家が直接企業へ訪問し、強力に経営支援を行います。ぜひ、ご活

用ください。 

・経営力の向上を図りたい ・事業承継を円滑に行いたい ・赤字経営から脱却したい 

・財務を分析してほしい ・経営方針のアドバイス 等々 （費用は一切かかりません） 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 平成２０年３月から「労働契約法」が施行されたことを受け、中小企業における個別労使紛争の防止と望ましい

労働契約のあり方について社会保険労務士がわかりやすく説明します。この機会に是非お申込み下さい。 

 ○日時：１２月１１日（木）１３：３０～１６：００ 

 ○会場：新潟県県央地域地場産業振興センター（三条市須頃１－１７） 

○講師：社会保険労務士（新潟県社会保険労務士会会員）、労働基準監督官（新潟労働局） 

○受講料： 無料 ○参加対象者：経営者、人事・労務管理担当者等  

○定員：１００名 

※ お問い合わせ・お申込みは、新潟県社会保険労務士会（TEL025－265-9295）まで。 

 

 

 

 

 

 

 

「ホームページで企業ＰＲをしたいが、どうすればよいか分からない」など、“はじめの一歩”として当商工会議所

「ホームページ作成サービス」をご利用ください。会社概要・特色・商品・技術力等の企業情報を「Ａ４版２ペー

ジ」以内で作成し、当所ホームページに掲載、発信します。作成費用５，０００円（税別）。掲載内容の変更は、そ

の都度変更可能です。お問い合わせは、当商工会議所 TEL 52-1740（担当／難波、廣田）まで。 
 
 

 
 当所では平常業務時間のほか、夜間及び日曜日、祝祭日でも午後９時３０分まで各会議室を貸出ししております。

各種会議、講習会、あるいは面接会場や打ち合わせなどに最適ですのでぜひご利用下さい。 
 
◆２階会議室基本料金（税込み） ※会員事業所が利用する場合は１０％割引！ 

午前 午後 夜間 午前～午後 午後～夜間 午前～夜間 
施設 広さ 9:00 - 12:00 12:00 - 17:00 17:00 - 21:30 9:00 - 17:00 13:00 - 21:30 9:00 - 21:30 

会議室 130 ㎡ 4,000 円 5,000 円 5,000 円 8,000 円 9,000 円 12,000 円 
研修室 42 ㎡ 2,500 円 3,000 円 3,000 円 4,500 円 5,000 円 6,500 円 
パソコン教室 42 ㎡ 2,500 円 3,000 円 4,500 円 4,500 円 5,000 円 6,500 円 
※冷暖房不要の場合はさらに１０％引きでご利用いただけます。 
※営利を目的に会場を使用する場合は、上記料金に３０％加算されます。 
※ 詳しくは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／廣田）まで。 

 

バリバリ働ける職場の環境を！ 【新潟県社労士会主催：人事労務セミナー】 

ご存知ですか！？「労働契約のルール」 
～人事労務管理のトラブル解消！望ましい労働契約とは…？～ 

経営の専門家（中小企業診断士等）が無料でお伺

いします！～何とかします！まずは商工会議所にご相談ください！～ 

ＨＰを作りたいけど、自分ではちょっと無理かなぁ？と思っているなら！ 

加茂商工会議所ＨＰから企業情報発信・サービスのご案内 
～費用５,０００円、手書き原稿と写真だけでＨＰが作れます～ 
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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活用ください 

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企業情報検索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。 

３．企業相関図調査（新サービス開始！） 

料金設定 … １件 1,500 円（実費）取引先評点表示（追加） 500 円 

    ◎調査企業の販売先、仕入先、株主、出資先が分かります。しかも取引企業（販売先、仕入先）の評点も

表示可能です（追加料金が必要です）。取引先がどんなレベルの企業と取引をしているかを知るだけでも

与信チェックが可能です。 

 【イメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 大 きな安 心 ！  

安 い 掛 金 で  

 
 

当商工会議所では、安い掛金で幅広い保障をお約束する「ゆきつばき生命共済」を取り扱っています。ぜひ、ご

利用ください。 
《制度の特色》････（月額１口８００円～４口３，２００円までご加入できます。） 
① 現在、健康な事業主、従業員、主婦、子供等満１５歳以上６５歳未満の方ならどなたでもご加入できます。 

② 病気、災害による死亡から、不慮の事故による入院まで業務上・業務外を問わず常に保障されます。 

③ 事業主が従業員のために負担する掛け金は、全額損金または必要経費に算入できます。 

④ 1 年更新で医師の審査は必要ありません。 

⑤ 見舞金制度等が充実しています。⑥１年間の決算で事故、死亡が少ない場合は、剰余金を返戻します。 

◇◇２口ご加入の場合（月額掛金:１，６００円）◇◇ 
給付内容 給付金額 

不慮の事故による死亡 ５００万円 

ガンによる死亡 ２００万円 死亡 

ガン以外の病気による死亡 １００万円 

入院 不慮の事故による入院（５日以上、６０日限度） １日につき４，０００円 

事故通院見舞金(５日以上１人、年２回限度） １０，０００円 
見舞金 

病気入院見舞金(５日以上１人、年２回限度） １０，０００円 

※お問い合せは、当商工会議所 TEL52-1740（担当／本間）まで。 

株主 

Ｅ社 

仕入先 

Ｃ社（52 点） 

Ｄ社（40 点） 

販売先 

Ａ社（59 点） 

Ｂ社（48 点） 

出資先 

Ｆ社 

調査企業 

 調査企業の相関図が簡単に把握

できます。与信のチェックはもと

よりライバル企業の仕入先や販売

先を把握することにより新たな仕

入先の開拓や販売先の開拓など幅

広い使い方が可能です。 


