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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

年末調整個別相談会のご案内
～当所・新潟市青色申告会共催～

　平成29年分年末調整の個別相談会を下記の日程で
実施します。

平成29年

12月25日（月） 9：30～15：00 東区プラザ多目的ルーム２

12月26日（火） 9：30～15：00 坂井輪地区公民館講座室１

12月27日（水） 9：30～15：00 クロスパル交流ホール２

平成30年

１月４日（木） 9：30～15：00 ユニゾンプラザ特別会議室

１月９日（火） 9：30～15：00 北地区コミュニティセンター講座室１

※法定調書の提出期限：平成30年１月31日（水）
年末調整のお問合せ：中小企業振興部　℡ 290-4411

新潟商工会議所　後継者塾後継者向け事業承継セミナーのご案内

　経営者が変わるときはまさに企業の転換期であり、後継を任される者は大学で習う経営学や、現場で吸収した実務だ
けでは会社を経営できません。求められるのは経営という知識とノウハウです。そこで当所では、後継者・若手経営者
の方々を対象に、経営者として必要な能力を身につけることを目的とした、３回シリーズのセミナーを開催いたします。
　各回がそれぞれで完結しており、ご興味のある回のご参加だけでも、十分にご納得いただける内容になっておりますが、
連続３回ご参加いただければ、より深くご理解いただけます。是非この機会にご参加ください！

●カリキュラム
第１回 第２回 第３回

「事業承継のポイントと経営革新」 「決算書の見方と財務管理」 「リーダーシップと
コミュニケーション」

日時 平成30年１月17日（水）
14：00～16：00 日時 平成30年１月24日（水）

14：00～16：00 日時 平成30年２月７日（水）
14：00～16：00

内容
後継者が押さえておくべき事業
承継のポイントと経営革新の必
要性を学びます。

内容 決算書と財務管理の基礎知識を
学びます。 内容 リーダーが身につけておくべき

組織管理術を学びます。

講師
㈱にいがた
　　事業承継サポート室

代表取締役　土田　正憲　氏
講師

㈱にいがた
　　事業承継サポート室

取締役　土田　克則　氏
講師

㈱にいがた
　　事業承継サポート室

代表取締役　土田　正憲　氏

●会場：新潟商工会議所　大会議室　　●受講料：無料
●お問合せ先：中小企業振興部　経営相談課　℡ 290-4411

⇒ 詳しくは当所ホームページをご覧ください。

知的財産専門相談をご利用ください
　販売促進、収益力の強化、ブランド・デザインの保護など知
的財産の活用は、中小企業にとって重要なものとなっています。
　当所では開発した技術・製品を経営に活かすために必要な
手続きや、各種支援策について弁理士による相談を行ってい
ます。相談は無料、秘密厳守です。お気軽にご利用ください。

・ 特許・実用新案の出願手続き等について
・ 商標登録の具体的な登録出願手続きについて
・特許、商標の先願調査などリスク管理について
・中小企業に対する特許関係料金減免制度について

◆今年度の相談日（毎月第４火曜日）

期日 12月26日（火）１月23日（火）２月27日（火）３月27日（火）
時間 各日とも13時30分から（一人30分程度）
会場 当所相談室

※各日とも２日前までに予約が必要です｡

お問合せ・申し込み：経営相談課　℡ 290-4411

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



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

平成29年
11月

 売　上 ▲17.2 4.3 ▲ 7.5 ▲12.6 ▲ 1.1 ▲ 4.4 ▲ 9.6 8.9 ▲ 6.7 3.2 7.8 2.3 7.6
 採　算 ▲14.0 ▲ 5.4 ▲12.9 ▲16.8 9.0 ▲ 8.7 ▲14.9 ▲ 4.4 0.0 1.6 ▲ 3.3 ▲ 3.4 ▲ 2.5
 業　況 ▲14.0 ▲ 9.7 ▲11.8 ▲17.9 ▲ 5.6 ▲14.1 ▲13.8 1.1 ▲ 8.9 1.6 ▲ 5.6 ▲ 1.1 ▲ 5.1
 仕入単価 ▲24.7 ▲21.5 ▲23.7 ▲29.5 ▲27.0 ▲31.5 ▲39.4 ▲34.4 ▲20.0 ▲34.9 ▲25.6 ▲29.6 ▲27.9
 従業員 19.4 14.0 20.4 17.9 16.9 16.3 21.3 20.0 26.7 30.2 24.4 28.4 26.6

【11月の概要】
　10月に比べると、売上DIのプラス幅は増加し、仕入単価DIと採算DIのマイナス幅もやや減少した。業況DIのマ
イナス幅は増加、従業員DIのプラス幅はやや減少している。建設業では業界全体で景況感が出て順調、製造業
やサービス業の一部でも好調との声が聞かれるが、全体的に景況回復の動きは、依然として小幅に推移している。
　先行きについては、10月に比べ、売上DIと業況DIのプラス幅が減少。仕入単価DIのマイナス幅もやや増加し、
採算DIのマイナス幅が増加している。従業員DIのプラス幅は減少した。人手不足よる労務費や仕入コスト増な
どが今後の採算改善に影響を及ぼしていると推察され、今後の景況感には慎重な見方をする傾向が出てきている。

建
設
業

塗装工事 民間工事が順調に進んでいる。

総合建設 同業社での大きな物件発注は見通せないが、業界全体は景況感が出ているようだ。

製
造
業

機械部品 仕入単価では素材・エネルギー・物流関係の値上要請が続く。生産能力を上回る受注が続いている。

食料品 法要、葬儀などが小型化・簡素化になり、食材や引き出物などの販売が減少している。

卸
売
業

日用雑貨 季節の変化が強い。市況はよくない。

土木資材 歳末を控え、竣工時期が到来し、引合い数が増加している。
小
売
業

自動車 メーカーの完成検査問題の影響で、軽自動車以外の新車の登録が出来ない期間が発生したため、10月・11月の新車売上
が極端に落ちた。12月以降正常化に向う見込み。

サ
ー
ビ
ス
業

ソフトウェア 新潟市内のソフト外注単価は変わらない。生産管理システムの販売が伸びない。

運輸 季節商品の貨物量は、比較的好調で、今後も拡大が期待できる。

不動産 店舗閉鎖が目立って増加している。

【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5.3ポイントプラス幅が増加し、仕入単価DIは1.7ポイント、採算DIは0.9ポイントそれぞれマイナス幅が減少したが、
業況DIは4.0ポイントマイナイ幅が増加している。従業員DIは1.8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
10月 9.1 ▲ 2.3 ▲25.0 35.2 2.3
11月 5.1 ▲10.1 ▲25.3 26.6 1.3

　先行きは、売上DIは4.0ポイント、業況DIは1.0ポイントと、それぞれプラス幅が減少した。仕入単価DIは0.3ポイントマイナ
ス幅が増加して、採算DIも7.8ポイントマイナス幅が増加した。従業員DIは8.6ポイントプラス幅が減少した。

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

学会・イベント・式典の開催の際は、
私たちの技術をお役立てください。

景気の き動


