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平成２６年 決算の状況と展望平成２６年 決算の状況と展望平成２６年 決算の状況と展望
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 本会税務相談所では、時津地区１９９件、長与
地区１９２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につい
て、平成２６年分の概況を分析します。

●全体業種平均で売上・所得ともに伸びは微増全体業種平均で売上・所得ともに伸びは微増

 時津支所管内では、全業種平均で、売上が前
年比１０１.８％、所得も１０５.５％と、売上、所得
ともに前年より増加しました。なかでも飲食業
については、対前年比売上１１３．６％、所得も１
１５．１％と顕著な伸びとなりました。以下、建
設業、卸小売業、不動産業と続いています。
　一方、長与支所管内では、前年比売上が全体
平均で１０２．４％、所得も１０３．９％と上昇して
います。なかでも、不動産業の所得(１５０．２％)
の伸びが顕著で、全体を牽引した形になってい
ます。
 時津地区、長与地区とも売上・所得が伸びた
業種、下がった業種にバラツキが見られます
が、経費削減など企業努力による利益率の上昇
に加え、消費税増税前の駈け込み需要、株高、
原油安などへの期待感による心理的要因などの
相乗効果により、景況が上向いてきた感があっ
たと考えられます。

●景気の持ち直しか？消費税率気の持ち直しか？消費税率８％アップへの％アップへの
　駆け込み需要の影響か？　駆け込み需要の影響か？

　昨年４月からの消費税増税に伴い、平成２６年
１月～３月期は駆け込み需要の効果に加え、年の
後半には円安及び原油安等の要因が重なり、景
気の持ち直しが見られました。また地方創生を
はじめとする、中小・小規模事業者に対する国
の施策、株高、心理的側面等、数値的にもアベ
ノミクス効果が見え始めているのではないかと
分析されます。

　引き続き今年度も国の地方創生に係る施策の
一環として、地元消費の拡大と地域経済の活性
化を目的としたプレミアム付商品券の発行が予
定されるなど、中小・小規模事業対策等によっ
て景気は徐々に上向き始めることが期待されま
す。今後は、長崎駅前再開発(長崎新幹線・県
庁舎・MICE)等による経済効果も、景況を押し
上げる要因になると考えられます。

時 津 地 区時 津 地 区時 津 地 区時 津 地 区

　　 　　　売　上　動　向　　　 　　　売　上　動　向　     売　上　 所　得売　上　 所　得

 業　種 業　種　増加割合増加割合　減少割合減少割合　対前年比対前年比 対前年比対前年比

 ｻｰﾋﾞｽ業 ｻｰﾋﾞｽ業

飲食宿泊業飲食宿泊業

運輸通信業運輸通信業

 卸売業 卸売業

 建設業 建設業

 小売業 小売業

 製造業 製造業

 不動産業不動産業

 全　体 全　体

 30.6%    69.4%    93.6%    77.9%

 66.7%    33.3%   113.6%   115.1%

  0.0%   100.0%    96.6%    83.1%

 33.3%    66.7%   102.4%   156.6%

 51.4%    48.6%   103.9%    93.5%

 43.6%    56.4%   101.1%   114.3%

 38.5%    61.5%   101.4%    91.3%

 55.6%    44.4%   101.8%   111.9%

 39.9%    60.1%   101.8%   105.5%

　　 　　　売　上　動　向　　　 　　　売　上　動　向　     売　上　 所　得売　上　 所　得

 業　種 業　種　増加割合増加割合　減少割合減少割合　対前年比対前年比 対前年比対前年比

 ｻｰﾋﾞｽ業 ｻｰﾋﾞｽ業

飲食宿泊業飲食宿泊業

 建設業 建設業

 小売業 小売業

 製造業 製造業

 不動産業不動産業

 全　体 全　体

 48.0%    52.0%   106.3%    93.7%

 41.2%    58.8%   106.6%   113.0%

 40.0%    60.0%   100.4%    89.5%

 30.6%    69.4%    96.6%    89.0%

 64.3%    35.7%   101.4%    87.9%

 63.6%    36.4%   102.8%   150.2%

 47.9%    52.1%   102.4%   103.9%

長 与 地 区長 与 地 区長 与 地 区長 与 地 区
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　本年度最後の理事会を、３月２６日(木)に開催
しました。議案は、①商工会員加入承認で、新
たに１０会員が加入されました。②第４回補正予
算は、職員給与の改定が主な内容でした。③平
成２７年度の通常総会は、５月２２日(金)１６：００か
ら長崎ロイヤルチェスターホテルでの開催が決
定し、全ての議案が承認されました。
　また、２７年度役員改選における立候補期間を
５月１日～１５日と申し合わせがなされました。

　今年度の労働保険年度更新の申告・納付手続
き期間は、平成２７年６月１日(月)～７月１０日(金)
までです。
　ただし、商工会労働保険事務組合に委託の事
業所は、５月１５日頃が提出期限です。詳しく
は、４月中旬に商工会から発送予定の「労働保
険年度更新に関するご案内」でご確認くださ
い。
　同保険料等の算定方法は、平成２６年４月１日
～平成２７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です。
　ご不明な点は、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
問い合わせください。

労働保険の手続きを

変更します！
労働保険の手続きを

変更します！
労働保険の手続きを

変更します！

西そのぎ商工会で検索！　　　　　　　西そのぎ商工会　　　検索 ↑↑

第５回理事会報告第５回理事会報告第５回理事会報告

持続化補助金の
申請を指南します！

持続化補助金の
申請を指南します！

持続化補助金の
申請を指南します！

地方創生講演会終了地方創生講演会終了地方創生講演会終了

お知らせ

労働保険の年度更新労働保険の年度更新
お知らせ

労働保険の年度更新

　平成２７年３月２日(月)、長与南交流センター
で『地域再生予算と地方創生の先読み』をテー
マに聖学院大学講師で中小企業診断士の市原実
氏の講演会を開催しました。
　会員の他、長与町議会議員等も参加し、内容
の濃いものでした。

　商工会は、行政や関係団体等との連携を強め
ながら、今回の地方創生予算で①プレミアム商
品券、②ふるさと納税、③Ｂ－１グランプリを
実施し、④地域
おこし協力隊へ
の相互協力を進
め、この予算に
便乗して企業再
生を図るべきだ
との提案があり
ました。

　商工会労働保険事務組合では、労働保険（雇
用・労災）の各種手続きの事務委託を受けてお
ります。
　近年、取得や喪失などハローワークへ出向く
機会も多く、限られた人員のなか、他の業務に
も支障をきたす状況が散見されております。
　そこで、４月以降下記のとおり対応すること
としましたので、関係事業所の皆さまのご理
解、ご協力をお願いします。
　なお、急を要する手続きは、これまでと同様
に対応します。

　●ハローワークに出向く日ハローワークに出向く日

　　  毎月 ５日・日・２０２０日

　　　　   ※土日、祝日と重なった場合は
　　　　　　 直後の平日

　小規模事業者の販路開拓への取り組みを支援
する「小規模事業者持続化補助金」の申請書作
成セミナーを開催します。専門家を招き、経営
分析・事業計画の策定など書き方のポイントを
レクチャーします。
　同補助金の申請を予定の方は、ぜひご参加く
ださい。

【経営計画策定セミナー】営計画策定セミナー】

　●日　時：　日　時：　平成２７年４月２２日(水)
　　　　　　　　　　　　　　　　１０：００～１７：００
　●場　所：　場　所：　西そのぎ商工会　本所３Ｆ
　●講　師：　講　師：　西岡　隆　氏 (中小企業診断士)

　●参加費：  参加費：  無　料
  ●お申込：　お申込：　同封のチラシでお申込ください

【小規模事業規模事業者持続化補助金】持続化補助金】

　　商工会の助言等を受けて経営計画を作成　
　し、その計画に沿った販路開拓の取組みを
　行う小規模事業者の方に対し、費用の２／３
　が補助されます。
　　※詳しくは同封のチラシをご覧ください

　●１次締切日：終了しました
　●２次締切日：平成２７年５月２７日(水)
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平成２７年度平成２７年度

通常総会のお知らせ通常総会のお知らせ

平成２７年度

通常総会のお知らせ

平成２７年度

通常総会のお知らせ

　平成２７年度町補助金が、長与町・時津町とも
商工会の要望どおり３月議会で確定しましたの
でお知らせいたします。

                                (単位：円)
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青　年　部青　年　部青　年　部

商　工　会商　工　会商　工　会

女　性　部女　性　部女　性　部

●と　きと　き： ： 平成２７年５月２２日(金)

　　　　　 　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２７年４月１７日(金)

　　　　　 　１９：００～

●ところ：ところ： 西そのぎ商工会長与支所

●と　きと　き： ： 平成２７年４月２０日(月)

　　　　　 　１７：００～

●ところ：ところ： 寿司・割烹 なか富 (時津町左底郷)

　※後日、正式な開催案内を通知いたします。
　　関係者の皆様のご出席をよろしくお願いい
　　たします。

総額２億円分総額２億円分

プレミアム付商品券を発行プレミアム付商品券を発行！
総額２億円分

プレミアム付商品券を発行！
総額２億円分

プレミアム付商品券を発行！

　平成２７年度、長与町・時津町では、国(ま
ち・ひと・しごと創生本部)の支援を受け、総
額２億円分(既存２千万円)のプレミアム付商品
券の発行を予定しています。
　地元消費の拡大と、地域経済の活性化に資す
ることを目的としたもので、１冊１万円で１.２万
円分の買い物ができる２０％(既存１０％)のプレ
ミアム付です。発行金額・プレミアム率とも大
きく拡大します。
　内容は、“取扱店のみで使用”“釣銭は支払
われない”“現金とは引き換えない”など、従
来のプレミアム商品券と同様。使用期間は６カ
月以内を予定しています。
　発行にあたって、両町とも商工会へ委託。発
売時期や方法、換金手続きなど、詳細について
は、今後、両町と商工会で協議のうえ決定する
こととなっています。
　両町とも、沢山の事業所が、加盟店登録され
ることを呼び掛けています。
　会員の皆さん、商工会から案内があった際に
は、ぜひ加盟店登録をしましょう！

平成２７年度平成２７年度

町補助金が確定町補助金が確定！
平成２７年度

町補助金が確定！
平成２７年度

町補助金が確定！

事　業　名事　業　名
補助金額補助金額

長与町長与町 時津町時津町

商工会組織支援事業商工会組織支援事業
(運営費補助)(運営費補助)

事　

業　

費

事　

業　

費
長与商工まつり

開催事業

地域の核店舗
(繁盛店)創造事業

小規模事業所
健康診断支援事業

ものづくり
人材育成事業

まちゼミ in
西そのぎ事業

商工会館整備事業

3,000,000   3,000,000

  750,000     750,000

  100,000     500,000

  100,000     100,000

  100,000     100,000

  400,000

　900,000

時津町 「ふるさと納税」時津町 「ふるさと納税」

御礼品提供事業所を募集御礼品提供事業所を募集！
時津町 「ふるさと納税」

御礼品提供事業所を募集！
時津町 「ふるさと納税」

御礼品提供事業所を募集！

　平成２７年３月１８日(水)、時津町「ふるさと納
税」御礼品提供事業所説明会が開催されまし
た。時津町は地元商工業の振興を目的として、
提供店の募集を積極的に行っています。町・県
産品を取り扱う事業所が対象です。御礼品は食
材に限らず、工芸品・加工品も対象になりま
す。販路拡大のチャンス！ぜひお問い合わせく
ださい。

 ●ふるさと納税とは？ふるさと納税とは？

　　自治体への寄附金のことです。
　　個人が２,０００円を超える寄附を行ったとき
　に、所得税・住民税が軽減されます(限度額
　あり)。

 ●５つの特徴５つの特徴

　　 　　 ①特産品がもらえる！

　　 ②生まれ故郷でなくてもＯＫ！

　　 ③税金が控除される！

　　 ④使い道を指定できる！

　　 ⑤複数の自治体から選べる！

合　　計合　　計 5,350,000   4,450,000
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(平成２７年３月１１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  　1.30～3.10％

㈱日本政策金融公庫経営改善貸付 　　1.35％

県創業バックアップ資金  　　2.00％

長与町小規模企業振興資金  　　2.50％

県経営安定資金（長期資金）  　　2.50％
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「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）

  　第１回 　　　　第２回

４月審査会　　４月　６日（月） 　　４月２０日（月）

　申込期限　締め切りました 　 ４月１０日（金）

５月審査会　　５月　７日（木） 　　５月１８日（月）

　申込期限　 ４月２４日（金） 　　５月　８日（金）

（３月受付分）

新入社員研修会 開催！新入社員研修会 開催！新入社員研修会 開催！

西そのぎ商工会で検索！　　　　　　　西そのぎ商工会　　　検索 ↑↑

異動・退職のご挨拶異動・退職のご挨拶異動・退職のご挨拶異動・退職のご挨拶 着任のご挨拶着任のご挨拶着任のご挨拶着任のご挨拶

長与支所長　山内　潤 　　新上五島町商工会へ異動長与支所長　山内　潤 　　新上五島町商工会へ異動長与支所長　山内　潤 　　新上五島町商工会へ異動

時津支所主事　水町　智子 　　退職時津支所主事　水町　智子 　　退職時津支所主事　水町　智子 　　退職

長与支所一般職員　村川　典子 　　退職長与支所一般職員　村川　典子 　　退職長与支所一般職員　村川　典子 　　退職

長与支所一般職員　甲斐田　絵理奈 　　退職長与支所一般職員　甲斐田　絵理奈 　　退職長与支所一般職員　甲斐田　絵理奈 　　退職

　平成２２年４月１日、西そのぎ商工会に
赴任し丸５年間。会員、青年部・女性
部、役職員の皆様には大変お世話にな
り、ありがとうございました。
　県下でも大きな商工会で仕事をさせ
ていただいたことは、大きな自信とな
り、誇りでもあります。心から感謝申
し上げます。皆様のご繁栄、ご健勝を
祈念し、異動の挨拶といたします。

　平成２４年４月より３年間、女性部・
税務・労働保険・うぉっちんぐ など
会員の皆様には、大変お世話になりま
した。お蔭様で楽しく働くことが出来
ました。商工会は退職しますが、皆様
のご健康と事業の繁栄をお祈り申し上
げます。見かけたら声をかけて下さい。

　この度、退職することになりまし
た。皆様方との出会い、貴重な経験
等をさせて頂いた事に心より感謝し
ております。
　皆様のご健康と益々のご繁栄をお
祈り申し上げます。長い間お世話に
なりました。

　昨年１０月からの短い間でしたが退
職することになりました。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活か
して行きたいと思っております。

時津支所主事　相嶋　達也 　　新規採用　時津支所主事　相嶋　達也 　　新規採用　時津支所主事　相嶋　達也 　　新規採用　

時津支所主事　松本　茜 　　西海市商工会から異動時津支所主事　松本　茜 　　西海市商工会から異動時津支所主事　松本　茜 　　西海市商工会から異動

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

炭火焼鳥　蔵人  田中　裕也   焼鳥店　       時津

ＵＣコーポ　　　　   大園　繁樹  不動産業            時津

ﾔﾏﾓﾄ電器ｻｰﾋﾞｽ　山元　英樹　家電販売・修理　　時津

㈱西部試錐工業　北村　篤実　地質調査　　　　　 時津

たこボウ　　　　　　 大久保正史 焼鳥・たこ焼き店　時津

                         西川　貴宏　輸出入業　　　　　　長与JAPAN GATE OVER
ASIA (同)

振替納税をご利用の方へ振替納税をご利用の方へ振替納税をご利用の方へ

　４月１日付けで西海市商工会より西
そのぎ商工会にお世話になることに
なりました。
　一日でも早く会員皆様のお役に立
てるよう頑張っていきたいと思いま
すので、どうぞよろしくお願いいた
します。  

　この度、西そのぎ商工会へ配属と
なりました。
　時津町は小学校時代を過ごした、
思い出深い地域です。そのような地
域で働けることを大変嬉しく思いま
す。少しでも地域に貢献できるよう
一所懸命頑張ります。

　まだまだ受講生を募集中です。
　直接、お電話でお申し込みください。
　　　　　　　　　(担当：時津支所　潮屋)

　●日　時日　時：平成２７年４月７日(火)、８日(水)
　●場　所場　所：西そのぎ商工会時津支所
　●内　容内　容：コミュニケーション
　　　　　　チームビルディング　他
　●参加費参加費：５，０００円／１人

　３月１６日(月)で今年の確定申告も終了しま
した。振替納税をご利用の方は振替日が下記
のとおりとなっています。
　引き落としできない場合、延滞税がかかる
可能性がありますので、前日までに預貯金残
高のご確認をお願いします。

所得税：平成２７年４月２０日(月)

消費税：平成２７年４月２３日(木)

所得税：平成２７年４月２０日(月)

消費税：平成２７年４月２３日(木)

所得税：平成２７年４月２０日(月)

消費税：平成２７年４月２３日(木)

所得税：平成２７年４月２０日(月)

消費税：平成２７年４月２３日(木)

所得税：平成２７年４月２０日(月)

消費税：平成２７年４月２３日(木)

中富　ヒフミ         中富  ヒフミ　不動産業　　　　　　時津
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