
 

 

未来への経営（事業）計画、一緒に作ってみませんか？ 

 

コロナ禍やウクライナ情勢等による不透明な状況が続く中、事業を 

安定的に継続させるためには、自社の状況を的確に分析した上で、その 

行き先を明確にする【行動計画＝経営計画】の策定が重要です。 

中小企業庁等では、小規模事業者の持続的発展をサポートするための 

小規模事業者持続化補助金等制度を設けていますが、種々の補助金の  

申請に際しても経営計画・事業計画の策定が求められています。 

 世羅町商工会管内でも毎年多くの事業者が補助金を活用して事業の 

展開・発展に取り組まれており、これまでに累計 100 件以上の事業 

計画が採択を受けています。 

これからの貴方の会社が進む道を考えるきっかけに、そして、より 

良い未来のために、ぜひ商工会をご活用ください。   

 

まずは自社の今を見つめなおしてみませんか     ～経営分析～ 
  

『経営分析』という文字だけ見ると堅苦しくて、決算書などを見ながら 

係数を使った難しいハナシ。。。と敬遠される方も多いと思いますが、日頃、 

会員の皆様の事業計画等策定を支援する中で一番よく言われる感想、 

そして一番驚かれることが『こんなに客観的に自社を見たことは初めて』と 

いうことです。もちろん、決算書から読み取れることもありますが、実は 

経営分析のキモは事業主の方からお話をお伺いする中で出てくる意外   な 

一言だったりします。 

 そんな意外   な気付きがきっと見つかる『商工会の商売繁盛セミナー 

  ＜経営分析編＞』は参加者をまだまだ募集中ですので、まだお申し込みで 

無い方は是非、同封しているチラシをご確認ください        
 

会社がもしもの時、どうしますか       ～事業継続力強化計画～ 
  

 事業活動を継続していく中では、自然災害や感染症などに備え、 

「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」の視点からの対策を検討することは 

欠かせません。 

明日起きるかもしれない自然災害や感染症への備え、もしもの際の 

事業継続だけでなく、従業員の命を守ることにも繋がる「事業継続力  

強化計画」を策定しませんか？ 

中小企業基盤整備機構では事業継続力強化計画を「知る」「作る」 

ためのオンラインセミナーを開催しますので是非、ご確認ください。  
    
  策定のメリットは？ 

    ○日本政策金融公庫による低利融資(設備投資) 

  ○信用保証枠の追加措置 

  ○防災・減災設備への税制優遇 

  ○補助金の優遇（加点）措置   など詳しくはこちら       

 

自社の未来予想図を作りましょう     ～経営計画～ 
 

多くの中小企業では「ヒト・モノ・カネ・情報」の経営資源は限られて 

います。その条件の中で、目指すべき方向に会社を進めるためには、資源 

の効率的な運用が重要で、それを達成する方策の一つが経営計画です。 

  経営理念・経営戦略・事業戦略・数値計画・・・・経営計画のお話をする 

ときには難しい言葉が並びがちですが、経営分析と同様に一番重要なの要素

は事業主の方の頭の中にある想いや夢を目に見えるようにすることです。 

  日頃、なかなか言葉にし難いことも多いと思いますが、心のもやもやを 

解消する良い機会として、同じ悩みを持つ方々が集る『商工会の商売繁盛 

セミナー＜経営計画編＞』にご参加されてみてはいかがでしょうか？ 

   講師に「人を大切にする経営」サポーター・人本経営学修士の藤井好宏氏 

を招き、経営者が夢と元気を持って明日の経営に向かうことができる、ワク 

ワクする未来に繋げられるセミナーです。 
 

是非、同封の紫色のチラシをご確認ください。 

日頃の経理から決算・申告まで＜商工会クラウド ・ MA1(商工会エディション）＞のご案内 

商工会では事業計画等作成支援などを通じた経営 

発展支援だけでなく、経営に必要な基礎的な業務や 

経理業務（日常の帳簿のつけ方から決算、申告まで） 

の相談対応や効率化の支援も行っています。 

         その中でも記帳機械化支援事業として、令和 4 年度 

から新しい会計システム「商工会クラウド」とソリマチ 

社による「MA1(商工会エディション)」を導入、誰でも 

簡単に「クラウド会計」をご利用いただけます。 

 経理ソフトは無料のものも含めて数多くありますが、商工会が提供 

する「商工会クラウド」の一番のメリットは他に見られるメーカー等の  

サポートセンターだけでなく、地域の商工会職員によるサポートが 

受けられることです。日々の仕訳への疑問解消はもちろん、経営指導 

員等による財務状況等を踏まえたアドバイスなど、経理が「ただの 

作業」ではなく「将来のための資料作成」になります。 

MA1では、これまでのネット de記帳では実現出来なかった他の会計 

ソフトからのデータ変換（コンバート）も可能（※）です。 

 記帳の機械化や現在お使いの記帳ソフトの使い勝手等でお悩みの 

方はぜひ、商工会へご相談ください。 

(※)お使いのソフトによってはコンバート出来ない場合があります。 

商工会クラウド・MA1（商工会エディション）とは？ 
 ソリマチ株式会社が提供している会計ソフト「MA1」の商工会会員事業者向け
インストール型クラウド経理ソフトで、複式簿記の知識が無くても現金出納帳や
伝票の入力ができ、決算書や申告書の作成も簡単です。 
 
特 徴  
１．クラウドサービス 

➡会計データは国内 2拠点のサーバーで同期保存、安定の通信速度 
２．商工会のサポートが受けられる 

   ➡ソリマチ社サポートセンターに加え、商工会職員が操作のことから 
仕訳科目の選び方まで丁寧にサポート 

３．高水準のセキュリティ 
   ➡業界最高水準のセキュリティでデータを 3重に暗号化 

４．誰でも迷わずかんたん操作でスタート 
   ➡業種を選ぶだけで科目が自動設定、初期設定もスムーズ 

５．会計や簿記に詳しくなくても簡単 
   ➡自動仕訳・日付・取引金額の 3ステップで仕訳入力、AI で簡単仕訳 

６．法令改正があってもあんしん 

   ➡常に最新の法令改正に対応 
7．ミスなく集計し、元帳など素早く確認 

   ➡集計・決算が全自動、元帳で作成、確認が可能 
          

            2023年版商工会ビジネスノート 
 

毎年多くの皆様にご愛用いただいている 

商工会ビジネスノート、今年も事業者の皆様 

に役立つ情報満載の内容でご用意しました。 

 商工会窓口で希望者の方にお配りしており 

ますので、ご希望の方は窓口にてお申し出 

ください。なお、在庫限りとなりますので 

配布終了の際にはご容赦ください。 

          
ビジネスノートから想うこと。。。 

 
今回のﾋﾞｼﾞﾈｽﾉｰﾄのｺﾗﾑﾃｰﾏは「将来の経営を見据えたｷｰﾜｰﾄﾞ」。その内容は、DX(ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 

ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ)、ﾒﾀﾊﾞｰｽ、ﾗｲﾌﾞｺﾏｰｽ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ庁、ｻﾌﾞｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝ、ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ、ﾘｶﾚﾝﾄ 

教育、ﾊﾟｰﾊﾟｽ経営、ｼﾞｪﾝﾀﾞｰﾌﾘｰ、ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙ、ｸﾞﾘｰﾝ政策と見事に横文字ばかりが 

並んでいます。職員向け研修も昔は漢字が多かったですが、最近はこういった横文字に 

触れることが増えてきて、戸惑うこともしばしば。。。 

 皆様の事業の参考になる言葉なのは間違いないと思いますので、職員も、皆様に 

きちんと解説が出来るよう精進したいと思います。（思えば、今書いている原稿の中にも多く 

の横文字が。。。精進します。。。）                        （編集者） 
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ビジネスフェア中四国とは 
 

参加企業・団体の販路拡大を支援することを目的に、中四国の市町・商工会議所

等で組成する実行委員会が開催している中四国最大級のビジネスマッチング  

フェアで、今回は 2023 年 2 月 1 日・2 日の二日間、広島県立広島産業会館（広島市

南区比治山本町）で開催されます。 

地場バイヤー約 500 社の来場が見込まれるほか、首都圏、関西圏や九州圏から

もバイヤーを招へいし出展者との個別商談会もセッティングされます。 

自社商品の販路拡大に役立つフェアで、新たな商品開発のきっかけにもなる 

事業となっておりますので、出展はもちろん、当日の会場視察も含めてぜひ参加を

ご検討ください。 

なお、出展料についての割引や出展費用に対する助成（世羅町販路開拓支援 

助成金）が受けられる場合がありますので、出展をご検討の際は商工会へご相談

ください。 

申込期限が迫っておりますので、お早目の対応をお願いします。 
 

世羅町商工会 販路開拓支援事業助成金のご紹介  
世羅町内の小規模企業者が主体となって研究・開発した新技術や 

新製品または主力製品を人口規模の大きい市町で開催される産業見

本市等（商談会・ビジネスフェア等）へ出展する際の経費の一部を助成

することで、町内事業者の販路拡大を支援する制度です。 

  事前申請制度となっており、所定の審査がありますので、利用を検討

される事業者におかれましては、助成要件・必要書類等をご確認の

上、予め、商工会までご相談ください。 
 
助成金額： 広島県内への出展 上限 13万円（補助率１/２） 

:     広島県外への出展 上限 10 万円(補助率 1/2) 

D    ※同一年度で 2回まで助成を受けられます 
 

    
申請時必要書類 ①販路拡大支援事業助成金金交付申請書（所定様式） 

        ②産業見本市等の開催と費用等が確認できる資料 

 

 対象となる企業 小規模企業（業種により一定の従業員要件があります） 

対象となる催事 開催地が世羅町より人口規模が大きい市町であること 

 対象となる内容 自社で開発した【新技術】【新製品】または主力製品の商談 

 対象となる費用 出展小間料、小間装飾費、備品借上料、運搬料 (対象限定） 
 

 上記を満たす場合は、「見本市」「展示会」「博覧会」「商談会」「物産展」等 

名称を問わず、助成の対象になる可能性がありますのでご相談ください。 

 
広島県 サービス産業生産性向上支援事業 事例と演習で学ぶセミナー 

『「経験と勘」からの脱却！効率的なマーケティングとは』 
 
「経験と勘」による発注業務を見直した企業の事例紹介とキャンペーン 
効果をエクセルで分析するハンズオンワークショップ、WEB/SNS 広告 
の効果的な打ち出し方についてのセミナーです。 
その日からすぐ使えるノウハウを学んで、日々積み重ねてきた情報を 

データとして活用してみませんか？ 
本セミナーはオンライン開催となっておりますので、お気軽にご参加 

いただけます。    
日時：2022 年 11 月 25 日（金）１４時～１５時 30 分 
内容：第一部 販売予測と発注効率化の事例紹介 

        第二部 販促キャンペーンと広告活用 
            ・Excelde キャンペーン効果を分析 
            ・WEB 広告/SNS 広告を活用した集客方法 
 
申込期限：2022 年 11 月 24 日(木) 
申込方法：QRコードまたは下記 URL からお申込みください 
URL(短縮) : https://onl.bz/FXLdcUU  

 
広島労働局からのお知らせ 

 
 ひとりでも労働者を雇ったら、労働保険に入る義務があります。 
 労働災害の治療には病院で健康保険証が使えません。労災保険 
未加入の場合、保険料を遡って徴収するほか、労災保険給付に 
要した費用の 40～100％が事業主負担になることもあります。 
 正社員はもとより、パート、アルバイト、臨時を含めて労働者を 
一人でも雇用している事業主は、労働保険（労災・雇用）に加入 
する義務があります。 
 労働保険は、労働者が業務中又は通勤時の事故による災害補償と 
失業した時の再就職活動中の生活保障等をするものです。 
 事業主の皆様には必ずご加入いただくよう国が法律で義務付けて 
おり、労働保険に加入せず、働かせることは違法です。 
 労働者本人が同意しないから・・保険料が払えないから・・民間 
の保険に加入しているから・・・は理由になりません。加入して 
いない場合に、負傷した本人が、病院又は監督署へ訴え出て労災 
となるケースも多々あり、そうした場合には、前述のとおり事業主 
の多大な費用負担となります。事故が起こる前に速やかな手続きを 
お願いします。 
 労働保険の加入については、労働保険事務組合でもある世羅町 
商工会へぜひ、ご相談ください。 

 

一日公庫のご案内 
 
    事業者の皆様の様々な金融相談に対応するため、日本政策金融公庫尾道支店 

担当者が商工会にてご相談に対応する「一日公庫」を下記の日程で開催します。 

商工会で面談できるため公庫支店までの移動負担が軽減できることに加え、 

お申込み等の手続きも商工会職員がサポートします。 

  設備資金・年末年始に向けた資金・借換など、事業者によって異なる様々な 

 ニーズにお応えします。 

  一日公庫では 1 社ずつの面談となりますので、資金相談をご希望の事業所に 

おかれましては事前にお申し込みくださいますようお願いいたします。 

 当日の面談までに一定の手続きが済んでいる場合、一日公庫面談終了後に 

融資可否をお伝えできる場合がありますので、この機会をぜひご活用ください。 

  

事業名 一日公庫 

開催日時 
2022 年 11 月 28 日(月) 10 時～16時 

※面談は１社１時間程度を予定しています 

開催場所 世羅町商工会 本所 

申込み等 
事前にご予約が必要です。 

お電話等で予めご連絡をお願いします。 

 

 商工会では商工会員の皆様だからこそ利用できる低利で利子補給を受けられる 

マル経融資も取り扱っております。一日公庫でご利用いただける融資とは別の 

制度となりますが、状況に応じてより良い融資制度をご提案いたしますので、 

お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

URL: https://www.business-fair-cs.net/index.html  
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