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次号(８８号)は令和3年1月12日発行予定です！ 

第20期がスタートし、経営計画発表会での各発表を聞いて、スタートダッシュを決めたいと強く思いました。今年に限っ

ては残り2ヶ月半のところまできました。今年はなにが自分に不足していたのか、そしてこれから社会の為にどんな影響

を与えることができるのか考え行動していきたいと思います。2020年は新型コロナウイルスの影響で、多くの常識が変

わったり、いろんな気付きがあった年でした。とりあえずやってみる。やってみたらなんとかなる。そんな気がしています。

これから寒い季節となりますが、体調管理には気を付けてお過ごしくださいませ。 中澤 

武蔵野経営法律事務所武蔵野経営法律事務所武蔵野経営法律事務所   様が本を出版されました︕様が本を出版されました︕様が本を出版されました︕   

武蔵野経営法律事務所 加藤剛毅弁護士が本を出版

されました。これまでに200件以上の相談事例を解決し

てきて得た教訓をオリジナルのストーリーにして紹介して

います。押さえておきたい用語も分かりやすく解説して

いるので、内容の理解が深いものになるでしょう。

お陰様でＳＭＣグループは第20期を迎えることとなりました。今年は10月2日(金)所沢パークホテルにて行いました。 

第19期については、法人グループ・資産グループ・サポートグループ、3チームとも目標に向けて、日々トライ＆エラーを繰り返

し、前進して取り組んでくることができたと思います。第20期も関与先様のお力になれるよう、我々も頑張っていきますので、どう

ぞ宜しくお願い致します。 

KIDS POWER KIDS POWER KIDS POWER 様様様   狭⼭校オープン︕狭⼭校オープン︕狭⼭校オープン︕   

ＳＭＣグループＳＭＣグループＳＭＣグループ   第第第202020期期期   経営計画発表会のご報告経営計画発表会のご報告経営計画発表会のご報告   

ＫＩＤＳ ＰＯＷＥＲ様が6月にイオン狭山店にエアトランポ

リン教室をオープンされました。おめでとうございます！

エアトランポリンとは特殊

素材に空気を入れ、安全

面に考慮された縦に長い

トランポリンです。運動効

果は絶大だそうです。思う

存分飛び跳ねることができ

るので、子どもは楽しいで

しょう！ 

無料体験随時募集中！ 

詳細はＨＰをご確認下さい。
『トラブル事案にまなぶ 「泥沼」相続争い 解決・予防の手引き』 

著者：加藤剛毅 出版社：中央経済社 

今期も宜しくお願いします！

第19期の年間ＭＶＰは渋谷佳代でした。

彼女の活躍なくして目標達成は難しかったかも

しれません。素晴らしい仕事っぷりでした。

おめでとうございます！

－あなたの企業の繁栄と共に！…それが願いです。－ 
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理事長 関 根   威 

 

新聞発表によると、8月末時点での官民による無利子・無担保融資（いわゆるコロナ融資）は

25兆円に達したようです。そのうち5月から始まった民間金融機関が約半分を占めて73万件、政

府系（日本政策金融公庫など）を含めて2倍の150万件とすると、日本全体の個人を含めた企業

数380万社の4割に相当します。法人企業に限っていえば、日本の法人企業270万社のうち、実に

半分以上の会社がコロナ融資を借りたことになります。 

 

コロナ融資を受けた会社は、コロナの影響をモロに受けた会社はもちろん、無利子・据え置き

できるから…、今後が心配だから…、SMCから「借りておいてください」というFAXが来たから…、など

などその動機はさまざまですが、ほとんどの社長は、手を付けずに金利がかかる3年で全額返済を

考えているようです。もちろん、それはそれでいいですが、せっかくタダで調達できたお金を寝かせて

おくのはいかがでしょうか。 

 

コロナ禍によって今までの常識が大きく変わろうとしています。相次ぐ賃金カット、希望退職募

集によって所得は大幅に減少し、住宅や家電、車などの消費に今後大きな影響を与えるでしょう。

ソーシャルディスタンスによって様々な商売のあり方の見直しが必須です。デジタル化の波に乗り

遅れると顧客から見向きもされなくなります。 

 

これから先、「お金を払う顧客が求めるものは何か？」を脳みそに汗をかくぐらい考えて、新商品

や新サービス・新業態を開発することが、社長にとって今もっとも大切なテーマです。そして、新商

品や新サービス・新業態の開発に必要な元手がコロナ融資です。3～5年後には、この資金を元

手に新たな収益の柱をつくることが、コロナ融資の本来の目的であるように思います。 

 

今コロナの影響を受けていない会社も、いずれこの波は色んな業種に波及し、例外はありませ

ん。コロナ融資は、すべての会社に新たな商品やサービス、業態を開発するために与えられた資

金と考えるのが、コロナ禍での中小企業の第2ステージです。 

 

すべての社長が今、絶対にやらなければならないことは、自社の業界の市場の需要はどの程

度になっていくのか、その市場の中での自社の適正なボリュームを自社びいきせずに冷静に見き

わめ、今の顧客や、新しい顧客から支持される新商品や新業態の開発をすることです。 

これは、社長だけができるもっとも大切な仕事であり、コロナ融資はそのための資金です。『新た

な収益の柱をつくるための資金』です。 

コロナ融資の使い道 
～コロナ資金は、新たな収益の柱をつくるための資金～ 

給付金まとめ情報 

７月より国の家賃支援給付金申請が開始さ

れましたが、国の家賃支援給付金を受けた

法人・個人はそれに加えて埼玉県・東京都で

も家賃給付金が申請できます。給付金の通

知が必要です。詳しくはバーコードを読込

み、ご確認してください。 

 

 

埼玉県・東京都「家賃支援給付金」 

川越市中小企業者事業継続緊急支援金【拡充版】 

【拡充版】では国の「持続化給付金」を受

けた方も対象になります！ 

一律10万円 

（1中小企業者あたり1回まで申請可） 

※6月30日に受付を終了した「川越市中

小企業者事業継続緊急支援金」の交付を受

けた方は、申請できません。 

※予算内での支給となりますので、申請状

況により終了が早まる場合があります。 

【要件】 

令和2年2月から12月のいずれか1箇月

における売上高が前年同月と比較して15

パーセント以上減少し

ていること（小数点以

下切捨て） 

所沢市 換気促進機器等の設置補助金 

【対象】 

常時使用する従業員が20人以下の小規模事

業者で、新型コロナウイルス感染症対策に

関する彩の国「新しい生活様式」安心宣言

を作成し、店舗等に掲示する者 

【対象経費】 

換気促進機器の導入、交換、改修する経費 

【補助率・上限額】 

補助対象経費の10分の9 

（1,000円未満は切捨て） 

上限額は10万円(税抜) 

受付期間：令和3年2月26日（金）まで 

先着順で予算2,000万円 

【対象】 

市内に主たる事務所又は事業所を有し、か

つ、新型コロナウイルス感染症の影響で売

上げが減少した法人又は個人事業者 

【補助対象事業】 

インターネットを通じた通信販売を開始又

は拡充する事業 

【補助対象経費】 

インターネットを通じた通信販売を開始又

は拡充するのに要する経費 

【補助率・上限額 】 

・対象経費の10分の9 

・上限額は10万円 

他にもコロナ関連で給付金・補助金があります。自治体ごとにコロナウイルス関連情報を随時、

確認しております。必要書類などでご不明点等ございましたら、監査担当者へご相談ください。 

所沢市販路拡充事業補助金 

 

埼玉県はこちら 東京都はこちら 
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