
ただ立場の違いで重要視する視点が違うため、（例えば、商品ごと
の利益率がいくらあるか、銀行等なら貸出したお金を回収できるか、
税理士さんならいかに節税できるかなど）、経営者各自で使いやす
いようにひと工夫が必要です。経営者視点で、一度、見直してみよう
という方は各経営支援員までぜひご相談ください！    

 個人のお店、事業所、会社の代表者は、日々経営されていれば、自然と今どんな経営状態か、多くの方がつか
んでおられると思います。個人経営でも会社経営でも共通することは、代表者は、日々の業務をこなすだけでなく、
時には長期的な目で、次に何をすべきかを決めていくという大切な仕事があります。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

その判断に間違いが無いか、ズレが無いかを見極めることが必要で、 

その前提には、現状がどういう状態かを『より正確に』知っておかなければなりません。  

発行者        木津川市商工会 
                    木津川市木津南垣外83-3                     

開 催 日 時 内         容 開 催 場 所 

 ９月１３日（火）14：00～ 木津川市商工会女性部木津支部「フラワーアレンジメント教室」 木津川市商工会本所 

 ９月２６日（月）14：00～17：00 経営革新・知恵の経営スタートアップ講習会 木津川市商工会館２階会議室 

１０月 ２日（日） 9：00～ 第７回木津川市民運動会 木津川市商工会女性部出店 木津川台小学校グラウンド 

１０月１1日（火） 
  ～２1日（金） 

プレミアム商品券引換販売 
木津川市商工会本所 
山城支所 
加茂支所 

１０月１２日（水）19:00～21：00 
工業部セミナー ３Ｓの基本と実践方法  

【講師】 ㈱実践マネジメント研究所 代表取締役 植條 英典氏 
木津川市商工会館 

１０月１７日（月）9：30～15：30 
  ～２０日（木） 

第４回木津川市ものづくりフェア 木津川市役所 本庁１階 

１０月２９日（土） 
  ～３０日（日） 

かもまつり 恭仁宮跡地 

ＴＥＬ： 0774-72-3801 
ＦＡＸ： 0774-72-6564 
Ｍａｉｌ：kizugawa‐sci@kyoto‐fsci.or.jp 
ＵＲＬ：http://kizugawa.kyoto-fsci.or.jp 
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●４ページ目 

【掲載ページ】 木津川市商工会 

マスコットキャラクター 

たけのこタッキー 

≪商工会だより目次≫ 

あなたの事業所にぴったりの省エネ・節電方法を提案します  

最低賃金が改定されます 

   
プレミアム商品券販売決定・木津川市の特産品  

                        あなたのオリジナルレシピ募集  

新会員紹介・健康診断日程・食中毒に注意 

  お店、事業所の 『経営状態の今』 を、正確につかんでますか？ 

                   

 その現状を知ることができるものの1つが「決算書」です。 

この決算書（月々なら試算表）には            

【負債】  

 

【資本】 
（純資産） 
この中に 

［利益］含
む 

 

 

 

 

 

 

 

【資産】 

 

 

 

  

 

 

①お金をどこ
から集めて 

②そのお金を
何に投資して 

③その結果、 

利益がどれぐらい 

上がったか 

【売上高】 
  

 

【経費】 

 

【利益】 

貸借対照表 B/S 損益計算書 P/L 

【森山】 

１.貸借対照表（現在の財政状態） 
 

 

２.損益計算書（通常は1年間の経営成績） 
 

 

３.キャシュフロー計算書（お金の増減。いわゆる資金繰り。ただし 

中小企業は作成義務なし）の主に3つがあります。 

・「今年中に新しい機械を導入しよう」 
 
 

 

・「もう1人パートさんを雇おうか」 
 

 

・「いくら融資を受けるか」・・・など 
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 地球温暖化の進行、電気・ガスの自由化などエネルギーを巡り様々な対応が求められる中、いま事業活動に
大切なことはエネルギーの消費を最小限に抑え経費を削減するとともに、地球温暖化の進行防止に貢献する
ことではないでしょうか。この「省エネ・節電・EMS診断」では2つの診断方法で皆様の事業所に適した省エネの
方法をご提案します。 

 店舗では十分な明るさが必要なため110Wの直管型蛍光灯が140本使用されていたが、これを直管
型LEDランプに更新することを提案。 

 提案に基づいた改善の結果、消費電力量を70％削減でき、電気料金削減額は年間で101万円と
なった。1.4年で投資経費を回収できた。 

店舗証明の省エネ事例 

あなたの事業にぴったりの省エネ・節電方法を提案します 

最低賃金が改定されます 

省エネ・節電・ＥＭＳ診断事業とは 

～診断の流れ～ 

【初期診断】 
診断員が事業所を訪問し、３時間ほどのお時間をい
ただいて計測とインタビューを行います。 

多くの電力を消費する機器に消費電力計を設置し 

１週間程度継続的にデータを計測します。 

【簡易診断】 
診断員が事業所を訪問し、２～３時間ほどのお時間
をいただいて簡単な計測とインタビューを行います。 

 

【詳細診断】 
初期診断と計測したデータを分析して報告書にまと
め、効果的な運用方法や設備改修方法について検
討します。 

【提案】 
診断員が事業所を訪問し、診断結果と効果的な運
用方法や設備改修方法について説明します。 

【提案】 
簡易診断の結果報告と助言を行います。 

（基本的に当日中） 

①詳細診断 ②簡易診断 

申 込 

申込書詳細は、一般社団法人 京都産業エコ・エネルギー推進機構のWebサイト  

http://www.kyoto-eco.jp/ からダウンロードしてください。 

 省 エ ネ の 提 案  

京都府最低賃金が平成２８年１０月２日から 

              ８３１円（２４円引上げ）に改定されます。 
 

例えば、月給１６５，０００円支払っている労働者が、一日８時間、月２５日出勤した場合・・・ 
       ８３１円×８時間×２５日＝１６６，２００円 以上お支払いする必要がありますので 

                                          最低賃金を下回ることになります。 

  
※最低賃金額には、通勤手当や家族手当、時間外手当等は含みませんのでご注意ください。 

 ちなみに、奈良県に事業場で働く方の最低賃金額は平成２８年１０月６日から７６２円（２２円引上げ）に改定されます。 

※ 診断は無料です 

【近藤】 

【福井】 
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プレミアム商品券販売決定 

木津川市の特産品 あなたのオリジナルレシピ募集 

 木津川市の特産品を使った簡単レシピ（所要時間10分～15分ほど）を募集します！地域の特産品をみなさまに広
く知ってもらいたいという思いから募集にいたりました。下記の地域特産品を一つ以上使用するレシピを書いていた
だき、事業所名とお名前をご記入の上、ＦＡＸまたはメールでお送りください。次回以降の商工会だよりに掲載させて
いただきます。ご家庭でおいしく食べられるアイデアレシピや、誰でも作れる簡単レシピなどをお待ちしております。 

詳しくは 担当 藤井までお問合せください【ＴＥＬ】72-3801 

詳しくは商工会までお問い合わせください。 

 申込用紙は９月２２日付新聞折込または９月２３日より木津川市商工会にて配布いたしますので専用
ハガキを切り取り、郵送又はお持ちいただくことにより購入予約申込といたします。 

※申込多数の場合は、購入予約受付期間終了後、抽選により決定させて頂きますので、ご了承願います。 

 木津川市内で使えるプレミアム商品券が今年も販売決定いたしました。木津川市内の消費拡大・
地域経済の活性化を目的に販売しております。 

【木津川市の地域特産品】 

えびいも 

なす 

みず菜 

柿 

茶 

たけのこ 

その他木津川市でとれた物 

 等 

【例】たけのこを使ったパスタ 

※複数のご応募があった場合こちらで選考いたします、あらかじめご了承ください。 

① 

たけのこ玉ねぎは薄くス
ライス。ベーコンは2ｃｍ
幅ぐらいに切る。しめじは
石づきをとってばらします。
お湯を沸騰させて塩（分
量外）を入れてパスタを
ゆでます。 

② 

パスタソースをフライパンに入れてから
中火で火をつける。具を入れてよくいた
める。 

③ 

ゆであがったパスタを具に加えて、か
らめながらいためる。お好みで青葉と
のりを刻んで振りかければ完成です♪ 

≪材料≫ 

パスタのオイルソース（しょうゆ味）大さじ２ 

スパゲッティ１００ｇ 

たけのこ（下ゆで済みのもの）５０ｇ 

青葉・のり お好みで 

新玉ねぎ中 １/４ 

しめじ 半パック 

ベーコン １枚 

☆あなたの簡単レシピを教えてください！ 

http://3.bp.blogspot.com/-Tw3VfcawsjU/UUhH9HlwMeI/AAAAAAAAO6I/ziqa759Np28/s1600/shopping_shufu.png
http://3.bp.blogspot.com/--UMtQErdOT8/Uab3kkOT_UI/AAAAAAAAUO8/9H4borAYdh0/s800/flower_cosmos.png


㈱ＹＫＳ 
【代表者名】 
小嶋 康彦 
【業種】 
防水工事業 ジルコン施工店 
【所在地】 
木津川市山城町椿井松尾崎２５ 
【電話番号】 
090-7362-3100 

≪コメント≫ 
 à lamainとはフランス語で「手
作り」という意味です。手作り 。
アートを通してつながりの輪を広
げていく場を提供できればとの思
いから２０１６年７月に新コンセ
プトのアートサロンをオープンし
ました。宜しくお願いします。 。        

à lamain 
【代表者名】 
谷川 久枝 
【業種】 
アートサロン レンタルルーム 
【所在地】 
木津川市相楽台9-7-15 
【電話番号】 
94-6525 

≪コメント≫ 
お世話になります。このたび商工
会に入会させて頂きました㈱ＹＫ
Ｓ小嶋と申します。                   
 主にコンクリート構造物の防水
業をしております。屋上や自走式
駐車場、地下や水槽などコンク 。
リートの建物であれば対応致しま
す。また雨漏り、地下の漏水、ひ
び割れの処理にも対応します。  
「お困りの方のお役にたちたい」
を信条とし作業をしています。 

新 会 員 様 ご 紹 介 

～ 健 康 診 断 日 程 表 ～ 

 ９月１２日（月） 8：00～11：00 健康診断 エリモ工業㈱ 

 ９月１５日（木） 8：30～12：00 健康診断 加茂保健センター 

 ９月２３日（金） 9：30～15：00 健康診断 市役所山城支所別館 

 ９月２６日（月） 8：30～12：00 健康診断 加茂保健センター 

 ９月２９日（木） 9：30～15：00 健康診断 ※㈱福寿園従業員様優先日 市役所山城支所別館 

 ９月３０日（金） 8：15～11：30 健康診断 山崎内装工業㈱ 

食中毒にご注意ください 

１０月 ３日（月） 9：00～14：30 健康診断 木津保健センター 

１０月 ４日（火） 9：00～14：30 健康診断 木津保健センター 

１０月１７日（月） 9：00～14：30 健康診断 木津保健センター 

１０月２０日（木） 9：30～15：00 健康診断 市役所山城支所別館 

たこ楽 
【代表者名】 
岡田 泰行 
【業種】 
飲食業 
【所在地】 
木津川市加茂町里東鳥口19-1 
【電話番号】 
76-7878 

食中毒が発生しやすい時期が続いております。 

食品の取扱いには、十分ご注意いただき、食中毒
予防の三原則（つけない、ふやさない、やっつけ
る）を守りましょう。 

 ≪コメント≫ 

 加茂駅の西側でたこ焼きを焼い
ております、たこ楽です。   。 
 商工会に加入し、さっそく屋台
村や秋祭りの出店させていただき
ます。これからも、イベント活動
等積極的に商工会事業にかかわっ
ていきたいと思いますのでよろし
くお願いいたします。     。 

木津川市商工会 
木津川市木津南垣外83-3  
ＴＥＬ：72-3801ＦＡＸ：72-6564 
 
 

山城支所 
木津川市山城町上狛北的場１５ 
TEL：86-3157 FAX：86-4064 

加茂支所 
木津川市加茂町里南古田２４ 
TEL：76-2970 FAX：76-7211 

アラマン 

健康診断は
定期的に受
けましょう 
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