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文京産業ニュース�

1

中小企業振興センターをご利用ください�
　中小企業振興センターには、文京区産業情報ネットワーク　BUN－NET の会員企業がご利用
いただける、自社製品等の展示コーナー・パンフレット配架スペースの資料コーナーがあります。�
　費用は無料です。自社ＰＲにぜひご利用ください。�
　また、資料コーナーには、ビジネス書、パソコン関連書等を揃え、２週間の貸出を行っており
ます。お気軽にご利用ください。�

＜現在の展示コーナー出展企業等＞�

BUN-NET会員企業　㈲エフ・システム（ネオ肖像画）・㈱ゼロ／和楽多屋（伝統工芸品と和雑
貨）・㈲壮健（ブラジル産プロポリス等）・㈲東華物産（モンゴル岩塩）�

BUN-NET分科会 　　女性ネットワーク文京 [ 三宝カンパニー、㈲サンガ、㈱シノダ、㈱高橋工
房、㈱華コーポレーション、㈱文成社、㈲マユミノ樹］�

＜中小企業振興センター　展示コーナー＞�
＊出展費用は無料です。�
＊ガラスケース�
　・長さ １，８００㎜　奥行 ５５０㎜　高さ ３００㎜�
　・長さ １，５００㎜　奥行 ５５０㎜　高さ ３００㎜�
＊壁面使用可�
＊出展企業は先着順（スペースが一杯になり次第締切）�
＊展示期間は３ヶ月間（現在募集中の展示は７月から９月分）�
＊搬入・搬出費用は出展企業の負担。�

文京区産業情報ネットワークBUN－NETとは
文京区内企業のための情報ネットワークシステ
ムです。�
費用は、一般会員・印刷製本会員・医療機器
会員とも入会金３００円、年会費１，２００円です。�

【問合せ】中小企業振興センター�
 （文京シビックセンター５階北側）�
 TEL：５８０３－１１１２�

「vigor/ビガー」とは、英語で元気・活力、またラテン語で生き生きしているという意味があります。�
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文京区中小企業向け融資あっせん制度をご利用ください�

　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制度を行っております。�
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借り受けられます。
下記以外のメニューについては、直接お問い合わせください。また、今年度より事業活性化資金・創業支援資
金の申込には事業者本人が直接ご来庁ください。�

【経営環境変化対策資金】�
実質利率を0.3％にて受け付けております。�
区のあっせん融資対象であることのほか、右記のいず
れかの条件が必要となります。�

①直近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直近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。  

【小口零細企業保証制度対応特別資金】  �
　本資金は、全国統一の保証制度に対応したもので、
信用保証協会の保証が全部保証（100％保証）され
る融資メニューです。区のあっせん融資対象であるこ
とのほか右記の条件に該当する方が、融資のあっせん
を受けることができます。是非ご利用ください。�

【受 付 先】経営相談室（文京シビックセンター５階北側）�
【受付時間】午前１０時～正午・午後１時～４時�
【問 合 せ】経済課産業振興係（文京シビックセンター５階南側）�
 　　TEL：５８０３－１１７３�

①基本的要件に該当し、かつ常時使用する従業員
が20人 (商業・サービス業は5人 )以下である
こと。      �
②この資金融資の保証を含め、全国の信用保証協
会の保証付融資残高の合計残高が1,250万円以
下であること�

融資名�

一般運転資金�

一般設備資金�

小規模企業資金�

創業支援資金�

600�
　代表者区民の場合　�

750

'　　　　"

'　　　　"

'　　　　"
800�

　代表者区民の場合　�
1,000'　　　　"

資金使途�

運転�

設備�

運転�
・�
設備�

運転�
・�
設備�

1,200�
　代表者区民の場合　�

1,500�
�

1,800�
　代表者区民の場合　�

2,000

５年以内 �
元金据置期間 �
６か月を含む �

６年以内 �
元金据置期間 �
１２か月を含む �

７年以内 �
元金据置期間 �
６か月を含む �

８年以内 �
元金据置期間 �
６か月を含む �

限度額（万円）�
�

返済期間 �
 �
 

利率（年）％�

 契約利率 利子補給 実質利率�

融資名�

経営環境変化対策資金�

資金使途�

運転�
・�
設備�

８年以内 �
据置期間 �

１２か月を含む �

限度額（万円）� 返済期間 �
 �
 

利率（年）％�

 契約利率 利子補給 実質利率�

 2.5 0.3 2.2

 2.4 2.1 0.3

融資名�

小口零細企業保証�
制度対応特別資金�

資金使途�

運転�
・�
設備�

７年以内 �
元金据置期間 �
６か月を含む �

限度額（万円）�

1,250

返済期間 �
 �
 

利率（年）％�

 契約利率 利子補給 実質利率�

 2.2 なし 2.2

 2.5 1.4 1.1�
�

 2.5 2.0 0.5�
�

1,000�
　代表者区民の場合　�

1,200'　　　　"
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得意分野：�
�

■商店の売上拡大
戦略、販売促進対策�
■新規創業･起業の
具体的アドバイス�
■財務内容･経営
改善アドバイス�
■金融機関とのつ
き合い方アドバイス�

大嶋　碩郎�
主な相談日：月曜日�

得意分野：�
�

■小売業･サービ
ス業の顧客拡大�
■開店･創業支援�
■従業員教育�
�

加藤　毅�
主な相談日：火曜日�

得意分野：�
�

■人材育成�
■経営法務�
製造業の勤務経験
が長いです。�
�

住田　俊二�
主な相談日：水曜日�

得意分野：�
�

■人事･労務全般
( 特に賃金制度、
社員の活性化策)�
■売上･利益アッ
プ対策�
■対銀行折衝関係�
�田村　守�

主な相談日：木曜日�

相談日時：火曜日・金曜日�
　　　　　午前１０時～正午�
相談場所：下請け企業相談室�
　　　　　（文京シビックセンター５階北側）�
企業巡回：火曜日・金曜日�
　　　　　午後１時～４時�

得意分野：�
■下請取引全般・下請取引上のトラブル・国際下請取引�
■新規取引先の開拓・販路開拓・異業種交流�
午後の時間帯には、事業所を巡回しています。�
お気軽にご相談ください。�

加藤　幸男�

得意分野：�
�

■事業を再生する
にはどうしたら良
いか�
■経営計画作成支
援　�

野口　能孝�
主な相談日：金曜日�

経営相談�
�

下請け企業相談�
�

内職の仕事を探している方・内職の仕事を発注
したい事業者をお待ちしております。�
�
相談日時：月～金曜日�
　　　　　午後１時～４時�
問 合 せ：文京区勤労者共済会�
　 　 　　（文京シビックセンター５階北側）�
　 　 　　TEL：５８０３－１１０８　　�

内職相談�

東京信用保証協会の職員が保証申込の手続き
および金融相談をおこなっています。�
�
相談日時：水曜日�
　　　　　午後１時～４時�
相談場所：経営相談室�
　　　　　（東京信用保証協会 出張相談窓口）�
　　　　　（文京シビックセンター５階北側）�

東京信用保証協会出張相談�

経営の悩みなどの�
事業経営全般にわたる相談に応じています�

※いずれの相談・診断も費用は、無料です。�

相談日時：月曜日～金曜日�
　　　　　午前１０時～正午�
　　　　　午後１時～４時�
相談場所：経営相談室（文京シビック�
　　　　　センター５階北側）�
相 談 員：５名（中小企業診断士）�



区内中小企業者が、各種セミナー・会議等をおこなうための施設です。ぜひご利用ください。�

文京シビックセンター５階北側�

※研修室Ａ・Ｂは、一室としてもご利用できます。定員６０人�

＜申込方法＞�
　・インターネット「文の京施設予約ねっと」による申込み�
　・窓口での申込み�

  
規模 定員

 午前 午後�

    ９：００～１２：００ １３：００～１７：００�

 研修室Ａ ８３㎡ ３６人 １，４００円 ２，５００円�

 研修室Ｂ ５４㎡ ２４人 ９００円 １，６００円�

�

「文の京施設予約ねっと」を利用すると･･･�

パソコン教室�

～インターネット利用の流れ～�

窓
口
で
利
用
登
録�

（
口
座
振
替
納
付
届
提
出�

  
利
用
者
カ
ー
ド
発
行
）�

「
施
設
予
約
ね
っ
と
」�

で
抽
選
申
込
み�

�� 「
施
設
予
約
ね
っ
と
」�

に
よ
る
抽
選�

�

空
き
施
設�

申
込
み�

�

施
設
利
用�

使
用
料
口
座
引
落�

（
施
設
使
用
の
翌
月
末
）�

�

当選通知�
メール�

落選通知�

中小企業振興センター研修室をご利用ください�

※インターネットからの申込についても、窓口での利用登録が
必要です。詳しい申込方法につきましては、下記までお問い
合わせください。�

�
【問 合 せ】 中小企業振興センター（文京シビックセンター５階）�
 ＴＥＬ：５８０３－１１１２　ＦＡＸ：３８１８－２６００�
【Ｕ Ｒ Ｌ】 http://www.bun-net.ne.jp�
【Ｅ-mail】 center@bun-net.ne.jp�
【開館時間】 午前９時～午後８時３０分�

1.インターネット等により、施設の空き
1.状況の照会、予約ができます。�
インターネットに接続されたパソコン、
携帯電話、窓口のタッチパネル端末機
により、予約の申込みや空き状況の照
会、抽選参加などが可能となります。�

インターネット　http://www.yoyaku.city.bunkyo.lg.jp/�
携 帯 電 話　http://www.yoyaku.city.bunkyo.lg.jp/m/�

�
2.コンピュータ抽選になります�
抽選申込み期間 (３ヵ月前の２０日～月末 )に、１ヵ月分の抽選
予約(１０件まで)をまとめて申し込めます。�

�
3.予約受付時間が延長になります�
インターネットからご利用の場合、午前９時から午後11時ま
で予約受付が可能となります。　※ただし、保守作業のため
一時的に利用できない場合があります。�

　�
4.使用承認書が省略されます�
インターネット予約では承認書が発行されません。施設利用
の際には、中小企業振興センター窓口にて「利用者カード」
をご提示ください。�
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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 E0107008

区内の中小企業で働く方を対象にパソコン教室を開催いたします。�
�
【日時・コース名】�

�
�
【会　　場】教育センター　（文京区春日１－９－２１）�
【定　　員】各回２０名（超えた場合は抽選）�
【参 加 費】１，０００円（１コース）�
【応募締切】５月２８日（水）必着�
【申込方法】�
往復はがきに希望コース・希望日・勤務先名（自営の方は屋号）・
勤務先所在地・氏名・昼間連絡のつく電話番号と返信用にも
あて先を明記し下記へ�

【問合せ・申込先】�
文京区経済課産業振興係�
〒１１２－８５５５　文京区春日１－１６－２１�
（文京シビックセンター５階南側）�
TEL：５８０３－１１７３�

コース名 開催日時�

ワープロソフトWord２００３入門 ６月２０日（金）�
「文書作成の基本」※1 午後２時３０分～４時３０分�

ワープロソフトWord２００３応用 ６月２３日（月）�
「便利な編集機能」※2 午後２時３０分～４時３０分�

表計算ソフトExcel２００３入門 ６月２５日（水）�
「エクセルの基本操作」※1 午後２時３０分～４時３０分�

表計算ソフトExcel２００３応用 ６月２７日（金）�
「エクセルデータ管理」※3 午後２時３０分～４時３０分�

区内中小企業在勤者対象�

※1　文字入力の基本を理解している方�
※2　ワードの基本操作を理解している方�
※3　エクセルの基本操作を理解している方�



文京区中小企業景況調査�
平成２０年１月～３月�
調査時期　　２０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�
小売業 49�
サービス業 46

製造業は大幅悪化、小売業も低迷し、サービス業も厳しさ変わらず�

　業況は大幅に悪化し、1年前の水準に戻った。売上額が大きく後退し、過去2年間で最大の減少傾向にある。受注残も

収益も減少傾向を強め、どちらも直近8期で最悪である。しかし、「精密機械器具」は2期連続の大幅縮小が一転して非常

な拡大に転じ、好況感がさらに強まった。「繊維工業、衣服・その他の繊維製品」は大きく改善した。これに対し、「出版、

印刷、製版、製本業」は5期連続の改善のあと、再び大きく悪化した。�

　販売価格は下降傾向を強めているのに対し、原材料価格は大きく上昇し、直近2年間で最高になっている。原材料在庫

は引き続き適正水準に保たれている。�

　資金繰りは前期より窮屈になっている。借り入れ難易度はこの2年間で最も借りやすい水準が続いている。しかし、「借入

をした」企業割合は２６％で、前期の３４％よりは減少した。�

　経営上の問題点では、「売上の停滞・減少」が５０％で1位、「同業者間の競争の激化」が４１％で2位、「原材料高」が

３０％で3位、「利幅の縮小」は２９％で4位であった。�

　重点経営施策は、「販路を広げる」が５８％、で「経費を節減する」の５５％に替わって1位になった。「新製品・技術を開

発する」は２２％で3位となっている。�

�

製造業�

　業況は前期よりは悪化した。しかし、前々期よりは水面下ながら

やや良い値を示している。個別に見ると、売上、収益ともに、前期

に引き続いて減少している。業種別では、「衣服、呉服、身の回り品」

は非常に大きく後退し、過去3期の改善傾向に終止符を打った。「飲

食料品」の厳しさは前期同様である。「家電・家庭用機械」も大幅

に悪化したが、かろうじてプラスに留まった。�

　販売価格は下降に転じ、マイナスとなった。仕入価格は大幅に上

昇し、直近7期連続の上昇で、過去2年間で最大となった。在庫

数量は適正水準に戻りつつある。�

　資金繰りはかなり改善され、借入難易度も改善され中立となった

が、これは過去2年間では最も借りやすい状態である。�

　経営上の問題点は、1位が前期と同じく「売上の停滞・減少」で

３９％である｡ 今回は「大型店との競争の激化」が３１％で２位、「商

店街の集客力の低下」が２５％で3位となり、前回2位の「同業者

間の競争の激化」は２２％で4位となっている。�

　重点経営施策は、｢経費を節減する｣ が４１％で1位、「品揃えを

改善する」が３７％で2位、｢売れ筋商品を取り扱う｣ が３５％と順位

が入れ替った。前回2位の ｢宣伝・広告を強化する｣ は１８％で4位、

｢商店街事業を活性化させる」も１６％で5位と後退した。�

　業況は過去2年間、水面下での低迷が続いて

いる。売上額もやや改善されたとはいえ、依然

として水面下にあり、収益も減少幅が拡大し、

直近8期で最大の落ち込みである。�

　料金価格は上昇傾向を強め、過去2年間では

じめて上昇基調となった。一方で、材料価格は

非常に大きく上げ幅を強め、過去2年間で最大

の上昇傾向を示している。�

　資金繰りは前期同様の厳しさで､ 窮屈感は

2年間続いている。�

　経営上の問題点は、1位が前期と同じく ｢同

業者との競争の激化｣ で６１％にのぼり、2位は「売

上の停滞」４１％で､ 変わらない。3位は「利幅

の縮小」が２０％で、｢人件費の増加」１３％を上回っ

た。�

　重点経営施策は、「販路を広げる」、｢経費を

節減する｣ がともに３９％で同率1位となり、「宣

伝・広告を強化する」が２６％で3位、「技術力

を強化する」は１７％で4位であった。�

小売業� サービス業�
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特別調査「原材料・仕入れ価格の上昇に伴う中小企業への影響について」�

 項　　目　 総　計 製造業 小売業 サービス業�
�仕入先数    �
1. １先   3.2 3.0 2.0 6.7�
2. ２～９先   57.5 54.5 67.3 66.7�
3. １０～１９先  15.4 20.8 16.3 8.9�
4. ２０先以上  16.3 18.8 6.1 8.9�
5. 不特定多数  7.2 3.0 8.2 6.7�
販売先数    �
6. １先   0.9 1.0 -    2.2�
7. ２～９先   27.6 45.5 10.2 20.0�
8. １０～１９先  11.3 16.8 8.2 4.4�
9. ２０先以上  23.1 28.7 12.2 11.1�
0. 不特定多数  35.7 7.9 63.3 62.2

問1　仕入先数と販売先数� 単位 ％�

 項　　目　 総　計 製造業 小売業 サービス業�
�1. ０～３％程度の上昇  20.7 19.8 25.0 13.0�
2. ３～５％程度の上昇  36.5 31.7 43.8 43.5�
3. ５～１０％程度の上昇  20.3 24.8 20.8 10.9�
4. １０～１５％程度の上昇 5.4 9.9 -    -   �
5. １５～２０％程度の上昇 3.2 5.0 -    2.2�
6. ２０～２５％程度の上昇 0.9 1.0 2.1 -   �
7. ２５～３０％程度の上昇 0.5 1.0 -    -   �
8. ３０％以上の上昇  2.3 2.0 -    6.5�
9. むしろ低下  0.9 1.0 2.1 -  �
0. わからない  9.5 4.0 6.3 23.9

問2　原材料・仕入価格の１年前との比較�

 項　　目　 総　計 製造業 小売業 サービス業�
�1. 転嫁できている （ 仕入価格上昇の１００％） 2.7 2.0 4.1 2.3�
2. ほぼ転嫁できている （　〃　８０～１００％程度） 5.5 2.0 12.2 2.3�
3. ある程度転嫁できている （　〃　５０～８０％程度） 11.4 12.7 10.2 -   �
4. 多少転嫁できている (　〃　２０～５０％程度） 10.9 15.7 10.2 6.8�
5. ほとんど転嫁できていない （　〃　０～２０％程度） 40.5 46.1 36.7 31.8�
6. 全く転嫁できていない （　〃　０％） 15.0 11.8 10.2 34.1�
7. 転嫁どころか販売価格は低下している  2.3 3.9 2.0 -   �
8. 仕入価格が上昇していないので転嫁の必要なし  5.5 -    10.2 11.4�
9. わからない  6.4 5.9 4.1 11.4

問3　原材料・仕入価格上昇分の販売価格への転嫁程度�

 項　　目　 総　計 製造業 小売業 サービス業�
�1. 販売価格への転嫁  47.0 55.0 38.8 34.9 �
2. 仕入先の変更  7.3 11.0 8.2 -   �
3. 仕入先との交渉や共同仕入など  20.5 25.0 18.4 11.6 �
4. 経費（人件費以外）の削減  43.4 46.0 36.7 37.2 �
5. 人件費の削減  13.7 11.0 20.4 16.3 �
6. 事業の縮小  6.8 5.0 10.2 11.6 �
7. 生産性の向上  13.2 13.0 8.2 23.3 �
8. 対応困難   6.4 2.0 12.2 9.3 �
9. その他   0.5 -    -    -   

問5　今後　原材料・仕入価格上昇が続いた場合の対応は（３つ以内を選ぶ）�

 項　　目　 総　計 製造業 小売業 サービス業�
�1. 危機的影響  -    -    -    -       �
2. かなり圧迫  14.5 18.6 12.2 13.6�
3. 多少圧迫   52.5 57.8 57.1 38.6�
4. ほとんど影響なし  25.3 13.7 28.6 36.4�
5. むしろ好影響  0.9 2.0 -    -   �
6. わからない  6.3 6.9 2.0 11.4�
7. その他   0.5 1.0 -    -   

問4　原材料・仕入価格の上昇による経営への影響�

本調査結果の特徴�
87％の企業が原材料・仕入れ価格が上昇したと回答している。さらに56％の企業は販売価格�
への転嫁に成功していない。このため、経営に圧迫を受けているとする企業は67％に達する。�


