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工場・事務所・倉庫・店舗の建築は
おまかせください！

コスモ建設㈱

システム建築により自由設計、
ローコスト・短工期を実現！

〒950-0983　　　
新潟県新潟市中央区神道寺2-2-25

TEL025-245-7111　FAX025-245-7119
メールアドレス：info@cosmo-k-co.com

で検索
※㈱住金システム建築
　の施工会員です。

インターネットセミナー・オンデマンド
400タイトル以上のセミナーを配信中！

会員に限り、24時間・無料でご覧いただけます!!
●セミナーは受けたいけど時間が取れない方
●遠くまで出かけずに近くでセミナーを受けたい方
●継続的に社員研修ができるシステムが欲しい方
【『インターネットセミナー・オンデマンド』とは…】　
◆�インターネット環境があれば、いつでも、どこでも、
何回でも24時間都合の良い時に受講ができます。
◆�400タイトル以上がフリー（当所で厳選）。また、新し
いテーマを追加していきます。
◆�人材育成、経営、税務・経理、経済、健康、文化など
のコンテンツを配信し、社員研修や個人の能力開発な
ど企業の経営力向上を支援します。
◆�プロジェクターやモニターを利用することによって、
グループ学習にも活用できます。
◆�同じログインＩＤ・パスワードで同時に何人でも受講
できます。

【インターネットセミナーご利用手順】　
①�当所ホームページ（http://www.niigata-cci.or.jp)から
ご覧いただけます。
②�新潟商工会議所ホームページ�■動画コーナーの「イン
ターネットセミナー」からお入りください。
③�ページ右上の「ログインはこちら」をクリックし、「ロ
グインＩＤ」「パスワード」を入力してください。
※�「ログインＩＤ」「パスワード」がご不明な場合は、下
記までご連絡ください。

　ぜひ『インターネットセミナー・オンデマンド』をご活用
ください。詳細は会報に同封のチラシをご覧ください。
　◇お問合せ先：経営相談課　TEL�290-4411

経営状態の変化に早く気付くために
「ローカルベンチマーク」の活用を！

　ローカルベンチマークは、経済産業省が作成した「企
業の健康診断ツール」です。経営者や金融機関・商工
会議所などが、企業の状態を把握し、双方が同じ目線
で対話を行うための基本的な枠組みであり、事業性評
価の「入口」として活用されることが期待されています。
　具体的な使い方は、指定されたフォーマット（ダウ
ンロードしたExcel形式のファイル）に、各データを入
力するだけです。特に６つの指標からなる「財務情報」
は、入力する項目も少なくチャートで表示されるため、
視覚的に見やすくなっています。自社の経営状況を業
界平均と照らし合わせ、下回っている指標を改善する
対策を早期に打ち出すといった活用ができます。他に、
４つの視点からなる「非財務情報」もあります。
　このような診断ツールを利用することで、経営状態
の変化に早めに気付き、自社の問題点の解決方法を考
え行動することが大切です。ローカルベンチマークを
活用しながら経営改善に取組みましょう。
　◇お問合せ先：中小企業振興部　TEL�290-4411

【ダウンロードは⇒経済産業省サイト】
「ローカルベンチマーク」（通称：ロカベン）から

育児介護休業法、男女雇用機会均等法が改正されます！
　平成29年1月1日から妊娠・出産・育児期や家族の介
護が必要な時期に、男女ともに離職することなく働き
続けることができるよう、育児・介護休業法及び男女
雇用機会均等法が改正されます。
・介護休業の分割取得が可能になります。
・�介護のための所定労働時間の短縮措置について、介護
休業とは別に利用開始から3年の間に２回以上の利用
が可能になります。

・�介護の必要がなくなるまで、対象家族１人につき、所
定外労働の免除が受けられます。
・有期契約労働者の育児休業の取得要件が緩和されます。
・�妊娠、出産、育児休業、介護休業等を理由とする不利
益取り扱いの禁止と防止措置が事業主に義務付けられ
ます。ほか
◇お問合せ先
　　新潟労働局雇用環境・均等室　☎025-288-3511

優れたリーダーの条件とは？
中 堅 ・ リ ー ダ ー 研 修 を 開 催

　主任、係長クラスに求められる役割を見極める！�
�リーダーにとしての仕事術を学ぶ。
　　・日　時：11月22日（火）13：30～17：00
　　・会　場：朱鷺メッセ３階 中会議室301
　　・定　員：70名
　　・受講料：会員2,000円、非会員5,000円
　　・講　師：㈱Smart Presen

代表取締役　新名 史典　氏　
　　・講義内容：
　　　●他者を活かすリーダーシップ
　　　●リーダーに必要な能力とは
　　　● チームで仕事をするということはどう　

いうことか？　など
　◇お問合せ先：経営相談課　TEL�290-4411



早期景気
観測調査
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平成27年
10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

平成28年
10月

 売　上 ▲ 2.9 ▲14.0 ▲ 6.7 ▲ 8.7 ▲11.8 ▲ 2.9 2.0 ▲19.4 ▲18.8 ▲21.0 ▲20.0 ▲ 9.3 ▲14.1
 採　算 ▲ 3.9 ▲ 8.6 ▲ 9.6 ▲14.1 ▲16.1 ▲11.8 ▲ 7.1 ▲24.7 ▲18.8 ▲24.8 ▲19.0 ▲17.5 ▲27.2
 業　況 ▲13.5 ▲19.4 ▲14.4 ▲22.8 ▲15.1 ▲14.7 ▲ 8.1 ▲18.3 ▲22.8 ▲17.1 ▲28.4 ▲19.6 ▲19.6
 仕入単価 ▲34.6 ▲19.4 ▲16.4 ▲12.0 ▲14.0 ▲19.6 ▲15.2 ▲18.3 ▲24.8 ▲15.2 ▲16.8 ▲12.4 ▲13.0
 従業員 23.1 15.1 21.2 19.6 19.4 16.7 17.2 10.8 18.8 9.5 16.8 12.4 14.1

【10月の概要】
　９月に比べると、従業員ＤＩはプラス幅が増加したが、売上ＤＩ、採算ＤＩ、仕入ＤＩは共に、マイナ
ス幅が増加し、業況ＤＩは変動がなかった。前月比較で、売上ＤＩ、採算ＤＩの悪化が目立っており、建
設業では公共工事の減少、小売業でも売上不振との声が聞かれ、景況は低迷状態のままとなっている。
　先行きについては、９月に比べ、売上ＤＩはプラスからマイナスに転じ、採算ＤＩも０からマイナスとなっ
た。仕入単価ＤＩ、業況ＤＩも共にマイナス幅が増加し、従業員ＤＩもプラス幅が若干減少しており先行
き不透明で、改善の期待感が薄れてきている。

建
設
業

総合建設 公共工事の減少により県内建設業界の経営は厳しい。

塗装工事 市内での公共・民間工事とも工事量が少ない。慢性的に先行き不透明である。

製
造
業

鉄工 新規物件の動きが鈍いために先行き不安から市況は下落傾向となっている。来春以降の案件の見通しが不透明。

機械部品 業況は前年比で改善しているが、力強さはない。

卸
売
業

日用品 売上が上がる要因は無いが季節品の動き有り。

機械器具 公共工事が減少しているせいか通常流れている商品の流れが悪くなっている。民間の設備投資で何とか前年なみの業績
を確保している。

小
売
業

スーパー 平均気温高めの推移や台風の影響で、生鮮品売上が不安定であった。

家具 小売需要動向が悪化して、売上が低迷している。

サ
ー
ビ
ス

飲食 秋も深まり宴会、披露宴も前年同様に増えてきた。但し例年に比べ勢いがない。

不動産賃貸 今月はやたら空き店舗が増え、特に古町地区は大変である。

【業界から寄せられた主なコメント】

景気動向（前年同月比）全産業DI値
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【全産業平均DI】　※DI（景況判断指数）＝（良い割合）－（悪い割合）
　全産業の前年同月比では、９月に比べ従業員ＤＩが、1.7ポイントプラス幅が増加したものの、売上ＤＩは4.8ポイント、採算ＤＩ
は9.7ポイント、仕入単価ＤＩは0.6ポイントとそれぞれマイナス幅が増加した。業況ＤＩはマイナス19.6ポイントで変動がなかった。
全産業平均DI－向こう３か月間の先行き見通し

売上（受注・出荷） 採　　算 仕入単価 従業員 業　　況
9月 　 7.2 　 0.0 ▲13.4 18.6 ▲ 6.2
10月 ▲ 1.1 ▲ 5.4 ▲22.8 17.4 ▲ 7.6

　先行きは、売上ＤＩがプラスからマイナス1.1ポイントに転じ、採算ＤＩも０からマイナス5.4ポイントとなった。仕入単価
ＤＩは9.4ポイント、業況ＤＩは1.4ポイントマイナス幅が増加し、従業員ＤＩは1.2ポイントプラス幅が減少した。

景気の き動


