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  １．昨年度の取組 

  ２．関連施策への組み込み 
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  ３．ローカルベンチマークの狙いと 
    今年度の取組 

  ４．討議いただきたい内容 
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ローカルベンチマークの普及拡大に向けた昨年度の取組 

 ローカルベンチマークの普及拡大に向けては、「ローカルベンチマーク活用戦略会議」の活
動を中心に、データの見直し、モデル事業の実施などの取組や国の施策との連携などを
行った。 

○昨年度「ローカルベンチマーク活用戦略会議」を４回開催し、メンバーである金融機関、支援機関、 
 中小企業関連等の各種団体、有識者、士業関係が中心となった普及活動やそれら関係者に加え、 
 オブザーバーである関係省庁とともに、ローカルベンチマークの普及拡大に向けた取組や改善に向けた 
 議論を行った。 

「ローカルベンチマーク活用戦略会議」を中心とした取組 

・ツールの改善 
 （財務データの見直し等） 
・パンフレットの作成 

・モデル事業の実施 ・セミナー、講演会の開催 
・機関誌での情報共有 等 



  １．昨年度の取組 

  ２．関連施策への組み込み 
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  ３．ローカルベンチマークの狙いと 
    今年度の取組 
  ４．討議いただきたい内容 



 ローカルベンチマークと関連施策の連携 
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国の各種施策等への組み込み 

Fintech事業者等 
システムへの活用 

中小企業等経営強化法 

地域未来投資促進法 

事業承継ガイドライン 

早期経営改善計画策定
支援（プレ405事業） 

・
・
・ 

労働移動支援助成金 
（厚労省） 

ＲＥＳＡＳ 



6 

金融庁「金融仲介機能のベンチマーク」（平成28年9月15日公表）での活用 

 金融機関による「担保・保証に依存しない融資の促進」や「取引先の経営改
善や成長力の強化支援」を目的に、金融庁が金融機関と対話し、取組を評価
するための指標。 

 ローカルベンチマークも、その活用状況が選択ベンチマーク（※）の一つに。 
  （※）各金融機関の自主的な取組を促すため、ベンチマークは共通項目以外はおおむね        
     選択制となっており、事業戦略やビジネスモデル等を踏まえて各行が選択し、 
     自主点検、自主開示することとされている。 

（２）事業性評価に基づく融資等、担保・保証に過度に依存しない融資 
5.事業性評価の結果やローカルベンチマークを提示して対話を行っている取引先数、
及び、先のうち、労働生産性向上のための対話を行っている取引先数。 

(参考)「金融仲介機能のベンチマーク」より抜粋 
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【参考】「金融仲介機能のベンチマーク」の主な内容 

(参考)未来投資会議 構造改革徹底推進会合「ローカルアベノミクスの深化」会合(中小企業・観光・スポーツ・文化等)(第1回) 金融庁提出資料より抜粋 
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【参考】金融機関等における認知度、活用状況について（アンケート結果） 
 金融機関等を対象にしたアンケート調査の結果、ローカルベンチマークについて、「内容を
よく知っている」、「聞いたことがある」と回答した機関は85%を超えており、相応の認知度
がある。 

 活用状況についても、「活用している」、「活用を検討している」と回答した機関が    
約75％となっている。 

(資料)「ABLの課題に関する実態調査 調査報告書」(平成29年度2月公表) 受託者 株式会社帝国データバンク 
     金融機関やリース会社等660機関にアンケートを送付し調査。 

ローカルベンチマークの認知度 ローカルベンチマークの活用状況 
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中企庁「中小企業等経営強化法」(平成28年７月１日施行)との連携 
 「経営力向上計画」策定時の経営分析に、ローカルベンチマークの財務指標等を活用。 

 経営革新等支援機関が中小企業等と、財務・非財務情報の基本事項について認識の共
有を進める際に、企業がローカルベンチマークを活用することを促す。 

「中小企業等経営強化法」スキーム 
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中企庁「事業承継ガイドライン」(平成28年12月5日策定)との連携 
 円滑な事業承継のための、経営状況の把握(見える化)に資する 取り組みとしてロカベンを紹介。 

ロカベン等を活用して、会社の経営状況を見える化し、課題に対する早期対応を促す 

(参考) 中企庁「事業承継ガイドライン」について より抜粋 

ローカルベンチマーク 事業承継ガイドラインの取組内容 
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早期経営改善計画策定支援事業（プレ405事業）とローカルベンチマーク 
 従来より行われている認定支援機関による経営改善計画策定支援事業（405事業）の簡易版として実施。

従来の405事業に比して、①金融支援不要の基本的な経営計画、②１年後の決算時にモニタリングを実施
することにより、中小事業者の早期の経営改善を促す「健康診断的事業」である。 

 プレ４０５事業を活用し、より詳細な財務分析を行う場合には、ローカルベンチマークの活用を推奨。 

ビジネスモデル俯瞰図 

プレ405事業 

金融機関 

中小企業・ 
小規模事業者 

認定支援機関 
（税理士、診断士等） 

③計画策定支援 
⑦モニタリング 

③費用負担 

④計画書等受取 ①相談 

経営改善支援センター 
②連名で相談申込 ⑥費用支援 

アクションプラン 



 

ＲＥＳＡＳとローカルベンチマークの連携 
 ローカルベンチマークの第一段階（地域の経済・産業の視点）において、ＲＥＳＡＳを活用。また、
ＲＥＳＡＳの 「中小・小規模企業財務比較」ではローカルベンチマークの６指標を採用。 

情報収集 財務情報・・・企業の過去の姿を映すもの 
非財務情報・・・企業の過去から現在までの姿を映し、将来の可能性を評価するもの 

ライフステージ 
と 

取組方法 

創業～成長段階 
 
→担保に頼らず融資 

中長期的な衰退が見える段階 
(黒字ながら先細りが見える、潜在的成長力がありながら苦戦等) 

→早めに気づき、対話・支援 

衰退～再生段階 
 
→再編・廃業支援 

地域の経済・産業の現状と見通しの把握 
 
 把握すべき
データ（例）  

・地域の産業構造 
・雇用状況 
・内外の取引の流れ 
・需要構造        など 
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第二段階 
個別企業の経営力評価と経営改善に向けた対話 

ローカルベンチマーク 
第一段階 

○地域経済・産業の分析 
○各企業の地域経済に与える影響  
  等の把握 
○重点的に取り組むべき企業の特定 

RESASを活用して 
効果的・効率的に情報収集を実施 

レーダーチャート（指定産業内） 
表示年：2014年 
指定地域：北海道 

指定産業：製造業＞食料品製造業 
●北海道 ●青森県 

稼ぐ力               ▼ 

稼ぐ力               ▼ 

雇う力              ▼ 

伸びる力             ▼ 

伸びる力           ▼ 

持続する力          ▼ 

健全経営力         ▼ 

健全経営力         ▼ 

健全経営力       ▼ 
営業利益率    ▼ 

労働生産性    ▼ 

従業員数      ▼ 

売上増加率    ▼ 

設備投資(総額)▼ 

売上高         ▼ 

運転資金 
月商倍率 ▼ 

自己資本比率 ▼ 

実質債務 
償還年数 ▼ ＲＯＡ         ▼ 

稼ぐ力          ▼ 

ローカルベンチマークの財務情報の6つの指標 

ＲＥＳＡＳ 「中小・小規模企業財務比較」 
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地域未来投資促進法へのローカルベンチマークの組み入れ 
 地域未来投資促進法は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対す
る経済波及効果を及ぼすことにより、地域経済を牽引する事業（「地域経済牽引事業」）を促
進し、地域の成長発展の基盤強化を図るため、事業者等が作成する当該事業に係る計画を承
認する制度を創設し、計画に係る事業を支援する等の措置を講ずるもの。 

 ローカルベンチマークの活用について基本方針に記載するとともに、基本計画の策定時や事業の支
援などにおいてもロカベンを活用。 

基本計画 
(市町村・都道府県が策定) 
・対象区域 
・基本計画の目標 
・地域経済牽引事業の要件 
・活用する地域特性 等 

地域経済牽引事業計画 
（事業者が策定） 

〔地域経済牽引事業〕①成長ものづくり分野、
②農林水産、地域商社、③第四次産業革命 等 
〔事業計画のポイント〕 
○地域の事業者に対する経済的波及効果 等 

連携支援計画 
(支援機関が策定) 

 
・地域の公設試等が連
携して支援 

基本方針 
（国が策定） 

承認 同意 

都道府県が承認 支援 

支援 

地域未来投資促進法 

（主な支援策） 
・専門人材による事業展開等の支援 
・地域未来投資促進税制 
・地方創生推進交付金 
・「地域未来牽引企業」2,000社選定 等 

ローカルベンチマーク ロカベン第一段階、第二段階の
活用について記載 

支援機関と事業者と
の対話等に活用（ロ
カベン第二段階の連
携） 

RESAS等の活用による
計画の策定（ロカベ
ン第一段階の連携） 
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厚生労働省「労働移動支援助成金」 (平成28年10月改訂)との連携 
 事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等を早期に雇い入れた事業主や、当該労
働者に対して訓練を行った事業主に対して助成。 

  更に一定の要件を満たした事業所に対しては優遇助成を受けられる可能性があり、その要件の
一つに当該法人のローカルベンチマークの財務分析結果が採用。 

(参考) 厚生労働省「労働移動支援助成金」HP より抜粋 

「再就職援助計画」の対象者の継続的
な雇用や職業訓練を実施 

一定の優遇措置を適用。 

厚生労働省「労働移動支援助成金」 

一定の要件を満たした事業所であること 

さらに 

REVIC（株式会社地域経済活性化支援機構）、
中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構
築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した
方を雇い入れた場合 

賃金や訓練経費の助成等あり。 

■基本情報

■財務指標(最新期）

19

■財務指標（過去2期）

11

1.6(ヶ月)
26.7%

2.7(倍) 3
31.2(ヶ月)

0.7%
10.4%

35.4%

24.2%

3

-1.2%

D

1.1(ヶ月)

2 1.4%②営業利益率
③労働生産性
④EBITDA有利子負債倍率
⑤営業運転資本回転期間
⑥自己資本比率

総合評価点 総合評価点

④EBITDA有利子負債倍率
⑤営業運転資本回転期間
⑥自己資本比率

指標

①売上増加率

-383(千円)
61.2(倍)

140(千円)

1.6(ヶ月)

2 541(千円)

算出結果

0.1%

貴社点数
2

業種基準値
2.3%

B総合評価点

4.5(倍)

貴社点数
4
3

業種基準値
2.3%
1.4%

913(千円) 3 541(千円)

5,250,128(千円)

2016年3月

算出結果

2015年3月

算出結果
-2.4%
-0.3%

※総合評価点のランクはA：24点以上、B：18点以上24点未満、C：12点以

1
2
2

2.8(ヶ月)
2.1%

4.5(倍) 26.3(倍)

従業員数

指標

①売上増加率
②営業利益率
③労働生産性

株式会社○○

東京都○○
○○　○○
03_製造業

中規模事業者

36,500(千円)
40(人)

商号

所在地

代表者名

業種_大分類

事業規模

売上高
営業利益

業種_小分類 0301_食料品・飼料・飲料製造業

26.7%

⑤営業運転資

回転期間

安全性

⑥自己資本比

効率性
ロカベンの総合評価が「B」以上
であることが、要件の一つ 
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  ３．ローカルベンチマークの狙いと 
    今年度の取組 
  ４．討議いただきたい内容 
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ローカルベンチマークの狙い（活用段階に応じて） 

活用段階 目指すべきもの 

①認知（入口） 

・ローカルベンチマークは、金融機関や支援機関等が、企業の経営者等との対話    
 を深め、お互いに課題を認識し、行動につなげていくための「きっかけ」また 
 は「たたき台」となるもの 
 
・「ベンチマーク」は、事業性評価の「入口」であって、それぞれの企業や金融  
 機関、支援機関が独自の視点でより深い対話や理解をする出発点 

②活用（対話） 

・企業の経営者等が、自らの経営を振り返り、経営判断の参考とし、経営力を高 
 め、金融機関等の関係者（ステークホルダー）と対話するための手段 
 
・金融機関や支援機関が、自らの意識や行動を振り返り、企業や他の支援機関等 
 と企業の事業性や課題について対話する際の参考とし、企業との対話力を含む 
 能力を高める手段 

③出口（融資・補助金につなが
る等） 

・ローカルベンチマークの活用により、様々なライフステージにある企業の事業 
 内容や成長性等に関する状態を把握した上で、適切な支援策を提案し、実行に 
 移していく 

④効果（生産性向上等） ・企業経営者が、自らを振り返り、経営を改善することで、付加価値と雇用を生 
 み出すことが、ローカルベンチマークの最も重要な利用目的 
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ローカルベンチマーク普及拡大に向けた今年度の取組（今後の方向性） 
 今後のロカベン普及拡大に向けた取組については、平成28年5月に策定した「ローカルベンチマーク活用行動

計画」に基づいて、これまでに対応した取組の評価を行いつつ、今年度において以下の更なる取組を実施し、
成果を把握することを目指す。 

 これら取組と成果を踏まえ、来年度以降の活動の方針となるアクションプランをまとめる。 

＜関連施策への組み込み＞ 
・金融仲介機能のベンチマーク 
・中小企業等経営強化法 
・事業承継ガイドライン 等 

＜ツールの充実＞ 
・非財務情報の定量化  
・業種毎に活用しやすい 
 仕組みの構築  
・対話のポイントなどの 
 マニュアルの充実 等 
 

「ロカベンアクションプラン2018（仮称）」の策定（※ローカルベンチマーク活用行動計画の改定） 
→更なるロカベンの普及拡大に向けた取組につなげる。 

＜モデル事業の実施＞ 
（「入口」を想定した事業） 
・金融機関、支援機関と企業との  
 実践的な活用 

＜モデル事業の実施＞ 
(「出口」戦略を想定した事業) 
・クラウドサービス導入による経営  
 改善(ロカベンによる成果検証)  
・地域未来投資促進法に関連し  
 た金融機関、自治体等での活用  
・事業承継をテーマとした支援機 
 関での活用 等 

 
 
 
 
 

＜関係団体における活用促進に 
向けた取組＞ 

・関係機関による独自のトライアル的 
 な活用やマニュアルの作成  
・企業経営者によるトライアル   
・会計ソフト等へのロカベン機能の追加  
等 

 

＜ツールの充実＞ 
・業績推移（3期分）の 
 入力可能化 
・業種区分の細分化 等 

＜関連施策への組み込み＞ 
・プレ405事業  
・地域未来投資促進法 
 
※ローカルベンチマークの利用を条 
  件とする支援策等の拡充。 

「ローカルベンチマーク活用行動計画」（平成28年5月策定） 

各関係者の取組 関連施策との連携 活用状況のフォローアップ、活用方法の検証・改善 

成果の把握（「成功事例」の収集）と評価（改善点や普及拡大策の検討） 
 

（金融機関向けアンケート＆ヒアリング、モデル事業、クラウドサービス等による成果の把握） 

平
成
２
８
年
度 

平
成
２
９
年
度 

＜関係団体における普及・周知＞ 
・セミナー、講演会の開催 
・機関誌での情報提供 
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  ３．ローカルベンチマークの狙いと 
    今年度の取組 
  ４．討議いただきたい内容 



問①   
  ロカベンを活用した取組みやロカベンを活用できる人材育成としてどのよ
うなことを行っているか。また、経営改善、生産性向上、成長資金の供給と
いった具体的な成果に結びついている事例があるか（傘下の金融機関・企業
での事例を含む）。 

 今年度もローカルベンチマークの普及・促進に向けた活動を進めていくにあたって、本日は
下記問いに対して委員の皆様からご意見を頂きたい。 

本日ご意見頂きたい事項 

問② 
  ロカベンの活用や成果への結びつけにおける課題と考えられる対応策。 
    （例：小規模事業者の活用促進、事業承継における活用促進、支援者の育 
        成、経営者の意識改革）  

問③ 
  ロカベンのツール改善、マニュアル改善として、具体的にどのようなこと 
が考えられるか。 
    （例：非財務情報の充実、非財務情報の定量化、対話のポイントの充実） 
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