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ひょうご中小企業技術・経営力評価制度のねらい 

【中小企業のニーズ】 
  ・技術力やサービス力、成長性等を有していても、物的担保力が不足していることから融資 
   を受けることができない。 
  ・保有する技術力等をアピールし、販売促進や企業価値の向上につなげたい。   

  平成１７年度より、（公財）ひょうご産業活性化センターが、中小企業の技術や経営力を総合

的に評価する「技術・経営力評価報告書」を発行し、企業の円滑な資金調達や企業価値のア

ピールを支援。 

      利用対象者：県内中小企業及び県内に店舗を置く金融機関 

【金融機関のニーズ】 
  ・顧客企業の財務面のみならず、技術力や成長性を含めた事業実態を把握し、物的担保に  
   依存しない、企業の成長性に基づいた融資に結び付けたい。 
  ・企業の課題を明らかにし、支援に生かしたい。 
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制度の経緯 
 
平成１６年度  ・地域金融機関から県への提案を受け、センターで中小企業の技術力を客観的 
             に評価する制度の創設を検討 
平成１７年度  ・「ひょうご中小企業技術評価制度」発足（６月） 

平成１９年度  ・総合評価方法の見直し 
               全評価項目（９項目）を対象とした「総合評価」から、技術的項目（５項目）を対 
                                   象とした「技術評価」と「全体評価」の２本立ての評価方法に見直し 

平成２２年度  ・評価項目の見直し 
               「資金計画」と「資金調達力」を統合し、新たに「生産・サービス体制」「人 材・ 
                                      組織体制」を加え、評価項目を１０項目に変更 

平成２３年度  ・評価手数料の補助率を１／２から１／３に引き下げ 
          ・全国イノベーション推進機関ネットワークより「地域産業支援プログラム優秀賞」 
                                を受賞 

平成２４年度  ・「ひょうご中小企業技術評価制度」から「ひょうご中小企 業技術・経営力評価制 
              度」に名称を変更  

平成２６年度  ・日本弁理士会より「知的財産活用賞（事業支援サポート部門）」を受賞 

平成２７年度  ・評価書発行件数が累計１，０００件を突破（９月） 



評価書の内容 
中小企業の技術や成長性を評価する下記の１０項目について、評価コメントと評
価点（１～５）を評価書に記載 （概ね１６ページ） 
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評価分野・項目 評価の視点例 

１ 製品・ 
  サービス 

①新規性・独創性 従来品との差別化の程度、代替品に対する競争力など事業性の観点から評価 

技
術
評
価 

全
体
評
価 

②優位性とその維持継続 競合品に対する優位性、認知度、特許権、技術の継承 

２ 市場性・ 
  将来性 

①市場規模・成長性 各種調査による市場動向、法規制の動向、代替品の出現 

②競合関係 競合企業の状況、市場シェア、品質・納期・差別化戦略、競争優位性 

３ 実現性・ 
   収益性 

①販売方法・販売価格 マーケティング計画の内容、販売チャネル、販売方法、販売価格 

②生産・サービス体制 運営管理体制、原価管理、生産・サービス計画、５Sの実施、生産管理 

③売上高・利益計画 売上高・利益計画の妥当性、売上原価・販売費・一般管理費の妥当性  

④資金計画・資金調達力 資金計画の有無、事業計画との整合性、採算性、自己資金 

４ 経営力 

①事業遂行能力 経営理念、先見性、知識、経験、スキル、リーダーシップ、社外ネットワーク 

②人材・組織体制 後継者等の人材、人材教育、技術・ノウハウ継承の仕組み 



評価分野 

評価項目 

評価コメント 

評価点（１～５） 
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評価書例（サンプル） 

評価点数基準 
 ５＝総合的に極めて優れたレベル。 
 ４＝総合的に優れているレベル。 
 ３＝総合的に良いと評価できるレベ 
    ル。 
 ２＝留意すべき要素が多く、良いと  
    は言い難いレベル。 
 １＝極めて高いリスクまたは重大な 
    問題がある。 



 レーダーチャート  評価のまとめ 

改善すべき点のコメント 

技術評価 

全体評価 

総合評価（技術評価、全体評価）に
ついては、１０項目の合計点に応じて、
１～５の評価点をさらに３段階に分け、
③＋、③ﾌﾗｯﾄ、③－のように示す。 
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１０項目それぞれの強みや課題が一目で
分かるよう表示 



         申 込 （申込企業→センター）  

                金融機関経由または直接申込み ※申込の95％は金融機関経由 

   調査委託（センター→調査機関）     

               委託機関：兵庫県中小企業診断士協会、兵庫県技術士会、ビズサポート㈱ 

        ヒアリング調査、評価書案の作成（調査機関）  

                 調査機関担当者が企業へ訪問調査。評価書案を作成し、センターに提出。 

         評価書案の内容確認（センター） 

                 調査担当者との面談、評価書案の内容確認・加筆修正 

         技術評価委員会での審議（月２回開催：センター） 

                 評価書案の内容審議、加筆修正、評価決定 

         評価書の発行（センター→申込企業・金融機関） 
 
                〔金融機関から融資実績をセンターに報告（融資実行の翌月末）〕 

評価書発行の流れ 

約３週間 

（参考）技術評価委員会 
  ・構  成 ： 元企業経営者、センター・経営推進部長、マネージャー３名 
  ・事務局 ： 課長１名、主任調査役１名、調査役１名（主任調査役、調査役は金融機関からの派遣）  
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１～２週間 



評価手数料 

 標準評価型      67,000円 

   １名の専門家がヒアリング調査等により評価報告書を作成 

     （評価手数料10万円のうち33,000円はセンターが負担） 

 オーダーメイド型  134,000円 

   対象企業の業務が多岐にわたる場合、高度に専門的である場合など、 

    ２名の専門家がヒアリング調査等により評価報告書を作成 

     （評価手数料２０万円のうち66,000円はセンターが負担）    

 評価手数料の助成 

  一部の商工会、金融機関では、利用企業の負担額の一部又は全部を助成。 
   ・商工会（養父市、朝来市、丹波市、香美町、新温泉町） 
   ・金融機関（尼崎信用金庫、兵庫信用金庫、兵庫県信用組合、兵庫県信用農業協同 
    組合連合会） 
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 評価手数料の企業負担 
  本制度を利用する企業は申込時に下記の評価手数料をセンターに支払う。 
  センターの負担額は県で予算措置。 

※ 申込みの９５％は標準評価型 
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発行件数の推移 
評価手数料の補助率が引き下げられた平成２３年度以降７０～８０件で推移して
いたが、平成２６年度は１１５件となり、制度発足以来２番目に多い件数となった。
平成２７年度は昨年度を上回る見込み。 

（件数） 

図 年度別発行件数 

利用金融機関数（累計） Ｈ１７：８機関、Ｈ１８：１３機関、Ｈ１９：１５機関、Ｈ２６：１６機関、Ｈ２７：１７機関 
           （内訳）    地方銀行３、信用金庫１０、信用組合３、信用農業協同組合１ 
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制度創設（平成１７年度）～平成２６年度の実績 

 評価書発行件数  ９５２件 

 制度を活用した融資件数  ５８３件 
            融資金額   １５０億１，８００万円 ※ 融資実績は金融機関からの報告ベース 

             （１５金融機関：地方銀行３、信用金庫１０、信用組合２）          

評価書発行実績 

平成２７年度の利用状況（８月末現在） 

 評価書発行件数  ３７件  

 制度を活用した融資件数   １１件 

            融資金額    ２億９，７００万円 （７月末現在）            
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点数 構成比 
   ４＋以上      0.0% 
   ４ﾌﾗｯﾄ      0.8% 
   ４－     5.2% 
   ３＋       34.6% 
   ３ﾌﾗｯﾄ       40.1% 
   ３－         15.6% 
   ２＋     2.9% 
   ２ﾌﾗｯﾄ     0.7% 
   ２－     0.1% 
   １＋以下     0.0% 

計     100% 

（全体評価点割合） 

全体評価が「３＋」以上の
優良企業に盾を贈呈 



 技術評価制度を活用した融資制度（金融機関） 

   本制度を活用して、県内の８金融機関が技術評価制度を基にした融資制度 
   を実施。 
 
           ・但馬銀行                「たんぎん技術評価サポートローン」 
         ・みなと銀行             「創業・第二創業支援貸付」 
       ・尼崎信用金庫       「ひょうご中小企業技術サポート融資」 
       ・姫路信用金庫       「ひめしん技術支援融資」 
       ・日新信用金庫       「ひょうご技術評価制度活用融資」 
         ・兵庫信用金庫       「ひょうしん技術評価制度活用融資」 
       ・西兵庫信用金庫  「にししん技術評価制度利用融資」 
       ・兵庫県信用組合  「技術評価支援融資」 

評価書の活用による支援（１） 
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 県制度融資の保証料率の引き下げ（県信用保証協会） 
  全体評価が２フラット以上の場合、信用保証協会が兵庫県の制度融資に係る 
  保証料率を0.1％引き下げ。 （但し、保証の可否は保証協会の判断による） 

  ・ 平成２６年度利用実績 ：１２件 

 設備貸与制度の損料等の引き下げ（センター独自制度） 
  全体評価が３＋以上であった場合、センターの設備貸与制度における割賦損 
      料、月額リース料について通常より１ランク低い利率・料率を適用。 

  ・ 平成２６年度利用実績 ： ７件（Ｈ２６年度設備貸与実績：１３６件、約１９億円）      

評価書の活用による支援（２） 



製造業 
54% 

サービ

ス業 
15% 

建設業 
13% 

卸売・小

売業 
13% 

その他 
5% 

利用企業のプロフィール（平成１７～２６年度） 

 業種の多様化 

１～５人 
17% 

６～20人 
47% 

21～100人 
32% 

101～300人 
4% 

301人以上 
0.1% 

 ６割が小規模企業 
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 発足当初は製造業の割合が７割   
 を占めていたが、近年はサービス   
 業など利用企業の業種が多様化 

 従業員数２０名以下の小規模企 
 業の利用が６割以上 
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３千万円未 

5% 

３千万円

～１億円 

17% 

１～３億円

未満 

36% 

３～１０億

円未満 

32% 

 年商３億円未満の企業が６割 

 信金、信組の利用件数が増加 

２６年度まで１６金融機関が利用して
おり、近年は信用金庫、信用組合の
利用件数が増加 

  制度発足以来、年商３億円未満の 
     企業が過半数 

地方銀行 

32% 

信用金庫 
54% 

信用組合 
10% 

企業直接申

込 

4% 

１０億円以上 
        10% 

３千万円未満 
         5% 

企業直接申込 
         4% 
 



利用企業の具体例 

Ａ社（特殊用途の梯子等の製造） 

【評価結果】 
 ・特許を取得し、特殊用途の梯子などを製造しており、新製品開発にも積極的に取り組むなど、新規性、優位 
  性に優れており、高い評価を得た。特許やノウハウの管理等に課題があることが明らかになった。 

【成果】 
 ・評価結果が良好であったこともあり、取引機関から長期・低利の資金調達ができた。 
 ・「自社では気づかない客観的な視点で経営を見てもらえる」とこれまで当制度を３回利用。 
 ・制度利用がきっかけとなって「成長期待企業」に選定し、専門家派遣によって課題となっていた知財や営業 
  秘密に関する知識の習得、特許マップ作成等の支援を行った。 

Ｂ社（超鋼材料を使った小型精密金型部品の製造） 

【評価結果】 
 ・当社の加工精度は極めて高く、その加工技術及び保有設備は金型加工としてトップレベルにあり、また、 
  若手人材の確保、社員の育成にも注力しているなど、高い評価を受けた。材料となるレアメタルが入手で 
  きなくなるリスクが課題として挙げられた。 

【成果】 
 ・「それまであまり意識してこなかった自社の技術について深く考えるきっかけとなった。また高評価をうけたこ 
  とで、自社のやってきたことが間違いではなかったと安心した」と、第三者からの評価を受けることのメリット 
  を実感した。 
  ・リスク軽減の指摘を受け、超鋼金属だけでなくスチール、ステンレスなどの鋼、セラミックなど徐々に加工分 
  野を拡大した。 
 ・「変化の速い時代なので、３年を目途に再度評価を受けたい」と制度の活用を検討している。 
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金融機関と連携した中小企業支援 
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中小企業 
・自社の技術・経営の「強み・弱み」 

       の気づき    
    ・物的担保によらない与信力の強化 
    ・企業価値のアピール 

ひょうご産業活性化センター 
・円滑な資金調達の支援 
・経営課題の気づき支援 

   ・公的機関としての信頼性 

地域金融機関 
 ・融資に伴う目利き力の補完 

   ・顧客企業の経営実態の把握 
  ・地域密着型金融のアピール 

連携 

センターが技術・経営力を客観的に評価し、地域金融機関と連携して、中小企業の

気づきや円滑な資金調達を支援 

評価書の発行による
信用力の向上 

評価書の活用による
的確な判断 
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 ○他県での制度発足への協力 
   ・平成２５年度 広島県「広島県中小企業技術・経営力評価制度」 
   ・平成２６年度 福岡県「フクオカ成長企業評価制度」 

 ○経済産業省モデル事業（地域経済産業活性化対策調査）への協力 
   ・平成２６～２７年度 

今後の課題 
 技術評価制度の全国的な普及協力 

 信頼性の確保と全県的な普及促進 
 ○金融機関や商工会等との連携強化 
   ・金融機関や商工団体への周知徹底により、金融機関の利用拡大を推進。 
           今年度は新たにＪＡ県信連が利用開始。 
    （平成２６年度利用金融機関：地方銀行１、信用金庫５、信用組合２） 

 ○信頼性の確保 
   ・平成２６年度に発行件数が１１５件と急増し、本年度も利用が拡大傾向にあることか 
      ら、事務の効率化と体制強化を図り、信頼性を向上。 

 （参考） 平成２３年度 全国イノベーション推進機関ネットワークより 
                                           「地域産業支援プログラム優秀賞」を受賞。 

                平成２６年度 日本弁理士会より「知的財産活用賞」を受賞。 

http://www.jpaa.or.jp/wp-content/uploads/261128-1.jpg
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