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平成２５年決算の状況と展望平成２５年決算の状況と展望

　本会税務相談所では、長与地区１９６件、時津

地区２０３件の小規模事業者の確定申告を行いま

した。前年より引き続き申告した事業所（長

与：１７４件、時津：１８８件）の決算状況に基づ

き、平成２５年の概況を分析します。

●売上は減少傾向、所得は増加売上は減少傾向、所得は増加

　長与支所管内では、売上が前年比減少してい

る事業者割合が６３．６％と半数を上回りました

が、全体の所得は前年比１６３．２％と大幅に上昇

しています。なかでも、卸売業、不動産業の伸

びが顕著で、以下、小売業、建設業、飲食業の

順となっています。

　一方時津支所管内では、逆に売上が上昇した

事業所割合が５１．６％と半数を上回り、所得も

前年比で１１０．１％と増加しました。時津地区で

も卸売業、不動産業の伸びが顕著で、以下、小

売業、製造業、建設業の順となっています。

　全体として売上はやや低下したものの、環境

変化や企業努力等により利益率は上昇していま

す。その要因の一つは、自動車等の大型商品で

消費税増税前の駈け込み需要による大幅な売上

増加が寄与したためと思われます。

●平成平成２６２６年４月から消費税率アップ月から消費税率アップ

　消費税率８％への増税や円高等の為、平成２６

年１月～３月期までは駆け込み需要が見られまし

た。しかしながら、４月期からの売上は、その

反動で不安定な状況が予想されます。

　アベノミクスの効果が中小企業全体に行き渡

るかがカギになりそうです。

長 与 町長 与 町長 与 町

時 津 町時 津 町時 津 町

平成２５年決算の状況と展望

【売上】 【所得】

業種区分 増加割合 減少割合 対前年比 対前年比

サービス業 47.9% 52.1% 99.1% 87.6%

飲食店・宿泊業 53.3% 46.7% 99.6% 116.9%

運輸･通信業 0.0% 100.0% 52.9% 27.8%

卸売業 0.0% 100.0% 89.1% 446.6%

建設業 45.0% 55.0% 103.3% 117.8%

小売業 38.1% 61.9% 98.8% 147.9%

製造業 46.7% 53.3% 95.2% 77.0%

不動産業 60.0% 40.0% 104.3% 283.8%

合計 36.4% 63.6% 92.8% 163.2%

【売上動向】

【売上】 【所得】

業種区分 増加割合 減少割合 対前年比 対前年比

サービス業 52.6% 47.4% 99.0% 90.5%

飲食店・宿泊業 22.7% 77.3% 94.5% 48.5%

運輸･通信業 100.0% 0.0% 105.4% 106.2%

卸売業 33.3% 66.7% 96.4% 146.4%

建設業 44.4% 55.6% 96.4% 109.7%

小売業 40.5% 59.5% 100.0% 121.3%

製造業 50.0% 50.0% 109.8% 113.6%

不動産業 69.0% 31.0% 105.2% 132.7%

合計 51.6% 48.4% 99.5% 110.1%

【売上動向】



NISHISONOGI SHOKOKAI NEWS  Vol.72Page 2 

第５回理事会開催第５回理事会開催

　本会では、３月２６日(水）に第５回理事会を開催

しました。議案は原案通り可決されました。

①　平成２５年度第３回一般会計収支補正予算

　退会届が未提出のままで、廃業・事務所移転

等で実態がない会員を、法定脱退（退会届が未

提出の会員資格を無くす）の手続きを取りまし

た。併せて、この方々の未収金・未収会費１７１

万円を償却し、前期繰越収支差額から減額しま

した。

　この結果、会員数１，００４名、組織率４８．３４％

になりました。地域を代表する経済団体として

組織率５０％を目指し、役職員一体で会員加入を

図ります。

②　商工会事務処理規程の一部改正

　４月１日付事務局機構改正に伴う規定を改正

しました。事務局次長、振興課、課長補佐を新

設しました。

　個人事業主の方は、すでに確定申告をお済み
のことと思いますが、そのうち振替納税をご利
用の方に係る振替日は、下記のとおりとなって
います。前日までに預貯金残高のご確認をお願
いします。
　万一、引き落としできなかった場合は、延滞
税がかかる場合がありますので、ご注意ください。

●　所　得　税

●
消費税及び消費税及び
地方消費税地方消費税

４月２２日（火）４月２２日（火）

４月２４日（木）４月２４日（木）

第５回理事会開催 小規模事業者持続化補助金の小規模事業者持続化補助金の
公募開始公募開始！

　「もっとお店のことを知ってほしい！」「自
社商品にインパクトを付けたい！」とお考えの
みなさま、販路開拓に取り組みませんか？
　「小規模事業者持続化補助金」は、販促用チ
ラシの作成、商談会等への出店、商品パッケー
ジの改良、新商品開発等、販路拡大に関する事
業であれば幅広くお使いいただけます。
　お気軽にご相談ください。

締　切締　切　　平成２６年５月２７日（火）１７時必着

補助率補助率　　対象経費の３分の２以内

補助上限額補助上限額　７５万円以上の事業に対し、 大

　　　　　　５０万円
※雇用増加に係る事業については、 大１００
万円

提出先提出先　　長崎県商工会連合会

※詳しくは、長崎県商工会連合会ホームペー

ジをご覧ください。

（http://www.shokokai-nagasaki.or.jp/）

小規模事業者持続化補助金の
公募開始！

　と　きと　き　 平成２６年５月２１日（水） １６：００～

　ところところ　 長崎ロイヤルチェスターホテル

　と　きと　き　 平成２６年４月２３日（水） １９：３０～

　ところところ　 西そのぎ商工会本所３Ｆ研修室

　と　きと　き　 平成２６年４月２１日（月） １７：００～

　ところところ　 うらかわ（長与町嬉里郷）

※後日、正式な開催案内を通知いたしますの

で、関係者の皆様のご出席をお願いします。

平成２６年度通常総会のお知らせ平成２６年度通常総会のお知らせ平成２６年度通常総会のお知らせ

課 業務 担当職員

総務課
商工会の
　管理運営

市瀬･堤･岩永

振興課
支所活動
部会活動

髙尾･潮屋･宮崎･蒲地

経営
支援課

金融・労働
税務等支援

中尾･水町･山口･田川

長与支所
支所活動
金融・労働
税務等支援

山内･津･林田･竹内
堀切･村川･赤坂

事
務
局
長

事
務
局
次
長 （※）

（※）

(※）：新任職員
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部会総会のご案内部会総会のご案内
「ナガサキレイマーケット「ナガサキレイマーケット

 西そのぎコレクション」終了！ 西そのぎコレクション」終了！
部会総会のご案内

【商業部会】
　●日　時：平成２６年４月１４日（月）１８：３０～
　●場　所：西そのぎ商工会長与支所２Ｆ

【工業部会】※建設部会と合同開催
　●日　時：平成２６年４月１５日（火）１８：００～
　●場　所：西そのぎ商工会本所３Ｆ

【建設部会】※工業部会と合同開催
　●日　時：平成２６年４月１５日（火）１８：００～
　●場　所：西そのぎ商工会本所３Ｆ

【飲食部会】
　●日　時：平成２６年４月１６日（水）１６：００ ～
　●場　所：西そのぎ商工会本所３Ｆ
　

【サービス部会】
　●日　時：平成２６年４月１７日（木）１８：００～
　●場　所：西そのぎ商工会長与支所２Ｆ

　各部会総会の日程は、次のとおりです。
　各部会とも、部会総会終了後、懇談会を開催
しますので是非ご参加ください。

　※詳しくは、各部会総会の開催案内をご覧く
ださい。

「ナガサキレイマーケット
 西そのぎコレクション」終了！

労働保険年度更新のお知らせ労働保険年度更新のお知らせ

　今年度の労働保険年度更新の申告・納付手続

きは、平成２６年６月１日(日)から７月１０日(木)ま

での間に行っていただくこととなっています。

　なお、労働保険料等の算定方法は、平成２５年

４月１日から平成２６年３月３１日までに支払う賃

金総額（働いた月）に、保険料率を乗じて得た

額となります。

　また、労働保険事務組合に委託している事業所

は、労働保険事務組合指定の期限（５月１２日(月）

頃）までとなります。

　詳しくは、４月中旬発送予定の労働保険年度

更新に関するご案内をご覧ください。

　ご不明な点がございましたら、商工会・長崎

労働局・労働基準監督署・公共職業安定所（ハ

ローワーク）にお問い合わせ下さい。

労働保険年度更新のお知らせ

「領収証」等に係る印紙税の非課「領収証」等に係る印紙税の非課
税範囲が拡大されました税範囲が拡大されました！
「領収証」等に係る印紙税の非課
税範囲が拡大されました！

　「所得税法等の一部を改正する法律」によ
り、印紙税法の一部が改正され、「金銭又は有
価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が
拡大されました。　

　「金銭又は有価証券の受取書」については、

記載された受取金額が３万円未満のものが非課

税とされていましたが、平成２６年４月１日以降

に作成されるものについては、受取金額が５万

円未満のものについて非課税となりました。

領収証等を発行する場合はご留意ください。

　本会では、平成
２６年３月１５日（土）
～１６日（日）の２
日間、ＪＲ長崎駅
かもめ広場におい
て、「ナガサキレ
イマーケット西そ
のぎコレクショ
ン」を開催。大勢
の買い物客や観光客で賑わいました。
　本会の会員事業所の８店舗が集合。地元産
の材料等を使った食品や加工品などを持ちよ
り、ＰＲを含め各事業所の人気商品を販売。２
日目には、途中で商品が完売した事業所も出る
など、大盛況でした。
　２日間とも、それぞれ先着１００名の来場者
に、「長崎みかんのラスク」をプレゼント。ま
た、㈱日本紙器の段ボールでできたすべり台や
シーソーなどの遊具は、小さな子供たちに大人気
でした。
　「㈲溝上製材所」の木工体験や「かすてらハ
ウス（花のゴトウ）」のプリザーブドフラワーの
アレンジ体験コーナーにも多くの家族連れが足

を止めて参加し、
オリジナル作品を制
作していました。
　平成２６年度も商
工会で「ナガサキレ
イマーケット西その
ぎコレクション」の開
催に向けて、検討
します。
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(平成２６年３月１２日現在)

　　　　　　　　　　制度の種類制度の種類       利率(年利％)利率(年利％)

㈱日本政策金融公庫普通貸付  　1.45～3.35％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.60％

県創業バックアップ資金  　　2.20％

長与町小規模企業振興資金  　　2.50％

県中小企業経営緊急安定化対策資金 　　1.80％

県経営安定資金（長期資金）  　　2.50％
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精霊船を製作する事業所を募集します精霊船を製作する事業所を募集します！

（３月受付分）

「マル経融資」申込みに係る金融「マル経融資」申込みに係る金融
審査会の開催について（お知らせ）審査会の開催について（お知らせ）
「マル経融資」申込みに係る金融
審査会の開催について（お知らせ）

●４月審査会

  　第１回 　　　　第２回

　日　時　　　４月　７日（月） 　４月２１日（月）

　申込期限　締め切りました 　４月１１日（金）

●５月審査会

  　第１回 　　　　第２回

　日　時　　　５月　７日（水） 　５月１９日（月）

　申込期限　４月２５日（金） 　５月　９日（金）

　広報委員会では、５月中旬発行予定の町民
向け情報誌うぉっちんぐ５７号で精霊船製作事
業所の特集を予定しています。
　今夏、精霊船の予約販売を行う事業所で、
掲載を希望する場合は、４月１１日（金）までに
ご連絡ください。

経営指導員経営指導員　中尾　正浩　中尾　正浩

一般職員　一般職員　　山野　慧　山野　慧

経営指導員経営指導員　田中翔悟　田中翔悟

異動のごあいさつ異動のごあいさつ異動のごあいさつ

　初任地として３年間、大変お世話になりま
した。県下でも規模の大きい西そのぎ商工
会で勤務させて頂いたことは、何事にも代
えがたい貴重な経験でありました。衷心よ
り感謝申し上げます。会員皆様の更なるご
発展、ご多幸を祈念いたします。

　８月から３月末までの８ヶ月間大変
お世話になりました。長いようで短い
期間でしたが、何かしらお役に立てた
のかな、と思います。４月からは県外
に行きますが、無理をしない程度に頑
張っていきたいです。

対馬市商工会へ異動対馬市商工会へ異動

嘱託専門指導員嘱託専門指導員　赤坂　行広　赤坂　行広

　主に長与支所で嘱託専門経営指導員と
して週３回程度勤務します。。
　好きな分野は、会社設立などの創業関
係、ネットショップ運営をはじめとするWeb
マーケティングなどです。
　短い間ですが、皆様のお役に立てるよう
頑張っていきたいと思いますので、よろしく
お願いいたします。

経営指導員　田中翔悟 対馬市商工会へ異動

一般職員　　山野　慧

嘱託専門指導員　赤坂　行広

経営指導員　中尾　正浩

精霊船を製作する事業所を募集します！

一般職員　一般職員　　甲斐田　絵理奈　甲斐田　絵理奈

　　事業所名 　事業所名 　　代表者名　　　　業　　種　　　　地区代表者名　　　　業　　種　　　　地区

田平　トモ子　   　田平　トモ子　貸家業　　　　　　　　　時津

田平　義博　　　　田平　義博　貸店舗業　　　　　　　時津

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国製舶用艤装品㈱東海貿易　　　　陣野　慧　　　　　　　　　　　　　　時津　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輸入販売等

谷川クリーニング　谷川　治幸　クリーニング　　　　　時津

米糠酵素風呂　縁　日名子宏幸　その他の公衆浴場　長与

スナック　イヴ　　　　平野　美里　　飲食業　　　　　　　　長与

長崎県産業支援制度説明会のご案内長崎県産業支援制度説明会のご案内長崎県産業支援制度説明会のご案内

　新分野に進出したい！経営を見直したい！
販路を開拓したい！他の企業とコラボした
い！そんな皆様を応援するお得で便利な施策
の説明会が下記会場で開催されます。
●日時・場所
 ・４月２３日(水)１３：３０～１７：２５　長崎商工会議所

 ・４月２５日(金)１３：３０～１６：３０　諫早商工会議所

●問合せ先　長崎県産業・雇用施策活用推進
　　　　　　センター（産業政策課内）

 　　　　　　ＴＥＬ：０１２０-３１８-５４１

　昨年の２月より約１年間でしたが、
とても楽しく仕事をさせていただきま
した。温かくご指導いただいた役職員
や会員の皆様、本当にありがとうござ
いました。こちらでの経験を次の仕事
で生かして行きたいと思っております。

　旧吉井町・佐々町・新上五島町商工会勤
務を経て、この度、西そのぎ商工会にお世
話になることになりました。本所・時津支所
勤務となります。
　日々会員事業所のために努力し、皆様
のお役に立てるように頑張りますので、よろ
しくお願いいたします。

一般職員　　甲斐田　絵理奈
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