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「景気動向・経営支援の取組みについて」
川崎信用金庫

地域連携部

経営サポートセンター長

小林 達也
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今日は川崎市内の景気動向・当金庫の経営支援の
取組みについて、四半期ごとに川崎市内の中小企業
700 社にアンケート調査を行い分析し、中小企業景
気動向調査というものを作成した資料をお手元に配
布させていただいております。また中小企業経営者

成 25 年の景気見通しという資料も一緒に添付しま
したのでご覧下さい。
まず、四半期の動向で申し上げますと、政権交
代前に調査を実施致しました。現在はかなりプラ
スの方向にありますので、そのまま見るのではな
く、少しプラスに上向いているという風に見てい
ただければと思います。12 月につきましては、
「市
内の景況感は横ばいも、先行きには慎重な見方」
というタイトルをつけました。これは各ＤＩの推
移というグラフを見ていただくと、業況・売上額・
収益 3 つの線が大体同じような動きをしています。
昨年暮れにかけては横ばいで終わり、3 月に向かっ
ては少し落ちてしまうという傾向が、12 月末時点
では出ています。
また、中小企業経営者から見た平成 25 年の景気
見通しは、全体的に若干上向くのではないかと皆
様受止められています。調査時点の為替相場は 80
円前後で推移していましたが、現在は 10 円ほど円
安になっています。1 番分かりやすいところで言い
ますとガソリンの価格ですね。現在 1 バレル 107
ドル位です。1 バレル 112 ドル位まで上がっていた
時から比べるとガソリンの価格は下がっていても
良いはずですが、現在の円安により価格が上昇し
145 円前後になっています。輸出企業にとって円安
は価格競争力が増すので大変結構なことですが、
輸入企業にとっては円安の影響で価格が上がって
しまう。単純に円安が良いとは一概に言えないと
思います。ただ日本は基本的に輸出を主にやって
いる国なので、価格競争力が増せば物が売りやす
くなるので、全般的に上向いていくのかなと。そ
して政権交代後は株価も大幅に上昇しております
ね。ムードとしてはかなり改善されているのでは
ないかと我々の方でも見ております。

さて、当金庫の 3 大業務は預金業務・融資業務・
経営相談業務です。特に 3 つ目の経営相談業務（コ
ンサルティング機能の発揮）に力を入れております。
外部の中小企業支援機関との連携による専門家の派
遣を特徴としております。国や自治体の予算等も使
わせていただきお客様に対しては無料でコンサルテ
ィング、それぞれの分野に精通した専門家を派遣し、
職員はもちろん経営サポートセンターのスタッフが
同行しご相談を承っております。
（原則 3 回迄無料で
す）お手元の資料に経営相談メニューを 12 例ほど例
示しております。例えば海外進出支援は、外部の専
門機関や信金中央金庫の海外進出を専門に行ってい
る部門、経済産業省の海外専門アドバイザーなどの
力を借り、海外進出の具体的な手続き・その国の経
済情勢等のアドバイスを行います。各種補助金・支
援策対策では、補助金のご相談や情報提供などを行
います。特に川崎市は市内の企業のためにいろんな
支援策を行っており、他の自治体とは違い非常に熱
心です。
他に事業継承・Ｍ＆Ａ支援というのがあります。
経営サポートセンターで 1 番多い相談が事業継承で
す。後継者が見当たらない時に、初めてＭ＆Ａとい
う話題が出てきます。昔でしたら事業全部を譲渡し
たり、あるいは買ったりというケースが多かったの
ですが、現在は事業の一部を、あるいは事業所の一
部だけを買うというようなケースがございます。例
えば、医療介護福祉分野に新たに参入するには、県
知事の認可が必要ですが、なかなか認可がおりませ
ん。他県から参入したい時など、Ｍ＆Ａを活用しそ
の事業の一部を購入すれば、すぐにその分野に参入
できるので、そういったＭ＆Ａの相談も増えている
状況です。また、後継者がおらず廃業する場合、た
だ廃業するのではなくＭ＆Ａを上手く活用するとい
うことも考えてみるのも良いかと思います。
そして経営改善・経営計画書作成支援というのが
ございます。これは金融円滑化法に若干関係してお
り、業績が厳しい状況が続いている時には、原因を
分析し今後どのように事業を立て直していくが、一
緒に専門家を交え考えていく。単なる財務面でだけ
ではなく事業に踏み込んだ形で相談に乗らせていた
だき、経営計画書作成を支援させていただきます。
ほんの一部ですが簡単に当金庫の経営支援の取組
みについて紹介させていただきました。今後とも幅
広く皆様方の経営にプラスになることをお手伝いさ
せていただければと思っています。また各種セミナ
ー・個別相談等も企画しておりますので、ご興味が
ございましたらお出かけいただければと思います。
本日はご清聴有難うございました。
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功一親睦委員

若狭 滋則 会長・戸張 裕康 幹事
本日は川崎信用金庫の小林様を迎えての「川崎市
の景気動向」についてです。政治が動き、日本が
また元気になれるのか、これからのことについて
いろいろ勉強したいと思います。「変化を楽しむ」

くらいの気構えでいければいいなと思います。
宜しくお願致します。
高瀬 建夫会員
小林達也さん、お久しぶりです、逢うときは何
時も懇親会の酒の席、真面目に会うの初めてか
も、小林さん駆け出しのころ新城支店からのお
付き合いですね、儲かる話今日は私にだけ内緒
で教えて下さい。宜しくお願致します。
山田 一之会員
ドイツ大使館に会長と一緒に行ってきます。会
食、卓話の件がどうなりますか話をして来ます、
全力は尽くしてきます。
プログラム委員会
本日は川崎信用金庫から小林達也様をお迎えし
てのプログラムです。
小林様お忙しい中お越しいただきありがとうご
ざいます。
楽しみにしておりました。
「みんなニコニコ」
大傷 秀幸会員・松川 正二郎会員・山本 剛会員
小泉 正博会員・鈴木 次男会員・会田 公雄会員・
田辺 清春会員・小林 克司会員
親睦委員会一同
本日は川崎信用金庫の小林さん、卓話宜しくお
願致
します。川崎市内の経済状態や中小企業の経営
についての話、楽しみにしております。
ニコニコボックス

本日

14,000 円 累計

485,729 円

記念日ニコニコ

本日

0 円 累計

50,000 円

ポリオ情報
ポリオ根絶計画が始まって以来初めての出来事ですが、今
年に入ってから
現在まで、ポリオ発生は全世界で0です（2013年1月23日現
在）。
例年ですと、この時点ですでにどこかの国ではポリオの発
生が報告されて
いました。
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