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経済情勢が大きく変化している中で、意欲ある事業者が新たな分野に進出するな
ど、既存事業を見直し新たな事業展開を行なう取り組みを経営革新といいます。

★経営革新計画とは 〜アイデアを形にする
事業活動に関連した「新たな取り組み」を、数値目標を持った計画に具体化したものが、経営革新計画です。こ
の計画を県知事の承認を受けることが、支援措置の条件になっています。

□「新たな取り組み」とは
●新商品の開発や生産
●商品の新たな生産や販売の方法の導入
●新サービスの開発や提供
●サービスの提供方法の導入、その他の新たな事業活動
以下のことを意味します。自社にとっての新たな取り組みであれば、他の事業者が採用していることでも構
いませんが、すでに相当程度普及しているものは含まれません。

□新しいのみでなく経営の向上が必要
大切なことは、「新たな取り組み」による経営の向上です。
３〜５年の計画をつくり、付加価値額や経営利益の数値目標を立てます。
付加価値額 ＝ 営業利益 ＋ 人件費 ＋ 減価償却費
経 常 利 益 ＝ 営業利益 − 営業外費用

★承認を受けるための申請手続きは
承認を受けるための申請手続きは 〜プランの承認を獲得する
商工会の経営指導員にお問い合わせください。
専門家の紹介や、必要書類の作成、申請書の提出などのお手伝いをいたします。

★さまざまな支援措置と支援機関があります
さまざまな支援措置と支援機関があります 〜計画実現に向けたバックアップ
経営革新計画の承認を受けることにより、事業資金、税制、販路開拓など多様な側面に対し、次のような支援が期待
できます。主なものは次のとおりです。
○信用保証 … 資金調達に必要な信用保証の限度額が拡大します。
○融
資 … 固定金利で政府系金融機関から低利融資が受けられます。
○販路開拓サポート … 首都圏・近隣圏をターゲットとして計画承認企業等の新商品を商社、企業等に紹介または
取次ぎを行います。
○ビジネスチャンスの広がり … 全国の計画承認企業等が開発した新商品や新技術を紹介し、ビジネスマッチング
を図る中小企業総合展へ参加する機会を提供します。

詳しいことは商工会事務局

TEL.43−1212へお問い合わせください
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短期集中簿記研修会のご案内（日商簿記３級取得に向けて!）
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平成26年１月

14日（火）簿記とは 仕訳について（１）
16日（木）仕訳について（２）
21日（火）元帳、帳簿、補助簿の記帳のしかた
23日（木）残高試算表の作成のしかた
28日（火）決算整理のしかた
30日（木）決算精算表の作成のしかた
２月
４日（火）日商簿記検定３級直前対策
６日（木）決算書の作成のみかた（実践）計８回
午後７時〜午後９時30分
東根市商工会
3,000円（テキスト代、資料代として）
税理士 天野 富雄 氏（天野富雄税理士事務所 所長）
20名
平成26年１月７日（火） 別紙チラシにご記入の上、申し込みください

− 労働保険 特別加入に加入の皆さまへお知らせ −

除染作業を行う方は、業務内容を変更する必要があります
現在、中小事業主等や一人親方として特別加入している方が、東日本大震災の復旧・復興
のため、除染の業務に就く場合には業務の内容に変更があった旨の届出が必要です。
なお、除染作業を行う中小事業主等の方は、迅速・適正な労災補償を行うため、労働者と
同様の被ばく線量管理をしていただくようお願いします。

お問い合わせは 商工会に事務委託をしている方 ： 東根市商工会

（43）1212
個別・社労士に依頼している方 ： 村山労働基準監督署（55）2815

100万会員ネットワークで、できる!

できる!

お店を全国
の

全国に向けてＰＲできる！
自分のＨＰをリンクできる！
クーポン発行も簡単！
不明な点は職員に聞ける！

PR!
に

経費０円で、大きな広告効果！
文字入力だけで簡単に作れる！
自分でいつでも更新ＯＫ！
検索エンジンにヒットしやすい！

あな
た

100万会員ネットワークとは、東根市商工会と全国商工会連合会のホームページにリンクした、
簡易ホームページ作成ツールです。だから・・・

会社法440条に定められた株式会社の決算広告もOK 新聞等での広告に比べ安価です 年間3,150円／1件

山形県

665
山形県

654円から11 円アップ

［発効日］平成25年10月24日

2 商工会だより 平成25年12月号

税務申告に係る相談会のお知らせ
税務申告に係る相談会を商工会員を対象に以下により開催します。

平成26年２月26日（水）10：00〜12：00 13：00〜15：00
平成26年３月 ５日（水）10：00〜12：00 13：00〜15：00
平成26年３月12日（水）10：00〜12：00 13：00〜15：00
場所：商工会館

相談対応者：東北税理士会

東根支部税理士

お気軽にご相談下さい。
お申し込が必要となります。商工会 ℡：43−1212にお申し込み下さい。

平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます
事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年１月から対象
となる方が拡大されます。
★対象となる方
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。
（所得税の申告が必要ない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。）
★記帳する内容
売上などの収入金額、仕入や経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方
の名称、金額、日々の売上・仕入・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳にあたっては、一つ一つ取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記
載してもよいことになっています。
★帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿を受け取った請求書・領収書など
の書類を保存する必要があります。
【帳簿・書類の保存期間】
保
帳

簿

存

が

必

要

な

も

の

保存期間

収入金額や必要や必要経費を記載した帳簿（法定帳簿）

７年

業務に関して作成した上記以外の帳簿（任意帳簿）

５年

決算に関して作成した棚卸表その他の書類
書

類

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、
送り状、領収書などの書類

５年

★税務署では、新たに記帳を行う方や記帳の仕方がわからない方のために、記帳・帳簿等の保存制度の概要や記帳
の仕方等を説明する「記帳説明会」を実施しています。詳細は、国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp)
をご覧いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。

山形県と県内すべての市町村は、
平成26年度までに個人住民税の特別徴収完全実施
個人住民税の特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者（事業主）が、所得税の源泉徴収と同様に、給与所得者（従業員）に
毎月支払う給与から個人住民税を引き去りし、従業員に代わって市町村に納めていただく制度です。
山形県と県内35市町村では、平成26年度までに、個人住民税の特別徴収を完全実施します。
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融資制度のご案内
マル経資金（経営改善資金）
☆無担保・無保証人・低金利
☆融資限度額 1,500万円
（運転・設備資金）
☆返済期間
●運転資金 7年（うち据置期間1年以内）
●設備資金 10年（うち据置期間2年以内）
☆ご利用いただける方
●原則として商工会の経営指導を6ヶ月以上受けている方
●従業員規模が 小売・卸売・サービス業の方は5人以下
製造・その他の業種の方は20人以下
●原則として東根市内で1年以上事業を営んでいる方
●所得税（法人税）、
事業税、
市民税を完納している方
●融資決定の判断は日本政策金融公庫の審査基準により
ます

（平成25年12月１日現在）

商工会

率

条

件

マル経制度

1,500万円

マル普制度

4,800万円

有担保
1.90％ 有保証人

県特

2,000万円

窓口 銀行
2.10％ 認定 商工会

経営安定資金

8,000万円

1.80％ 窓口 銀行
認定 商工会

商工会提携ローン

5,000万円 金融機関利率 窓口 銀行

東根市
みらい応援
利子補給

100万円〜
700万円
100万円〜
3,000万円

運転資金
△1.0％ 補給3年以内
設備資金
△1.0％ 補給3年以内

催事のお知らせ
東根つめの市

東根初市

12月28日（土）9：00〜16：00
三日町通り

１月17日（金）9：00〜16：00
三日町通り

神町サービス店会

TEL 43−1212

年末年始大売出し

新春大抽選会

12月14日
（土）〜１月４日（土）

１月４日（土）10：00〜15：00
山形銀行神町支店駐車場

商工貯蓄共済加入のみなさまへ
人間ドック費用助成制度をご存知ですか？
共済契約者、被保険者の健康管理を目的に、商工貯蓄共済に３口以上 加入の
方で、人間ドック検診費用が10,000円を超える方には、3,000円の助成制度
があります。
助成金請求には、契約時の印鑑と人間ドック受診利用の領収証が必要になります。
まだ助成制度をご活用していない方は、商工会にご連絡下さい。
こちらの助成制度は、平成26年３月末で終了予定です。
商工会

利

無担保
1.60％ 無保証人

年末金融相談日
日時：11月25日（月）〜
12月25日（水）
8：30〜
17：00
場所：東根市商工会

限度額

制度名

商工会から
のお願い
現在、東根市商工会に加入され
ている方で、事業所名、事業主名、
連絡先、振替口座等に変更があ
る場合は、ご連絡下さい。
商工会

TEL 43−1212

TEL 43−1212

商工会員をご紹介下さい
商工会に未加入の商工業者をご紹介下さい。
商工会加入メリットは、
■経営 経営革新、創業、倒産防止、経営計画、経営診断
■金融 無担保、無保証融資、第三者保証人なし融資、
商工業振興資金（県）、保障協会付融資、
商工業夢タント利子補給（市）、商工会提携ローン
■税務 経理 記帳機械化による代行・パソコン経理処理支援
・決算、申告に係る継続指導・源泉、年末調整指導

■労働

労働保険事務委託、各種助成金制度紹介、
労務相談
■共済 お得な各種共済制度
■講習 研修会 各部会による講習会等開催等です。
（ご紹介したのはほんの一部です）
加入金 5,000円（初回のみ）
年会費 個人7,000円〜 法人14,000円〜
ご紹介下さいますよう、よろしくお願い致します。

従業員と家族を守る
自動車共済「MAP」

総合火災共済

山形県火災共済グループ
4 商工会だより 平成25年12月号

自動車事故費用共済

〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル13階
TEL 023 − 647 − 2380 ㈹ FAX 023 − 647 − 2382

