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ビガー
アントレプレナーシップ論講座　最終発表会
ビジネスプランコンテストの見学者募集

　文京区では、地域産業の振興及び大学発ベンチャーの創出を図るため、ア
ントレプレナーシップ論講座運営事務局と提携して、ビジネスプランコンテ
ストを開催します。
　コンテストでは、一般公開を行いますので、ご見学を希望される方は、今
後の区報ぶんきょうをご参照のうえ、ご応募ください。

	 ８月９日（土）　14：00～17：00（開場13：30）
	 文京シビックホール小ホール（文京シビックセンター２階）
	 どなたでも
	 	今後の区報ぶんきょう及び、下記ホームページで周知する予定です。

日　　時
会　　場
対　　象
申込方法

　文京区では、区内商業の活性化を目的として、平成25年
秋に「文京の逸品」を公募し、応募または推薦のあった品物
の中から、文京区らしさ、独創性、実用性などを基準に41品
を選定しました。
　また、区内大学で購入可能なオリジナルグッズも紹介してお
ります。
　ご自分用に、おみやげに、
大切な方への贈り物などに、
各店ご自慢の一品をご活用
ください。文京「逸品マップ」
は地域活動センター・図書
館・文京区観光協会などで
配付しています。
　また、文京区のホームペー
ジからも電子ブックでご覧
になれます。

文京
作成しました！

「逸品マップ」

お問い合わせ：経済課産業振興係　TEL （5803）1173

臨場感あふれるプレゼン風景

文京逸品マップ 検	索

アントレプレナーシップ論講座 検	索
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２．経営相談
・�経営、金融、税務、法律など経営上の問題でお困りの方や経営を改善される方々に対して相談や指導、あっせんを通
じて事業繁栄のお手伝いをします

相談内容 相談員 相　談　日　程 備　　　考 時　　　間月 火 水 木 金

税　　務 税理士 第２ ５月・７月・９月・11月・12月
13：00～16：00１月19日～３月９日　毎週月曜日　開催 １月～３月

法　　律 弁護士 第３ 毎月（休：８月）

経営一般 商工会議所の
経営指導員 毎　　　　　日 毎　　　月 � 9：30～17：00

記帳指導 商工会議所の
記帳専任職員 毎　　　　　日 毎　　　月 � 9：30～17：00

※事業にかかわる相談に限らせていただきます

１．�融資制度�
マル経融資（小規模事業者経営改善資金）

　特　色
　　①商工会議所の経営指導を通じて融資の推せんを行います。
　　②安心して借入ができる国（日本政策金融公庫）の融資制度です。
　　③担保も保証人も要りません。しかも、信用保証協会の保証も不要です。
　　④相談料、手数料などは一切不要です。

東京商工会議所は、あなたの頼れるパートナーです

次の要件をすべて満たしている方
①従業員数
　�５人以下（宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業）
　20人以下（製造業・その他の業種）
②税金完納
　所得税（法人税）、事業税、住民税
③同一地区内で１年以上事業を営んでいること
④�商工会議所の経営・金融に関する指導を受けて事業改善に
取り組んでいる方

※�商工業者であり、かつ日本政策金融公庫の融資対象業種を営んでいる方

ご利用いただける方
・融資限度額
　2,000万円
・返済期間
　運転資金 ７年以内
　設備資金10年以内

・担保・保証人
　�不要（信用保証協会の
保証も不要）

・融資利率
　�1.45％（平成26年
４月９日現在）

※�融資のお申し込みには、２期分の決算書および確定
申告書（控）などが必要となります
※�この融資限度額、返済期間の取扱いは、平成27年３
月31日の日本政策金融公庫受付分までとなります

融資の条件

　総務省と経済産業省は、平成26年７月１日に、平成26年経済センサス基礎調査と平成26年商業統計調査を実
施します。両調査は調査対象となる事業所及び企業における報告負担の軽減、効率的かつ円滑な調査等の実施の観
点から、一体的に実施いたします。区内事業所の皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

　　　　　平成26年７月１日（火）
　　　　　全国すべての事業所及び企業
　　　　　�支社等のない単独事業所については調査員が事業所に伺い、調査票への記入依頼、調査票等の配布・回

収（紙・オンライン回答）をします。
　　　　　�支社等複数の事業所を有する企業については、調査事務局が調査票を直接、郵送により配布・回収（紙・

オンライン回答）します。
　　　　　�従業者数など基本的な事項のほか、売上（収入）金額を調査します。

◆提出された内容は統計作成の目的以外には、絶対に使用しません。

調査期日
調査対象
調査方法

調査事項

【お問い合わせ】文京区区民部区民課調査統計係（文京シビックセンター12階南側）
　　　　　　　 TEL：5803-1172

⃝東京商工会議所文京支部　�TEL　3811-2683�
FAX　3811-2820

　〒112-0003　文京区春日1-16-21　文京シビックセンター（地下２階）

東商文京 検�索

オンライン回答も
できます！
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文京区の中小企業向け融資あっせん制度についてのご案内
　区内中小企業の方の事業活動を支援するため、文京区では融資あっせん事業を行っています。
　事業経営の安定や経営基盤の強化に必要な設備の導入等を図る際に必要な事業資金を低利で受けられるよう、取扱金融機関に対
して、区が融資をあっせんします。
　文京区の融資あっせんが受けられる企業は下記のとおりです。
　⑴区内に主たる事業所（法人企業は本店登記も）を有し、同一場所で同一事業を引き続き１年以上営んでいること
　⑵申込みをする日までに納付すべき（納期の到来している）住民税・事業税を完納していること
　⑶東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること
　⑷個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること
　⑸許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること
　⑹あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること
　融資詳細や、下記以外の融資メニューについてはお問い合わせください。　

（特別融資）
【借換資金】
　借換するすべての融資が下記の条件を満たしていることが必要です。
　①借換対象融資は「借換資金」以外の文京区融資（東京都制度融資は対象外）であること
　②旧債務は約定返済（元金返済）を６か月以上行っていること
　③複数の金融機関にある借入を借換一本化する場合は、この制度で申込む取扱金融機関以外の金融機関の借換同意があること

融資名 資金使途 限度額（万円） 返済期間
利率（年）％

備　考
契約利率 利子補給 実質利率

借換資金 運転
設備

2,000
　代表者区民の場合　

2,400

10年以内
元金据置なし 2.2 0.7 1.5

事前に金融機関・東京信用
保証協会とよくご相談のう
え、お申込みください。

�
⎜
�

�
⎜
�

【経営環境変化対策資金】
　経営環境の急激な変化等により事業活動に影響を受けている中小企業者で、次のいずれかに該当していることが条件になります。
　①申込日を基準とした直前３か月間または１年間の売上高が前年同期に比べ10%以上減少していること
　②申込日を基準とした直前３か月間または１年間の営業利益が前年同期に比べ10%以上減少していること

融資名 資金使途 限度額（万円） 返済期間
利率（年）％

備　考
契約利率 利子補給 実質利率

経営環境変化
対 策 資 金

運転
設備

1,000
　代表者区民の場合　

1,200

８年以内
元金据置期間

12か月以内を含む
2.1 1.8 0.3 融資あっせんの申込みは事

業者本人が行ってください。

※特別融資のメニューは上記以外にもございます。

�
⎜
�

�
⎜
�

◆融資あっせん申込
受付時間／月曜日～金曜日
　　　　　午前９時30分～午後４時30分
受付場所／東京商工会議所文京支部
　　　　　文京シビックセンター地下２階

◆お問い合わせ
東京商工会議所文京支部（地下２階）
　文京区春日1-16-21　☎5842-6731（直通）
文京区経済課産業振興係（地下２階）
　文京区春日1-16-21　☎5803-1173（直通）

（一般融資）

融資名 資金使途 限度額（万円） 返済期間
利率（年）％

備　考
契約利率 利子補給 実質利率

一般運転資金 運転
1,200

　代表者区民の場合　
1,500

７年以内
元金据置期間

６か月以内を含む
2.2 0.3 1.9 

一般運転資金と一般設備資
金を同時に申込む場合、一
本の融資としてお申込みく
ださい。一般設備資金 設備

1,800
　代表者区民の場合　

2,000

８年以内
元金据置期間

６か月以内を含む

小規模企業資金 運転
設備

600
　代表者区民の場合　

750

５年以内
元金据置期間

６か月以内を含む
2.2 1.2 1.0 

常時使用する従業者
（役員・アルバイト等は含
みません）が、20人以下の
中小企業者

創業支援資金 運転
設備

800
　代表者区民の場合　

1,000

６年以内
元金据置期間

12か月以内を含む
2.2 1.7 0.5

文京区内で創業しようとす
る場合または区内で創業し
1年未満の場合

�
⎜
�

�
⎜
�

�
⎜
�

�
⎜
�

�
⎜
�

�
⎜
�

�
⎜
�

�
⎜
�
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～中小企業の皆様をサポートします～
　区では、区内の中小企業の皆様への支援を行っています。ご活用ください。

名　　　称 内　　　容
経営相談
時間：�9：30～16：30（月～金）
場所：東京商工会議所文京支部
　　　�（文京シビックセンター

地下２階）

中小企業の経営の安定向上を図るため、経営指導員等が、区の融資制度に関する相談のほか、
経営上の問題でお困りの方や経営を改善される方々に対して相談・助言を行っています。

経営改善専門家派遣 （公財）東京都中小企業振興公社と連携し、経営課題解決を図るため専門家を派遣します。
公社派遣事業に要する費用１日当たり11,200円のうち9,400円を区が補助します。

中小企業支援員による訪問
（月・火・水・金曜日）

経営の安定や振興を図るため、文京区中小企業支援員が、区内企業を直接訪問し、中小企業向
け支援メニューやセミナー、催事等の情報提供、企業間交流・販路拡大等にかかる助言、下請
取引にかかる諸問題の相談等を行っています。

新製品・新技術開発費補助事業
（募集期間５月30日（金）まで）

新製品・新技術等の開発事業で、技術力の向上、経営基盤強化に資する事業であると認めたも
のについて、事業に要する経費の一部を補助します。
補助対象経費：事業に要する経費の２分の１（限度額100万円）。

チャレンジショップ支援事業
（募集期間５月23日（金）まで）

地域に根ざした起業家等の発掘・育成と区内商店街の活性化を図ることを目的として、区内商
店街の空き店舗において創業される方に家賃補助や経営相談などを行います。
家賃補助：�店舗の賃借料の２分の１（月限度額５万円）を12ヵ月を限度として補助します。
経営相談：�中小企業診断士等の専門家を３年間無料でお店へ派遣します。（計10回以内）

展示会等出展費用補助
※予定件数に達した時点で締切

異業種交流、市場開拓または販路拡大を目的として、平成26年度に開催する国内外見本市・
展示会等に出展する区内中小企業・団体への出展料の補助を行います。
補助対象経費：展示会等出展料の２分の１（限度額10万円）

中小企業エコ・サポート事業
（募集期間７月31日（木）まで）
※予定件数に達した時点で締切

省エネ対策を実践する中小企業を支援することを目的として、環境に配慮した持続的な発展と
コスト削減を図り、収益力の向上が見込まれる省エネ改修等を実施した中小企業に対して費用
（設備費）の一部補助を行います。
補助対象経費：省エネ改修等費用の３分の２（限度額50万円）

大学発ベンチャー支援事業
創業10年未満の大学発ベンチャー（大学の研究成果等を活用して設立した企業、現役学生に
よる起業など）が取り組む新製品・新技術開発プロジェクトに対して、事業に要する経費の一
部を補助します。
補助対象経費：事業に要する経費の３分の２（限度額50万円）

※�補助事業には、上記のほかにも補助条件がある場合があります。また、内容が変更になる場合や上記以外にも事業がありますので、詳しく
は下記まで、お問い合わせ下さい。

主要事業

【お問い合わせ】経済課産業振興係（文京シビックセンター地下２階）　TEL：5803-1173

《制度概要》
■融 資 対 象　次の①、②の両方に該当する必要があります
　①保証協会の保証付融資を利用していること
　②事業計画を策定し資金繰り安定化や経営改善に取り組むこと
■資 金 使 途　運転資金
■融 資 期 間　10年以内（据置期間６か月以内を含む）
■融資限度額　既存保証付融資の残高に、事業計画の実施に必要な資金および諸費用を加えた額の範囲内
■信用保証料　�当協会の定めによる�

※小規模企業者（従業員数が製造業等20人、卸売業・小売業・サービス業は５人）に対し、東京都が２分の１を補助

東京都制度融資「特別借換」が拡充されました
　既往融資の一本化により返済負担を軽減できる「特別借換」は、より使い勝手が良くなり、事業計画の実施に必
要な資金が上乗せ（真水資金導入）できるようになりました。

詳細につきましては
当協会のほか、東京都の
ホームページを
ご覧ください！

■■お問い合わせ■■
東京信用保証協会　上野支店　TEL�03（3847）3171

東京都が信用保証料の２分の１を
補助します！
※�信用保険法第２条第３項に定める小規
模企業者が対象となります。

原則として、既往の保証協会の保
証付融資のすべてが借換の対象と
なります！

Point① Point②
借り換える保証協会の保証付融資
残高に、事業計画の実施に必要な
資金およびこの融資に係る諸費用
が上乗せできます！

NEW Point③

東京信用保証協会 検�索
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藤野　真人 氏

シリーズ：【新たな文京を作るリーダーたち】

第16回
「ハイテクな機械にこそ人のあたたかみを」
フェアリーデバイセズ株式会社　代表取締役　藤野　真人 氏

大切な人を亡くして
　大学に入学したときは、情報科学の研究を志していたの
ですが、大切な人を病気で亡くすという経験をし、自分は
プログラムがかけても病気のことは全くわからない、病気
について知りたいと思って、専門課程では生物系を学ぶこ
とにしました。
　そんなとき、「バイオインフォマティクス（※1）に精通し
た人物が欲しい」と創薬系のベンチャーからお誘いを受け
て、コンピュータの知識を活かして、がんに効果のある薬
を調べる仕事に携わりました。
　バイオベンチャーは、巨額な資金が動く世界で刺激を受
けるとともに、経営について考える機会にもなりました。

少女を支えたクマのぬいぐるみ
　バイオベンチャーで働きつつ、基礎医学の研究者を目指
すため、大学院に入学しました。研究医の実習として大学
病院を訪れた際、ある女の子と知り合いました。彼女は長
く入院しており、枕元にはいつも小さなクマのぬいぐるみ
を置いていました。病院内のどこに出歩くにも持ち歩いて、
「いつも一緒だからさびしくないよ」と教えてくれたこと
が印象に残っています。
　手術の日、医療機器に囲まれた手術室に、少女の枕元に
クマのぬいぐるみがありました。医療機器は彼女を生かす
ために必要なものですが、クマのぬいぐるみも、彼女が生
きるために大切なものであり、光り輝いているようにさえ
感じました。
　それまで、病気とは何か、いかに病から人を救えるのか
ということばかり考えていました。しかし、あのクマのぬ
いぐるみは、いかに生きるかということについて、１つの
あり方を示していたのだと思います。
　テクノロジーを活かして、あのクマのぬいぐるみのよう
な存在を創りたいと考え、フェアリーデバイセズ（妖精た
ちの機械）株式会社を設立しました。

病床の子どもたちに星空を
　バイオベンチャーを退職し、大学院を中退し、お金も人
も設備も経験もない、当時１人で設立した電機メーカーで
した。最初に開発に取り組んだのが、プラネタリウムソフ
ト「ステラウィンドウ（星
の窓）」でした。
　少女が入院していたと
きに、「お兄ちゃん、あ
のお星様はなあに？」と
訊かれたことがありまし
た。長期入院の児童は、
自由に外に出ることも
間々ならず、夜の星空を
見ることはできません。

外の世界を星の世界みたいな形で体験できるようなデバイ
スがあったらと考え、製作に至りました。

実行可能な約束は果たしたい
　「ステラウィンドウ」の配送は、クリスマスイブを目指
していたのですが、工場にデータを提出した直後にミスが
発覚し、多額の追加コストがかかってしまい、大きなショッ
クを受けたことを今でも昨日のことのように憶えていま
す。納入ギリギリであったため、自分たちで、工場から物
流拠点のある有明まで運びました。
　しかし、そのうちの３つは、遠方の地域で24日の配送
に間に合わないとわかり、社員と手分けをしてお届けしま
した。そのときのお客様の嬉しそうな顔は今でも忘れられ
ません。
　研究のように、実際にやってみないとわからないことは、
期限通りに成果を得られずに約束を果たせないときもあり
ますが、実行可能な約束は果たしたいし、今では楽しい思
い出です。

新たな常識を創るテクノロジーを
　創業のきっかけとなった、
ステラウィンドウですが、国
内販売は結果的に２年で終了
しました。それ以来、IPA未
踏ソフトウェア開発事業等で
の開発経験（バイオリン演奏
デバイス）を経て、新たなチャ
レンジとして、音の情報処理、
音声認識の技術開発に力を入
れています。
　たとえば、シャープのお掃
除ロボット「COCOROBO」
のクラウド音声サービスは、
当社の技術が採用されていま
す。機械に「天気教えて」と
問いかけると、「明日の天気は曇りのち雨だよ。お出掛け
には傘を持っていった方がいいよ」などと答えます。
　音の情報は、あまり技術活用されていないと思います。
たとえば、救急車の音を聞くと、事故や急患などの可能性
が認識されます。また、バッティングセンターで、「良い
音がする」と言うけれども、そもそも良い音とは何か追求
していく余地があります。
　当社では、音を通じて人間と機械をつなげていくような
テクノロジーを開発していきたいと思います。会話ができ
るクマのぬいぐるみに、近い将来、会えますよ、きっと。

※１�　生物情報科学。情報科学と生命科学の融合領域で、遺伝子など
生物に関する膨大なデータをコンピュータで解析する研究分野。

室内にも星空を（ステラウィンドウ）

人の演奏をまねる自動演奏装置
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文京区今期の特徴点 平成26年１月～３月
調査時期　26年３月中旬
調査方法　面接聴取

有効回答事業所数
製造業	 102
卸売業	 23
小売業	 34
サービス業	 35
不動産業	 11

スポット君
景気予報

好調 普通 不調

製造業は前期同様、卸売業・不動産業はプラスに転じ、小売・サービス業は悪化幅が拡大した。

サービス業
　サービス業の業況は大きく厳しさを強めている。個別
に見ると、売上額は大幅に低迷し、収益は増加から減少
に大きく転じた。料金価格は前期同様の水準で、材料価
格はわずかに落ち着きを見せている。資金繰りは前期同
様の厳しさで、「借入難易度」は改善している。
　経営上の問題点は、「同業者間の競争の激化」が１位、
「売上の停滞・減少」が２位となった。重点経営施策は、
「販路を広げる」が１位、「宣伝・広報を強化する」が
２位である。

卸売業
　卸売業の業況は極端に好調に転じている。個別に見る
と、売上額は大幅に好転し、収益も大幅に増加に転じて
いる。販売価格は上昇が大きく弱まり、仕入価格もわず
かに落着きを見せている。在庫数量はわずかに過剰感が
強まっている。資金繰りは大きく窮屈感を脱している。
「借入難易度」は容易さがわずかに縮小している。
　経営上の問題点は「同業者間の競争激化」が１位、「売
上の停滞・減少」が２位となっている。重点経営施策は「販
路を広げる」が１位、「経費を節減する」が２位である。

不動産業
　不動産業の業況は好調に転じている。個別に見ると、
売上額は増加幅がかなり縮小し、収益も大きく減少の兆
しである。販売価格は上昇がわずかに弱まり、仕入価格
は上昇が大幅に弱まっている。在庫数量は過剰から品薄
へと大幅に転じている。資金繰りは厳しさがやや和らい
でいる。「借入難易度」は前期同様の厳しさである。
　経営上の問題点は、「同業者間の競争の激化」が１位、
「大手企業との競争の激化」が２位である。重点経営施
策は「情報力を強化する」が１位、「宣伝・広報を強化
する」が２位である。

小売業
　小売業の業況はやや悪化幅が拡大している。個別に見
ると、売上額もやや減少を強めており、収益は大きく持
ち直している。
　業種別にみると、「衣服・呉服・身の回り品」の業況
は悪化幅が極端に拡大している。「飲食料品」の業況も
悪化幅が非常に拡大している。「家電・家庭用機械」の
業況は厳しさが非常に和らいでいる。小売業全体の販売
価格は下降へ大きく転じて厳しさを強め、仕入価格は前
期並の上昇が続いている。在庫数量は過剰から品薄へと
転じている。資金繰りは厳しさが和らぎ、「借入難易度」
は苦しさがかなり強まっている。経営上の問題点は「売
上の停滞・減少」が１位、「大型店との競争激化｣ が２
位である。重点経営施策は、｢経費を節減する｣ が１位、
｢品揃えを改善する｣ が２位である。

製造業
　製造業の業況は前期同様の厳しさが続いている。個別に見ると、売上額は減少を幾分強め、収益は減少幅が拡大して
いる。業種別にみると、「精密機械器具」の業況はわずかに持ち直している。「繊維工業、衣服・その他の繊維製品」の
業況は悪化が大幅に強まっている。「出版・製本業」の業況感は低調感を大幅に強めており、「印刷・製版業」の業況は
前期同様の厳しさが続いている。
　製造業の販売価格は下降を幾分強め、原材料価格は上昇幅が大きく縮小している。在庫数量は過剰から品薄へとわず
かに転じている。資金繰りは前期並みの苦しさで、「借入難易度」は改善している。
　経営上の問題点は「売上の停滞・減少」が１位、「同業者間の競争の激化」が２位となった。重点経営施策は「経費を
節減する」が１位、「販路を広げる」が２位である。
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特別調査「消費税率引上げの影響と賃金・価格改定の動向」

本調査結果の特徴
今年（2014年）４月からの消費税率引上げ（５％→８％）の販売価格への反映（転嫁）について、「一部の反映（転嫁）にとどまる」40.8％、「わからない」
28.9％となっている。消費税率引上げの売上に対しての見込まれる影響については「どちらともいえない」26.5％、「わからない」21.8％となっている。
消費税率引上げ後の収益確保の対策については「いっそうの経費削減につとめる」30.0％、次いで「販売価格を個別品目・区分ごとに見直す」、「これまで
と変わらない」27.1％、となっている。アベノミクスの流れの中で、今春、賃金を引き上げた理由については、「従業員の処遇改善」8.6％、引き上げてい
ない理由については、「当面のところは様子をみている」32.1％となっている。最近（ここ１年）、主な製品・商品・サービス価格そのものを改定（引上げ）
した理由について、「原材料価格の上昇」8.1％、改定（引上げ）していない理由については、「競争激化で改定困難」30.5％となっている。

（特別調査データ）
【問１】　今年（2014年）４月からの消費税率引上げ（５％→８％）について、貴社では、販売価格にどの程度反映（転嫁）できると考えていますか。あて
はまるものを、次の１～４の中から１つお答えください。
� 単位：％

項　目 統　計 製造業 卸売業 小売業 サービス業 不動産業
１．全て反映（転嫁）できる 20.9 20.6 34.8 14.7 20.0 27.3
２．一部の反映（転嫁）にとどまる 40.8 41.2 47.8 38.2 28.6 63.6
３．まったく反映（転嫁）できない 9.5 9.8 13.0 11.8 5.7 9.1
４．わからない 28.9 28.4 4.3 35.3 45.7 －

【問２】　今年（2014年）４月からの消費税率引上げ（５％→８％）は、当面の貴社の売上に対し、どのような影響を与えると見込まれますか。最もあては
まるものを次の１～10の中から１つお答えください。
� 単位：％

項　目 統　計 製造業 卸売業 小売業 サービス業 不動産業
１．今年４月末ごろまで減少する 1.4 1.0 4.3 － 2.9 －
２．今年６月末ごろまで減少する 13.7 14.7 13.0 14.7 2.9 36.4
３．今年９月末ごろまで減少する 12.3 13.7 17.4 8.8 8.6 18.2
４．今年12月末ごろまで減少する 9.5 11.8 4.3 14.7 5.7 －
５．来年（2015年）以降も減少する 7.1 5.9 8.7 11.8 5.7 －
６．どちらともいえない 26.5 25.5 21.7 17.6 37.1 45.5
７．影響はない・変わらない 7.6 4.9 13.0 5.9 14.3 －
８．むしろ増加する － － － － － －
９．わからない 21.8 22.5 17.4 26.5 22.9 －
10．その他 － － － － － －

【問３】　今年（2014年）４月からの消費税率引上げ（５％→８％）後の収益を確保するために、貴社ではどのような対策を考えていますか。あてはまるも
のを次の１～10の中から最大３つお答えください。
� 単位：％

項　目 統　計 製造業 卸売業 小売業 サービス業 不動産業
１．販売価格を全面的に引き上げる 14.8 14.9 21.7 14.7 14.3 9.1
２．販売価格を個別品目・区分ごとに見直す 27.1 23.8 8.7 38.2 28.6 54.5
３．新事業・分野への進出を検討する 4.8 3.0 4.3 － 17.1 －
４．仕入価格の上昇を抑える 20.0 24.8 21.7 26.5 2.9 18.2
５．新しい仕入先を検討する 5.7 4.0 17.4 － 2.9 9.1
６．駆け込み需要の平準化につとめる 7.1 8.9 8.7 2.9 2.9 18.2
７．いっそうの経費削減につとめる 30.0 29.7 26.1 29.4 25.7 45.5
８．現状の業容を拡大する 8.1 7.9 17.4 － 14.3 －
９．これまでと変わらない 27.1 30.7 30.4 17.6 31.4 －
10．その他 － － － － － －

【問４】　貴社では、アベノミクスの流れの中で、今春、賃金を引き上げましたか。引き上げた場合は、その理由について、最もあてはまるものを次の１～５
の中から１つお答えください。引き上げていない場合は、その理由について、最もあてはまるものを次の６～10の中からお答えください。
� 単位：％

項　目 統　計 製造業 卸売業 小売業 サービス業 不動産業
１．アベノミクスの流れを踏襲 1.0 － 4.3 － 2.9 －
２．従業員の処遇改善 8.6 5.0 17.4 8.8 11.4 18.2
３．自社の業績改善を反映 3.8 4.0 4.3 － 5.7 9.1
４．人手不足を背景とした賃金上昇 1.0 2.0 － － － －
５．その他 0.5 － － － 2.9 －
６．自社の業績低迷 23.0 27.0 21.7 29.4 14.3 9.1
７．景気見通しが不透明 25.4 25.0 26.1 14.7 31.4 36.4
８．諸経費増で支払余力なし 4.8 3.0 － 11.8 5.7 9.1
９．当面のところは様子を見ている 32.1 34.0 26.1 35.3 25.7 18.2
10．その他 － － － － － －

【問５】　最近（ここ１年）、貴社では、主な製品・商品・サービス価格そのものを改定しましたか。改定（引上げ）した場合は、その理由について、最もあ
てはまるものを次の１～５より１つお答えください。改定していない場合は、その理由について、最もあてはまるものを次の６～10より１つお答えください。
� 単位：％

項　目 統　計 製造業 卸売業 小売業 サービス業 不動産業
１．原材料価格の上昇 8.1 7.9 4.3 2.9 11.4 27.3
２．仕入先値上げ要請 4.3 4.0 8.7 5.9 2.9 －
３．人件費上昇 1.9 1.0 8.7 － 2.9 －
４．円安傾向の定着 0.5 － 4.3 － － －
５．その他 1.0 2.0 － － － －
６．競争激化で改定困難 30.5 38.6 13.0 23.5 31.4 9.1
７．顧客・販売先に受け入れられない 19.0 17.8 13.0 32.4 11.4 27.3
８．現状の価格は適正 28.1 24.8 39.1 32.4 22.9 27.3
９．むしろ価格を引き下げた 6.2 4.0 8.7 2.9 14.3 9.1
10．その他 0.5 － － － 2.9 －
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お買い物は文京区で !! 資源有効活用のため再生紙を使用しています
文京区印刷物番号 E0114001

「文京区勤労者共済会」に入りましょう
働くあなたの福利厚生を応援します！

文京区勤労者共済会とは……区内事業所で働く勤労者のみなさんの福利厚生を応援するための団体です。

 加入できる方 　 区内の300人以下の事業所で働く70歳以下の従業員と事業主 
※原則として事業所全員で加入してください。

 入 会 金 　１人　　 200円
 会　　　　費 　１人１月 500円

� ＊枚数及び回数制限があります
給付事業　結婚・出産・就学・銀婚など祝金（10,000～20,000円）
　　　　　死亡弔慰金（10,000～100,000円）、入院見舞金（5,000円～20,000円）など
【お問い合わせ】
一般社団法人�文京区勤労者共済会　〒112-8555　文京区春日1-16-21（文京シビックセンター地下２階）
TEL：03（5803）1108　　FAX：03（3815）3251　　URL：http://www.bunkin.jp/

� 平成26年４月現在　（　）一般料金
項　　目 主な事業 特　　典

余
暇
を
楽
し
む
生
活
を
充
実
・
健
康
を
保
つ

遊園地など 東京ドームシティアトラクションズ 東京ドームシティ　得10チケット 2,000円（最大6,200円相当）
としまえん・西武園 入園・乗り物乗り放題の１日フリーパス　500円～（3,300円～）

補助券

日帰り温泉施設、レジャー施設、映
画、プール

都内近県、温泉施設約45ヶ所、レジャー施設約35ヶ所、プール
施設、映画チケット　各300円補助

東京ディズニーランド・
東京ディズニーシー

メンバーシップカード　定価から400円引き
特別利用券　1,000円補助　

はとバス 2,000円補助

割引カード・
チケット等

クオカード 4,700円（5,000円）
図書カード 2,800円（3,000円）　
Ｂ－ぐる 回数券800円（1,000円）
ジェフグルメカード 10枚１セット 4,500円（5,000円）
映画鑑賞券 前売販売価格より300円引き
観劇・美術館・コンサート 一般料金の10～40％引き
食事券 椿山荘・東京ドームホテル・有名ホテルなど
野球 東京ドーム（巨人戦　指定試合を会員料金にて）

温　泉
スパラクーア 1,600円（2,634円）
浅草ROXまつり湯 1,300円（2,365円）
箱根小涌園ユネッサン、都内共通入浴券など

スポーツクラブ フィットネスクラブ東京ドーム
人間ドッグ 都内指定病院 会員と同居家族、通常料金より格安に受診

ツアー 日帰り・宿泊ツアー、海外ツアーなど

補助金 宿泊 6,000円以上の宿泊１泊につき2,000円の補助
健康診断 会員ひとりにつき2,000円の補助

区内共済会指定店 約13店 ３％～50％割引

主な福利厚生の内容

ただいま
会員募集中

　中央労働基準監督署では、「労働災害」を防止する目的で行う大会として、また「第
87回全国安全週間（７月１日～７日）」の説明会を兼ねた大会として、産業安全に
関する特別講演等を内容に開催します。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

　日　　　時　　平成26年６月９日（月）　午後１時30分～午後４時30分
　会　　　場　　文京シビックホール小ホール（文京シビックセンター２階）
　対　　　象　　文京区内事業者・労働者
　参　加　費　　無　料【ただし、資料実費（希望者のみ）】
　定　　　員　　350名
　申　　　込　　�事業所名・氏名・人数・連絡先を記載し、FAXにてお申し込み

ください。所定用紙はありません。
　　　　　　　　富坂産業協会　FAX：3812-1280
　お問い合わせ　　中央労働基準監督署　安全衛生課　TEL：5803-7382
　　　　　　　　富坂産業協会　　　　　　　　　　TEL：3812-2073
　　　　　　　　文京区商工協会　　　　　　　　　TEL：3815-0222

　平成27年３月新規学校卒業者採用のための求人申
込手続きについて説明会を行います。

　日　　　時　　平成26年６月11日（水）
　　　　　　　　午後１時30分～午後４時00分
　会　　　場　　文京シビックホール小ホール
　　　　　　　　（文京シビックセンター２階）
　対　　　象　　文京区内事業所の方
　参　加　費　　無　料
　定　　　員　　300名
　申　　　込　　当日直接会場へ

　お問い合わせ　　�ハローワーク飯田橋�
事業所第三部門（学卒担当）

　　　　　　　　TEL：3812-8609（部門コード36＃）

平成26年度中央安全推進大会のご案内 新規学卒求人申込説明会
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