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◆就業規則・諸規則の作成・改正
◆社会保険・労働保険等の手続
◆コンプライアンス・個人情報保護・マイナンバー対応
◆労災保険特別加入（事業主・役員・一人親方）

〒950-0982 新潟市中央区堀之内南2-19-14 和合ビル2F（駐車場多数完備）

労働保険事務組合　企業経営支援研究会
一人親方団体　新潟建設建築技能者組合

西山経営労務事務所
社会保険労務士法人

ご相談ください！

TEL025-256-8373  FAX025-256-8374 西山経営労務 検 索

Ｉ  Ｔ  を  上  手  に  利  活  用
～「ヒト」を活かす経営を目指そう～

　中小企業・小規模事業者の皆様を対象に、「にっぽん全国IT経営
力強化塾（通称：プラスITセミナー）」を5月18日（木）に開催します。
　経営資源と資産の効果的・効率的な活用を展開していく時に、
ITやIoTが効果的なツールであることはわかっているが、どう取
り組むべきかわからないと感じている方もいらっしゃると思います。
　事業者の皆さん独自のIT利活用の展開が事業の成果につなが
り、とりわけ「ヒト」の能力発揮を引き出す仕組み作りがポイン
トとなります。
◆�そもそも経営や業務のどの部分にITを導入すれば当社は生産
性が向上するのか？

◆導入したいツールはあるが、人材や資金面で進まない。
◆ITは苦手、わからないから諦めている。
　多くの小規模・中小企業者が経営課題と認識しているIT利活
用に向け、セミナーやテーマ別ワークショップ、ミニ展示会等３
回シリーズで開催します。上記のようなことでお悩みの方は、是
非ともご参加ください。詳しくは当所HPをご覧いただくか、下
記迄お問い合わせください。
　【担当：広域経営支援センター（TEL 290-4411）】

中小企業等経営強化法の制度
が拡充されました

　中小企業を取り巻く経営環境が厳しさを
増している中、顧客データの分析を通じた
商品・サービスの見直し、ITを活用した
財務管理の高度化、人材育成等により経営
力を向上する事業計画（経営力向上計画）
を作成し、国の認定を受けた事業者は、税
制の特例措置を受けることができます。
　中小企業の設備投資を後押しするため、
固定資産税を３年間、半分に減免する対象
が、機械だけでなく、業務用冷蔵庫、サー
バー、空調設備、高圧受電設備等に拡充さ
れました。
　機械・装置に加え器具備品・建物付属設
備も対象となったことにより、製造業だけ
でなくサービス業も含め、幅広く中小企業
が支援されるようになりました。
お問合せ：中小企業振興部 TEL 290-4411

情報セキュリティに細心の注意を　顧客を守り、会社を守る‼
　今月後半にゴールデンウィークを控え、まとまった休暇を取る機会が増えます。しかし、長期休暇の時期に
はサイバー攻撃が増加する傾向にあり、特にメール文中のURLのクリックを促す標的型攻撃メールの増加が
予想されますので、十分な対策と注意が必要となります。
１． 疑わしいメールの削除の徹底：公的機関や企業を装ったコンピュータウイルス付きメールという手法が増

えています。こういったウイルス付きメールの場合、件名が記載されていない、送信者とメールの内容が
合わない、不必要に添付ファイルを開かせようとするなど何らかの異常な兆候があります。送信元や内容
が不明なメールが送信されてきた場合は、決して開封することなく確実に削除する、特に、添付ファイル
の開封やメール本文にあるURLのクリックは、絶対に行わないよう徹底してください。

２． セキュリティ対策のないUSBメモリ等の使用禁止：ウイルスの感染経路として、メールの他にもUSBメ
モリ（外部記憶装置）等にウイルスを仕込むという手法があります。リスクを低減させるために原則として、
セキュリティ対策がなされていないUSBは使用しないでください。

３． 業務用データの持ち出し・自宅の個人用パソコンでの作業の禁止：最近のサイバー攻撃は、企業の従業員
を直接のターゲットにするものが増えており、従業員の自宅のパソコンのメールアドレスもターゲットに
なります。このため、業務用データを持ち出し、自宅の個人用パソコンで作業をしている時にメールアド
レスがサイバー攻撃のターゲットになった場合、個人用のパソコンが乗っ取られ、業務用データを盗まれ
てしまうことも想定されます。改めて業務用データの持ち出しの管理を徹底してください。

４． 個人情報の管理の徹底と確認：個人情報などを含む機密性の高いデータについては、ファイル自体にパス
ワードを施す、アクセス制限をかけたフォルダ等に収納しているかを改めて確認し、徹底してください。

５． パソコン等のウイルス感染等が発生した場合の対処方法の確認：事前に社内ルールを取決め、被害を最小
限に抑えるよう準備をしてください。情報セキュリティの強化について、独立行政法人情報処理推進機構
（IPA）で、随時、情報を公開しています。ウィルス感染や不正メールについて、「情報セキュリティ安心
相談窓口」も設置されています。

ご存じですか？
会社の株を後継者に一括で渡しても
　　社長を辞めなくても良い
　　贈与税がかからない
　　後戻りができる
  新しい　方法を。詳しくは、
　新潟市東区中島 2-1-31
　電話　025-384-0306

新潟県司法書士会所属
川嵜　一夫

自社株信託 .com 検索



早期景気
観測調査
新潟商工会議所管内
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平成28年
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

平成29年
3月

 売　上 ▲2.9 2.0 ▲19.4 ▲18.8 ▲21.0 ▲20.0 ▲ 9.3 ▲14.1 ▲17.2 4.3 ▲ 7.5 ▲12.6 ▲ 1.1
 採　算 ▲11.8 ▲ 7.1 ▲24.7 ▲18.8 ▲24.8 ▲19.0 ▲17.5 ▲27.2 ▲14.0 ▲ 5.4 ▲12.9 ▲16.8 9.0
 業　況 ▲14.7 ▲ 8.1 ▲18.3 ▲22.8 ▲17.1 ▲28.4 ▲19.6 ▲19.6 ▲14.0 ▲ 9.7 ▲11.8 ▲17.9 ▲ 5.6
 仕入単価 ▲19.6 ▲15.2 ▲18.3 ▲24.8 ▲15.2 ▲16.8 ▲12.4 ▲13.0 ▲24.7 ▲21.5 ▲23.7 ▲29.5 ▲27.0
 従業員 16.7 17.2 10.8 18.8 9.5 16.8 12.4 14.1 19.4 14.0 20.4 17.9 16.9

【３月の概要】
　２月に比べると、採算ＤＩはマイナスからプラスに転じ、売上ＤＩ、業況ＤＩ、仕入単価ＤＩもそれぞれマイ
ナス幅が減少している。従業員ＤＩのプラス幅はやや減少した。全般的には景況の改善傾向を示しており、製造
業やサービス業の一部では業況は順調との声が聞かれる一方、小売業、卸売業では売上は低調と、業種によって
景況感の違いがでている。
　先行きについては、２月に比べ、採算ＤＩがマイナスからプラスに転じたが、売上ＤＩ、従業員ＤＩともプラ
ス幅が減少し、仕入単価ＤＩ、業況ＤＩもマイナス幅がやや増加するなど、慎重な見通しとなっている。

建
設
業

電機 昨年、一昨年と業績が良かったので、それに比べると少し悪化している。

塗装工事 民間及び公共工事が少ない。業況は５月以降の大型工事で良くなる予定。
製
造
業

機械 補正予算による発注が増加している

食料品 消費者の買い控えなどによる消費低迷のため、販売競争の激化が懸念される。
卸
売
業

日用品 メーカーは人手不足で生産量が減少。売れ筋商品が手に入らず、問屋は苦戦している。

洋紙 仕入はメーカーから値上げの案内が来ており、値上げによる売上減少の見込み。
小
売
業

日用品・家具 売上停滞・経費増に対して、改善を進めているがなかなか、予定通りには行かない。

サ
ー
ビ
ス

ホテル インバウンドの受注がまだ安定してなく、宿泊売り上げが低調。宴席及び婚礼宴会がまだ冬の季節感があり低調。

タクシー 前年と比べると車の稼働率が少し上がり、売上が増加。前月、翌月と同じくらいの稼働率になると思われ、今後３カ月
は変わらない。

不動産 雪解けで新潟にも土地売買の勢いが出てきた。

【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）
　採算ＤＩはマイナスからプラス9.0ポイントに転じ、売上ＤＩは11.5ポイント、業況ＤＩは12.3ポイント、仕入単価ＤＩは2.5
ポイントそれぞれマイナス幅が減少した。従業員ＤＩは1.0ポイントプラス幅が減少した。
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
2月 5.3 ▲ 7.4 ▲25.3 24.2 ▲ 2.1
3月 1.1 　 1.1 ▲27.0 23.6 ▲ 3.4

　先行きは、採算ＤＩがマイナスからプラス1.1ポイントに転じたものの、売上ＤＩは4.2ポイント、従業員ＤＩは0.6ポイント
プラス幅が減少し、仕入単価ＤＩは1.7ポイント、業況ＤＩは1.3ポイントそれぞれマイナス幅が増加した。

新潟支社　新潟営業所　〒950-0078　新潟県新潟市中央区万代島 5-1 万代島ビルディング 10F　TEL 025-243-0048

景気の き動


