
経営ニュースプラス

令和２年度も経営者・従業員向けに多様なセミナーを開催！
企業の人材育成をサポートします。

　新潟商工会議所では、会員企業の皆様のビジネスに役立つ経営者・若手社員向けセミナーや研修会を多数
企画しています。また、販売促進やプレスリリースセミナー、企業の円滑な事業承継を支援するために経営者・
後継者向けのセミナーと相談会も今後開催する予定です。
＜４月開催のセミナー＞

開催日時 テーマ・タイトル 会　場 講　師
４月３日（金）
10：00～17：00
昼食あり

【新入社員セミナー】
企業人として求められる基本スキル

万代島ビル11階
NICOプラザ会議室

MCC代表
加藤　弘美 氏

４月14日（火）
14：00～17：00

【働き方改革セミナー】
良い人材が辞めない会社のつくり方

朱鷺メッセ
中会議室

㈱みやいマネージメント
サポート代表取締役
宮井　英行 氏

４月17日（金）
14：00～17：00

【中間管理職セミナー】
部下のモチベーション向上研修

万代島ビル11階　
NICOプラザ会議室

㈱インソース
大西　雄一 氏

４月23日（木）
10：00～17：00
昼食あり

【経理担当者セミナー】
経理の基本と実務セミナー

万代島ビル11階　
NICOプラザ会議室

石川税理士事務所代表
石川　和男 氏

上記を含む４月以降のセミナーの開催日程につきましては、当所ホームページをご覧ください。各セミナー
の詳しい内容は、開催約１ヶ月前を目途にFAXまたはメールでご案内します。
※４月～７月のセミナー開催予定　http://www.niigata-cci.or.jp/noryoku_jinzai
 【お問合せ】経営相談課　TEL 025-290-4411

◆申告期限・納付期限の延長について（国税庁）
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
申告所得税（及び復興特別所得税）、贈与税及び個人
事業者の消費税（及び地方消費税）の申告期限・納
付期限が令和２年４月16日（木）まで延長されました。

◆青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります！
〇令和２年分（令和３年３月に確定申告する分です）
・青色申告特別控除額　現行65万円⇒改正後55万円
　 ただし、改正後55万円の青色申告特別控除の適用

要件に加えe-Taxによる申告（電子申告）または
電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の特別控
除が受けられます。

・基礎控除額　現行38万円⇒改正後48万円

 【お問合せ】経営相談課　TEL 025-290-4411

国民年金基金に加入しましょう
～　今にゆとり！　老後にゆとり！　～

　国民年金基金は、国民年金（老齢基礎年金）に上乗せする
ことができて、税金もおトクな、自営業者やフリーランスな
ど国民年金の第１号被保険者の方々が安心して老後をすごせ
るよう、ゆとりをプラスするための公的な年金制度です。
◆国民年金基金が選ばれる理由
・掛金は全額社会保険料控除で税金がおトク
・公的年金等控除の対象で受け取る時も安心
・いつでも見直しできる自由設計
・終身年金が基本だから一生涯お受け取り
・年金額が確定掛金額も一定
・万が一の時は家族に一時金（一部除く）
※ ご希望の方には、パンフレット・チラシをご送付いたし

ますので当所までご連絡下さい。
　 なお、制度の説明と加入手続きは、全国国民年金基金新

潟支部の職員の方が行います。
 【紹介業務担当】新潟商工会議所　経営相談課 TEL 025-290-4411
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早期景気
観測調査
新潟商工会議所管内

景気動向（前年同月比）全産業DI値
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2019年
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

2020年
2月

 売　上 ▲16.8 ▲13.3 ▲ 1.1 ▲10.1 ▲ 7.3 ▲ 6.5 ▲ 5.7 ▲ 8.9 ▲10.9 ▲28.9 ▲29.5 ▲29.0 ▲33.0
 採　算 ▲21.1 ▲31.1 ▲17.1 ▲14.6 ▲14.6 ▲14.1 ▲ 7.6 ▲12.9 ▲26.7 ▲29.9 ▲33.7 ▲35.0 ▲35.8
 業　況 ▲14.7 ▲24.4 ▲ 9.1 ▲14.6 ▲12.5 ▲17.4 ▲16.2 ▲16.8 ▲25.7 ▲30.9 ▲33.7 ▲36.0 ▲35.8
 仕入単価 ▲35.8 ▲44.4 ▲47.7 ▲36.0 ▲38.5 ▲32.6 ▲34.3 ▲35.6 ▲36.6 ▲43.3 ▲45.3 ▲43.0 ▲37.6
 従業員 24.2 37.8 29.6 25.8 24.0 27.2 28.6 23.8 24.8 27.8 29.5 26.0 22.0

【２月の概要】
　１月の業況判断に比べると、売上DI、採算DIはマイナス幅が増加した。業況DI、仕入単価DIはマイナス幅が減少し、
従業員DIはプラス幅が減少した。人件費、運搬費等固定費の増加傾向が続いている中、新型コロナウイルスによる影
響も出始めている。
　先行きの見通しについては、１月に比べ、売上DI、採算DI、仕入単価DIはマイナス幅が減少したが、業況DIはマイナス幅
が増加した。従業員DIは前月と同じで変動はなかった。年度末、春先の需要を期待する声も聞かれるが、新型コロナウイル
スによるインバウンド減少や現地サプライチェーンの停滞など、海外情勢の動向、国内での影響に留意が必要となっている。

（2019年２月～2020年２月）

　売上DIは4.0ポイント、採算DIは0.8ポイントのマイナス、業況DIは0.2ポイント、仕入単価DIは5.4ポイントのプラス、従業
員DIは4.0ポイントプラス幅が減少した。

【全産業平均DI】　※DI（景況判断指数）＝（良い割合）－（悪い割合）

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 業　　況 仕入単価 従業員

12月 ▲19.0 ▲25.3 ▲24.2 ▲30.5 28.4
1月 ▲17.0 ▲26.0 ▲28.0 ▲38.0 22.0
2月 ▲15.6 ▲22.0 ▲29.4 ▲27.5 22.0

　先行き見通しでは、売上DIが1.4ポイント、採算DIは4.0ポイントのプラス、業況DIは1.4ポイントのマイナス、仕入単価DI
は10.5ポイントのプラス、従業員DIはプラス22.0ポイントで変動はなかった。

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。

建
設
業
土木 ３月の年度末を控え、完成工事高が増加する。

管工事 新潟県内の景況低迷により、県外工事の受注に傾注せざるを得ず人件費が増加している。
製
造
業
鉄工 新型コロナウイルスによる影響が中国及び各国の製造業に出始めてきている。

食品 売上は増加しているが、原材料費、人件費、運搬費等が値上りし採算面では厳しい。
卸
売
業
住宅機器 部品が中国から入荷せず、サプライチェーンの回復は現時点では見通しが立っていない。

事務機器 需要が低迷しており、大型物件の受注が少ない。
小
売
業
生花 ２月の売上は厳しかったが、３月以降、卒業や入社などに伴う需要増が見込まれる。

サ
ー
ビ
ス
業

広告 働き方改革による外注費の増加と人件費高騰により、採算に影響を与えている。

ホテル 新型コロナウイルスの影響でインバウンドや外来の宿泊客が減少している。

飲食 ３月から５月まで春休み、進級・進学、ＧＷと続くので今後３か月は売上増が見込まれる。
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