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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

　小規模事業者経営改善資金制度
（マル経融資制度）は、経営改善を図
ろうとする小規模事業者（従業員
20人以下、商業･サービス業は５人
以下）の方々をバックアップするた
め、新潟商工会議所の推薦により、
無担保・保証人不要で日本政策金融
公庫の融資を受けられる公的融資
制度です。

※�ご利用にあたっては、融資条件等からご要望に沿
えない場合があります。

　お問合わせは経営相談課まで（☎290-4411）

経営課題解決に専門家の活用を！
（エキスパート・バンク）

　小規模事業者の皆様の経営課題解決に技術士や
中小企業診断士、税理士、弁護士、ＩＴコーディ
ネーターなどの各専門家が、実際に事業所にお伺
いして相談を受けます。
　相談は無料、秘密厳守です。販売促進、生産性
向上、ＳＮＳを活用した情報発信、特許取得の留
意点など経営に係わる相談に対応いたします。
　お問合せ：広域経営支援センター（☎290-4411）

【無担保・無保証】

貸付利率

1.11％
（６月２日現在）

事業資金にマル経融資を
活用しませんか？

『事業承継』　まだ先のことと思っていませんか！取り組むのは今からです。
　当所では、小規模事業者の現状や求める支援内容、事業承継の考え方などの把握と積極的な支援を目的に小規模事
業者実態調査（平成28年）を実施しました。事業承継についての結果は以下のとおりです。

【事業承継についての考え】

回答数 ぜひ事業承継
したい

できれば事業
承継したい

事業承継
はしない 未定

全体
1,697�件 474�件 437�件 318�件 468�件
100�% 27.9�% 25.8�% 18.7�% 27.6�%

【事業承継に対する課題】（複数回答、回答数1,463件）� 【後継者に必要だと思うことは】（複数回答、回答数1,463件）

　事業承継に対しては半数以上が承継したいと回答しており、課題として事業の将来性や後継者の選定・育成に関するこ
とが多く寄せられました。また後継者に必要なこととして、専門知識・技術に加え、決断力・実行力などの資質向上が重
視されています。当所では、以下の事業承継支援セミナーの他、新潟県弁護士会や事業引継ぎ支援センター等と連携し、
個別相談会などの各種支援事業を実施する予定です。また、後継者の教育・育成も重要な課題であることから「後継者塾」
なども開催する予定です。どうぞご活用ください。
　※事業承継支援セミナーを開催します。
　　日時：平成29年７月６日（木）18時～　会場：新潟商工会議所 大会議室　受講料：500円（１名、税込）
　　テーマ： 「経営者が知っておきたい事業承継トラブル回避術」について（仮題）お問合わせ：経営相談課（☎290-4411）

自社株など個人資産の取り扱い

取引先との信頼関係の維持

役員や従業員との信頼関係の維持

経理や会計に関する知識・理解



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
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

平成29年
5月

 売　上 ▲19.4 ▲18.8 ▲21.0 ▲20.0 ▲ 9.3 ▲14.1 ▲17.2 4.3 ▲ 7.5 ▲12.6 ▲ 1.1 ▲ 4.4 ▲ 9.6
 採　算 ▲24.7 ▲18.8 ▲24.8 ▲19.0 ▲17.5 ▲27.2 ▲14.0 ▲ 5.4 ▲12.9 ▲16.8 9.0 ▲ 8.7 ▲14.9
 業　況 ▲18.3 ▲22.8 ▲17.1 ▲28.4 ▲19.6 ▲19.6 ▲14.0 ▲ 9.7 ▲11.8 ▲17.9 ▲ 5.6 ▲14.1 ▲13.8
 仕入単価 ▲18.3 ▲24.8 ▲15.2 ▲16.8 ▲12.4 ▲13.0 ▲24.7 ▲21.5 ▲23.7 ▲29.5 ▲27.0 ▲31.5 ▲39.4
 従業員 10.8 18.8 9.5 16.8 12.4 14.1 19.4 14.0 20.4 17.9 16.9 16.3 21.3

【５月の概要】
　４月に比べると、売上DI、採算DI、仕入単価DIは、それぞれマイナス幅が増加した。一方、業況DIのマ
イナス幅はやや減少し、従業員DIはプラス幅が増加している。小売業・卸売業は、個人消費の低迷から依
然として低調との声が聞かれ、建設業でも景況感は厳しいとの声が聞かれており、なかなか景況回復の兆
しが見えて来ない状況となっている。先行きについては、４月に比べ、従業員DIはプラス幅が増加して、
人手不足感が続き、売上DIは変動がなく、横這いの見通し。仕入単価DIのマイナス幅はやや減少している
ものの、採算DI、業況DIはマイナス幅が増加しており、先行きは依然として不透明。

建
設
業

設備工事 県内市場の冷え込みは厳しい。有資格者(技術者)の不足により人件費が高騰している。

総合建設 29年度公共事業予算執行が始まるが同業他社と同じく景気状態は相変わらず低迷している。民間工事も発注物件は少な
く建設業の景気回復は不透明。

製
造
業

菓子 婚礼、葬儀などの式菓子関連が激減している。

鉄工 県内における建設需要は勢いに欠けるが、首都圏は旺盛で2020年以降も大型再開発の計画が見込まれており、一時的な
稼働率低下による焦りはない。

卸
売
業

青果・食料品 昨年よりも不況感が強い。仕入価格は上昇し、経費は増大、売上は横這いである。

日用品 食器に対し消費者の購買意欲は低調のままである。
小
売
業

家具 売上・収益共に、厳しい状態が継続している。

サ
ー
ビ
ス

クリーニング 現在の業況は業界全体で６年前の震災時より悪化しており、不況は改善されないどころか悪化の一途をたどっていると
しか思えない状態である。

ソフトウェア ソフトウェア開発で人手不足感はあるが、先行きは不透明。

ビル管理 パート従業員の不足が深刻である。

【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）
　売上DIは5.2ポイント、採算DIは6.2ポイント、仕入単価DIは7.9ポイントそれぞれマイナス幅が増加した。業況DIは0.3ポイ
ントマイナス幅が減少し、従業員DIは5.0ポイントプラス幅が増加した。
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
4月 1.1 ▲ 3.3 ▲34.8 16.3 ▲ 2.2
5月 1.1 ▲ 8.5 ▲33.0 21.3 ▲ 8.5

　先行きは、従業員DIは5.0ポイントプラス幅が増加し、売上DIはプラス1.1ポイントで変動なし。仕入単価DIは1.8ポイントマ
イナス幅が減少した。採算DIは5.2ポイント、業況DIは6.3ポイントマイナス幅が増加した。

新潟市中央区西堀通6-878-1 西堀７番館ビル３Ｆ
電話（025）201-6113　http://www.nipy.jp

公益財団法人
新潟市勤労者福祉サービスセンター

新潟市が出資している法人です。
従業員１人当たり月800円で、充実した福利厚生を実現 ！

主な事業：慶弔給付、
　　　　　健康維持増進、
　　　　　自己啓発援助、
　　　　　余暇活動援助ほか

詳しいサービス内容はインターネットで

ニピイ 検索

二ピイに入ってハッピーになろう！
会社の福利厚生を応援します

会員募集中！

景気の き動


