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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。

アクサ生命は、商工会議所と協力し、会員事業所の各種ニーズ（弔慰金・見舞金制度、
退職金制度、リスク対策や事業承継など）を共済制度／福祉制度でサポートしています。
アクサ生命保険株式会社　新潟支社　新潟営業所
〒950-0078　新潟市中央区万代島5-1 万代島ビル10F　TEL 025-243-0048

消費税率引き上げ・軽減税率対策はお早めに！
　来年10月１日から消費税率が10％に引き上げられると同時に、軽
減税率制度が導入されます。駆け込み需要とその反動、消費者への
告知や値札の付け替え、資金繰り、在庫管理、物流など様々な場面
での対応が必要となります。
１．全ての事業者が対象となります！
例えば、会議用のお弁当など軽減税率対象商品を購入した場合、
８％、10％で税率ごとに分けて経理処理が必要となります。その
ため、ほとんど全ての事業者で経理処理の変更が必要になります。

２．軽減税率が適用される具体的な事例
　①�会議でのお弁当・お茶や定期購読の新聞が対象となります。
　②�雑貨店や書店・ガソリンスタンド等で、少しでもお菓子や飲料を
販売しているとその商品は軽減税率対象商品となります。

３．�現在のレジが軽減税率に対応していない場合、買い替えのため
の支援があります
レジの買替、タブレット型POSレジの導入、システム改修のため
の国の補助制度があります。ただし、2019年９月30日までに事業
を完了する必要があります。また、申請受付の期限（Ａ型、Ｂ-２型：
2019年12月16日、Ｂ-１型：2019年６月28日）にもご注意ください。

　�詳しくは軽減税率対策補助金事務局のホームページをご確認くだ
さい。

～平成29年分の確定申告について～
医療費控除に関する変更点のお知らせ

　医療費控除は、平成29年分の確定申告から領収書の提
出の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要と
なりました。（注）平成29年分から平成31年分までの確定
申告については、医療費の領収書の添付又は提示にする
こともできます。
〇�医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要が
あります。

〇�医療保険者から交付を受けた医療費通知（健康保
険組合等が発行する医療費のお知らせなど）を添
付すると、明細の記入を省略できます。

　詳しくは、国税庁ホームページの確定申告書等作成
コーナーでご確認ください。
（�https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/
tokushu/info-iryouhikoujo.htm）

　中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改
善を行うための設備投資等の経費の一部を補助することを目的として、平成29年度補正予算「ものづくり・商業・
サービス経営力向上支援補助金」の募集が開始される予定です。
　補助対象者は、認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、次の要件
のいずれかを満たす必要があります。�
▶�「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創
出・サービス提供プロセスの改善であり、３～５年で、「付加価値額」年率３%及び「経常利益」年率１%
の向上を達成できる計画であること。
▶�「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロ
セスの改善を行い、３～５年で、「付加価値額」年率３%及び「経常利益」年率１%の向上を達成できる計
画であること。

　補助対象となる事業は、別表のとおり「企業間データ活用型」「一般型」「小規模型」の３類型で、それぞれに
ついて要件や補助対象経費、補助上限額や
補助率が異なります。　
　申請には、当所など「認定支援機関」に
よる事業計画の実効性の確認が必要とな
ります。お早目にご相談ください。
※補助対象要件や対象経費等は変更にな
る場合がございます。公募が始まりました
ら募集要項をご確認ください。

【担当：中小企業振興部　TEL290-4411】

 募集開始予定！ ものづくり・商業・サービス経営力
向上支援補助金の活用を！

対象経費の区分 補助上限額
（補助下限額） 補助率

１．企業間データ活用型
機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、
クラウド利用費

1,000万円
（100万円） ３分の２

２．一般型
機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、
クラウド利用費

1,000万円
（100万円） ２分の１

３．小規模型
機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、
委託費、知的財産権等関連経費、運搬費、専門家
経費、クラウド利用費

500万円
（100万円）

小規模事業者
３分の２
その他�
２分の１

軽減税率対策補助金事務局 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29年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

平成30年
1月

 売　上 ▲ 7.5 ▲12.6 ▲ 1.1 ▲ 4.4 ▲ 9.6 8.9 ▲ 6.7 3.2 7.8 2.3 7.6 7.4 3.9
 採　算 ▲12.9 ▲16.8 9.0 ▲ 8.7 ▲14.9 ▲ 4.4 0.0 1.6 ▲ 3.3 ▲ 3.4 ▲ 2.5 ▲ 9.9 ▲ 9.0
 業　況 ▲11.8 ▲17.9 ▲ 5.6 ▲14.1 ▲13.8 1.1 ▲ 8.9 1.6 ▲ 5.6 ▲ 1.1 ▲ 5.1 1.2 ▲ 2.6
 仕入単価 ▲23.7 ▲29.5 ▲27.0 ▲31.5 ▲39.4 ▲34.4 ▲20.0 ▲34.9 ▲25.6 ▲29.6 ▲27.9 ▲35.8 ▲47.4
 従業員 20.4 17.9 16.9 16.3 21.3 20.0 26.7 30.2 24.4 28.4 26.6 33.3 34.6

【１月の概要】
　12月に比べると、売上DIはプラス幅が減少し、業況DIはプラスからマイナスに転じている。仕入単価DIもマ
イナス幅が増加したが、採算DIは横ばいの動き。従業員DIはプラス幅がさらに増加した。製造業では原材料価
格の上昇、サービス業でも人材確保が難しいとの声が聞かれ、仕入コスト増と人手不足の進行が続いている。
　先行きについては、12月に比べ、売上DIはマイナスからプラスに転じ、採算DI、業況DIともマイナス幅が減
少しており、景況は、やや改善の見通しを示した。一方、仕入単価DIのマイナス幅と従業員DIのプラス幅が増
加しており、仕入コスト増と人手不足がさらに深刻になる見込みとなっている。

建
設
業

塗装工事 昨年末で大型民間工事が終了し、今月から仕事量が少ない。

総合建設 首都圏および他大都市圏は順調に推移しているが、県内は公共工事が少なく厳しい状況である。
製
造
業

食品 天候不順などにより、天産品が不作のため、原料価格が上昇している。

鉄工 材料（特に非鉄金属）の価格が徐々に高騰している。
卸
売
業

建材 冬季の不需要期に突入して、売上は確実に落ちる季節である。

身の回り品 雪のため、展示会の売上が減少している。
小
売
業
家具 当業界では、売上・採算とも、景況感は下降の状態である。

サ
ー
ビ
ス
業

ビルメンテナンス 人手があれば新たな注文も取れるが、現状では困難である。

タクシー 売上は11月、12月と堅調に伸びてきたが、１月に入り降雪もあって、伸びが鈍い。

ホテル 毎年、冬季は宿泊稼働、宴会受注数、婚礼受注数が減少する。さらに、今年も昨年から引き続き原材料のUPがコストを
圧迫し、且つ人材確保も難しい。

【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3.5ポイントプラス幅が減少し、業況DIはプラスからマイナス2.6ポイントに転じた。仕入単価DIは11.6ポイントマ
イナス幅が増加したが、採算DIは0.9ポイントマイナス幅が減少してほぼ横ばい。従業員DIは1.3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
12月 ▲11.1 ▲27.2 ▲22.2 23.5 ▲11.1
1月 　 3.9 ▲ 5.1 ▲46.2 33.3 ▲ 3.9

　先行きは、売上DIはマイナスからプラス3.9ポイントに転じ、採算DIは22.1ポイント、業況DIは7.2ポイントそれぞれマイナ
ス幅が減少した。仕入単価DIは24.0ポイントマイナス幅が増加し、従業員DIは9.8ポイントプラス幅が増加した。

商工会議所は地域の中小企業者の
発展に寄与する団体です
～只今会員募集中～

商工会議所は地域の中小企業者の
発展に寄与する団体です
～只今会員募集中～

未加入の事業所様を是非ご紹介
ください！ TEL 290-4411

景気の き動


