
２０２２年４月 

１．前払金保証取扱から見た長野県内の公共工事動向 

（２０２２年３月 単月・累計） 

２．継続工事の前払金のご案内 

年度をまたがる工事の多くは、年度ごとに前払金を請求できることとなっています。2021年

度分の出来高予定額に達した工事においては、2022年度分の前払金を追加でご請求できますの

で、ぜひご利用ください。 

３．無料財務診断レポート「e診断」のご案内 

お客さまから毎期ご提出いただいております決算書を基に「財務診断レポート（ｅ診断）」を

無料で作成し、ご提供しております。レポートでは、貴社の財務の¨強み¨や¨弱み¨、貴社

が同規模・同業種の中でどの位置（ポジション）にあるかを把握することができます。 

詳細は、別添リーフレットをご覧ください。 

４．小冊子（無料提供）のご案内 

当社では、経営サービス業務の一環として、小冊子を無料提供しています。 

新入社員向けの「建設フレッシュマン ＧＵＩＤＥ ＢＯＯＫ ２０２２」の他、若手技術者

や指導担当者を対象とした「マンガでわかる若手技術者育成シリーズ」などの小冊子をご用意

しています。 

詳細は、別添リーフレットをご覧ください。 

５．東日本保証がお届けするニュースレター「TOPICS」 

業界の旬な話題を提供する「TOPICS」を発行していますので、是非ご覧ください。

６．電子入札用 ICカード「AOSignサービス」キャンペーンのご案内 

当社の関連会社である日本電子認証（NDN）では電子入札用ICカード（AOSign ｱｵｻｲﾝ）の発

行を行っています。 

詳細は別添リーフレットをご覧ください。 

東日本建設業保証株式会社 長野支店 お客さま相談係 

〒380-8537 長野県長野市南石堂町1230-6 長建ビル４F 

℡：026-226-7520 FAX:0120-027-376 

URL： https://www.ejcs.co.jp/
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東日本建設業保証の財務診断をぜひご利用ください

診断（財務診断レポート）の

ご案内

診断
レポートの
提供

コンサル
（訪問相談）

https://www.ejcs.co.jp/

TEL

住所

URL

ｅ診断を通じて、経営改善をお手伝いいたします

※ ｅ相談、ｅコンサルは、建設業専門のコンサル会社である（株）建設経営サービス（東日本建設業保証（株）100％子会社）が行います

相談
（電話相談）

「ｅ診断（財務診断レポート）申込書」をご記入の上、弊社へFAXください

お問い合わせ：東日本建設業保証㈱長野支店

026-226-7520 0120-027-376
〒380-8537 長野県長野市南石堂町1230-6 長建ビル４F

FAX

全て無料



ｅ診断（財務診断レポート）のご提供ｅ診断（財務診断レポート）のご提供

貴社の財務の“強み”や“弱み”が分かります。
同規模・同業種の中でどの位置（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）にあるかが分かります。

主要１０指標を基に総合評価点を算出します。

レーダーチャートにより、経営バランスや同業

種・同規模企業（中央値）との比較ができます。

総合評価の推移を最大１０ヵ年で見ることがで

きます。

１．総合評価

所在する地域（都・県）における主要１０指標を

２０段階に区分して数値を表示します。

貴社がどの段階にあるかを示すことにより、地

域における位置(ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ)が一目で分かります。

当期の数値に加えて前期の数値を列記してお

り、位置の比較ができます。

３．貴社の位置づけ

全２６項目の経営指標を過去５ヵ年分掲載し、そ

のうち主要な１０指標について、推移が分かるよ

うグラフで表示します。

５年分の全２６項目の経営指標を東日本の同業

種・同規模企業と比較し、財務上の「強み」「弱

み」をビジュアルに表示します。

２．経営指標

貴社を訪問して（またはオンラインにて）ヒアリン
グを行い、経営改善計画書の作成や課題解決
策をご提示します。

※ｅコンサルは、１企業５回まで無料でご利用いただけます。
ただし、訪問コンサルは最大3回までです。

財務診断レポートを基に、貴社の強み・弱みを
解説し、今後の改善等についてお電話でお答
えします。
※お電話ではなく、直接会って説明を聞きたい、または、
複数名で聞きたい場合は、ｅコンサル（訪問相談）をご
利用いただけます。

経営改善の重要な切り口となる収益性分析を、

お天気アイコンで表示し、各指標の良否を分か

りやすくしました。

● さらに詳しいご相談にも対応します・・・● さらに詳しいご相談にも対応します・・・

４．収益性分析

※ ｅ相談、ｅコンサルは、建設業専門のコンサル会社である（株）建設経営サービス（東日本建設業保証（株）100％子会社）が行います

全て
無料!

2020年11月～
ｵﾝﾗｲﾝ相談に対応しました



１．総合評価

ｅ診断（財務診断レポート）の特徴ｅ診断（財務診断レポート）の特徴

「収益性」、「活動性」、「流動性」、「健全性」、「生産性」に関する全１０種の経営指標を基に評価点を算出。

同業種・同規模企業（中央値）との比較ができるレーダーチャートも併記。

２．経営指標

２６種の経営指標を５ヵ年分掲載し、同規模・同業

種の企業の中で、各比率がどの位置（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ）に

あるかを見やすく掲載。

上位２５％値より良好な場合は 緑太字、下位

２５％値より低調な場合は 朱文字で表示。

３．貴社の位置づけ

経営指標のうち主要な１０指標を厳選、同地域

の中で各比率がどの位置（ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ） にあるかを

把握することができます。

４．収益性分析

収益性分析を「利益率」と「回転率」の２つの要

素から解説します。工事採算性や経費にムダが

ないか等「お天気アイコン」で分かりやすく表示。



ｅ診断（財務診断レポート）ご利用者様の声ｅ診断（財務診断レポート）ご利用者様の声

（ ご利用者様の声 ）

2

3

4

5

丁寧な診断をされているので自社の経営計画策定の資料に役立てたい。 【群馬県／役員】

財務診断レポートの結果に対して、助言、アドバイスがあればありがたい。 【愛知県／代表者】

自社の財務内容が把握でき参考資料として大助かりである。 【岩手県／代表者】

同業他社の中での自社の位置づけが分かり、大変参考になりました。 【東京都／代表者】

※ e診断「財務診断レポート」に関するアンケートより

1 経営指標ごとに長期にわたり比較対照ができ参考になった。 【福島県／役員】

ｅ診断（財務診断レポート）を利用するには…ｅ診断（財務診断レポート）を利用するには…

「ｅ診断（財務診断レポート）申込書」をご記入の上、弊社

へＦＡＸください。概ね２週間程度で送付いたします（郵便

事情等により前後する場合があります）。

FAX 0120-027-376

平成２７年度のサービス開始から、ｅ診断（財務診断レポート）を利用される方が、
年々増えています。
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（社） 自社の現状把握 327

自社の経営課題の発見 186

自社の経営計画策定の資料 63

その他 1

合計 577

○レポートの活用（複数回答）

57%
32%

11%

0%

自社の現状把握

自社の経営課題の発見

自社の経営計画策定の資料

その他

継続的なレポートの把握が改善点の整理集約に望ましいと考えています。 【東京都／その他】

7 建設業に特化した財務診断がとても参考になります。 【長野県／役員】



建設

◆◆ 小冊子 （無料提供） のご案内

自然条件などの影響を受けやすい建設現場におい
て、工程表を作成するうえでの注意点や、工程の見
直しが求められる際に有効な手段について、マンガ
を用いてわかりやすく解説しています。

工事現場で利益を出すための「原価管理」について、
その仕組み、重要性、実践方法をマンガを用いてわかり
やすく解説しています。

工程管理ハンドブック

原価管理ハンドブック

■ マンガでわかる若手技術者育成シリーズ ■

安全管理の必要性、災害が発生した場合の対処方法、
元請が講じるべき措置、災害防止の具体的な取組方法に
ついて、労働安全衛生法などの関連法令を示しながら、
マンガを用いてわかりやすく解説しています。

安全管理ハンドブック

品質管理ハンドブック

品質管理とは何か、また、品質管理のための計画
や管理体制などについて、実際に現場で活用されて
いる事例や国の取組みなどを紹介しながら、マンガ
を用いてわかりやすく解説しています。

主に若手技術者や指導担当者を対象とした施工管理の入門書として、
以下の小冊子を刊行しています。（小冊子名は略称）

■ 若手 ・中堅社員向け小冊子 ■

環境保全ハンドブック

工事から発生する騒音や振動といった様々な環境
負荷を軽減するための計画や、工事現場から排出さ
れる廃棄物の取扱いなど、基本的な事柄について、
マンガを用いてわかりやすく解説しています。

■ 新入社員向け小冊子 ■

＜新＞現場代理人育成ハンドブック

建設フレッシュマン GUIDE BOOK ２０２２

新入社員の方を対象に、建設業界で働くうえで覚えておきたいポイント
「3つの基本」についてわかりやすく解説しています。
全面リニューアルに伴い、SNS上でのトラブル
増加等の社会変化や建設業法などの法制度の
改正に対応した内容になっています。
新入社員教育、研修等でご利用ください。

RENEWAL!!
◆目次◆
第１部：社会人としての基本
第１章：社会人としての心構え
第２章：自己管理
第２部：仕事の基本
第１章：職場の基本
第２章：マナーの基本
第３章：ビジネス文書の基本
第３部：建設業の基本
第１章：建設産業の特徴
第２章：建設業法の基本
第３章：建設実務の基本
第４章：安全管理の基本
資料編

現場代理人が企業に利益をもたらすために必要
となる能力「エッセンシャルスキル」について
解説するとともに、現場代理人の育成ステップの
具体例を紹介しています。

小冊子につきましては、弊社までお気軽にお問い合わせください。

東日本建設業保証㈱長野支店
TEL：026-226-7520 FAX：0120-027-376



Management

Analyze & Census Analyze & Census

Management

Analyze & Census



AOSignサービス推薦団体様のご紹介にて、初めてAOSignサービスをご購入いただく企業
様を対象とした特別キャンペーンです。たいへんお得な内容となっておりますので、是非
ご利用ください。

対象者
AOSignサービス推薦団体様のご紹介で
初めて AOSignサービス をご購入いただく企業様 (※1）

対象商品
AOSignサービス電子証明書（ＩＣカード）
有効期間により5種類ございます。

割引額
ＩＣカードを1枚につき最大19,800円割引！ (※2）

詳細は下記の「割引料金表」をご参照ください。

受付期限 令和５年３月３１日まで（必着）

必要書類
・ 電子証明書発行申込書類（添付書類含む）
・「ご紹介キャンペーン」割引券（本紙裏面・コピー可）」 （※3）

注意事項

※1 割引適用は企業単位となります。これまでに企業（個人事業含む）として

AOSignサービスをご購入いただいている場合は、対象外となります。
※2 他のキャンペーンや割引との併用はできません。
※3 割引券が同封されていない場合、割引は致しかねますのでご注意ください。

■お申込時期の目安
ＩＣカードの有効期間はカード発行日から開始されます。そのためカードが必要な
時期の1ヵ月から1ヵ月半前を目安にお申込ください。
有効期間の開始日もしくは発行日の指定はできませんのでご了承ください。

◆◆特別割引の概要◆◆

～初めてお申込みをいただく企業様向け～
AOSignサービス「ご紹介キャンペーン」のご案内

有効期間 通常価格 割引額 割引後の価格

1年+30日 16,500円 ▲7,700円 8,800円
2年+30日 30,800円 ▲11,550円 19,250円
3年+30日 42,900円 ▲12,100円 30,800円
4年+30日 55,000円 ▲14,300円 40,700円

5年（※） 66,000円 ▲19,800円 46,200円

◆◆割引料金表◆◆ （1枚あたりの料金：税込）

アオサイン

※法令上、電子証明書の有効期間は5年を超えないものと定められています 2022.3（S 7･10.5･11･13･18）



ご紹介キャンペーン 割引券

◆◆ご記入ください◆◆

◆◆お問い合わせ先◆◆

URL https://www.ninsho.co.jp/aosign

2022.3（S 7･10.5･11･13･18）

該
当
の
も
の
に
○
を
つ
け
て
く
だ
さ
い

◆お客様の主な業種についてお答えください（いずれか一つ）

1.農林水産業 2.建設業（建設・造園・設備・測量・設計・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等）

3.製造業 4.電力・ガス・熱供給業 5.情報通信業 6.運輸・郵便業 7.卸売・小売業

8.金融・保険業 9.不動産業 10.飲食・宿泊業 11.教育・学習支援業 12.医療・福祉

13.廃棄物処理・運搬業 14.ビル管理業（ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ、清掃、警備等）

15.その他 （ ）

◆AOSignサービスの購入を決めた理由は何ですか？（複数回答可）
1.商品ラインナップ 2.顧客対応 3.発行までの期間 4.割引価格

5.同業者・取引先の紹介

6.その他 （ ）

◆AOSignサービスのご利用目的は何ですか？（複数回答可）
1.電子入札（工事・委託） 2.電子入札（物品・役務） 3.電子申請（e-Gov等）

4.電子申告（e-Tax・eLTAX） 5.電子契約

6.その他 （ ）

◆◆アンケートへのご協力をお願いします◆◆

商号・名称
（ゴム印可）

住 所

電話番号

ご紹介団体名 一般社団法人長野県建設業協会

NDN 検索

Eﾒｰﾙ：ホームページの「AOSignサービスのお問い合わせ」から送信してください

ヘルプデスク

FAX 03-5148-5695


