
2017年9月12日 
株式会社帝国データバンク 

今年度の事業についての説明 

ローカルベンチマーク活用戦略会議 
(第１回) 

資料４ 
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１．今年度取り組み事業概要 
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 ④ 財務の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１２ 
      財務指標の修正の検討、改定を実施 

 ⑤ 非財務の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１３ 
      金融機関・支援機関等や企業が活用することに重点を置き、修正の検討 

 ①  前年度フォローアップ調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P３ 
      前年度のモデル事業等の取材による企業の経営改善事例の収集を実施 
 
 ②  今年度モデル事業（案）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ７ 
      今年度のモデル事業による伴走支援から活用事例及び成功事例の収集を実施 

(２) ローカルベンチマークツールについて改定検討事項（案） 

(１) ローカルベンチマークを活用したモデル事業実施による事例の収集 

 ③ 全体の方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ１１ 
      活用を意識したマニュアル等の修正の検討、改定を実施 



2．実施内容 （１）ローカルベンチマークを活用したモデル事業実施による事例の収集 
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前年度の事業の中では、対話の実施から課題と対応策の共有までを実施した。その後、
モデル事業で対話を行った企業で実施された「課題解決の実行」「企業の業績改善・
生産性の向上」等の成果を把握することを目的とする 

①前年度フォローアップ調査 目的 

前年度モデル事業における実施範囲 

STEP1 
ガイダンス・準

備 
STEP2 
対話 

STEP3 
課題と対応策 

STEP4 
課題解決の実

行 

STEP5 
業績の改善・ 
生産性の向上 

継続的な対話（PDCAサイクル） 

今年度成果を確認すべき範囲 
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前年度実施モデル機関及び企業の協力を得て、ローカルベンチマークを活用して、経営
が改善した事例（成功事例）をヒアリング取材を通じて収集を実施 

①前年度フォローアップ調査 概要 

【ヒアリング対象機関及び企業】                         ※詳細は別紙参照 

モデル機関 支援状況 

秩父商工会議所 ものづくり補助金、経営革新計画作成支援を中心に実施 

北都銀行 補助金申請、事業計画策定等の支援を実施 

福島銀行 更なる経営課題の深堀、ビジネスマッチング支援の実施 

埼玉縣信用金庫 さいしんビジネスフェア２０１７への出展等を活用し、ビジネスマッチ
ング・販路拡大のサポートを実施 

群馬県信用組合 融資額を増額やランクアップを実施 

君津信用組合 転業における新規事業のマーケティング支援を実施 

※その他にも、前年度のモデル事業をきっかけにロカベンの活用を始めた機関等のヒアリングも随時実施する 

2．実施内容 （１）ローカルベンチマークを活用したモデル事業実施による事例の収集 
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①前年度フォローアップ調査 経過報告 秩父商工会議所 光学レンズのプレス成形 

 課題2：全社的な経営計画の立案および切削事業拡大のためのマーケティング戦略の明確化 

 課題3：職人一人ひとりの技術習得度の見える化と戦略的多能工の育成 

 課題1：社内コミュニケーション体制の確立 

社内研修を実施するため、カリキュラムやスケジュール等仕組みを構築し、今年より社長及び先輩
社員を講師とし研修を実践中である。 

グループ会社2社の社長を兼任しているが、1社は自身が創業したこともあり、思入れが強くコミュニ
ケーションの量に偏りあったことが課題であった。しかし、ロカベン後、意識的に打ち合わせの数を増や
したことで、もう1社への滞在時間も長くなり従業員とのコミュニケーションが増えた。 

ロカベン後、経営力向上計画及び経営革新計画の承認を受けた。また、社長から設備投資のも
のづくり補助金申請にチャレンジしたいと申し入れがあり、採択に至った。 

１.企業の課題解決状況 

２.取引金融機関の変化 
社長「ロカベンのおかげでＡ銀行との取引が始まった。電力会社や顧客の紹介をしてくれ、実際の
面談にも同席してくれた。実際に、電力会社は提案いただいた内容で契約した。Ａ銀行は今まで
の金融機関とは明らかに異なる姿勢を感じている」 

2．実施内容 （１）ローカルベンチマークを活用したモデル事業実施による事例の収集 
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①前年度フォローアップ調査 経過報告 君津信用組合 

１．ローカルベンチマークのシートを全店で実施する通達を配信（4月14日） 
 ・目指すべき姿のメッセージを記載（お願いから感謝される融資へ） 
 ・半年で最低1人1社を実施。5月、7月、9月の3回報告を実施。 
 ・支店の評価に組み込み。現在96社に取組中。 
 
２．現在、公式に審査会の報告手順を見直し中 
・週3回実施している審査会の実施手順を以下のように変更 
 旧：財務評価→担保評価→定性情報（フリーフォーマット） 
 新：定性情報（ロカベン）→財務評価→担保評価 
・支店長ではなく、担当者による報告 
 
３．現在の課題 
・まだロカベンの活動に協力的ではない支店もあるため、その解消。 
・現場職員のみならず、本部職員（特に審査部）の事業性理解に対する知識向上と、 
 実践による経験の向上 

2．実施内容 （１）ローカルベンチマークを活用したモデル事業実施による事例の収集 
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②今年度モデル事業（案） 

ローカルベンチマークを「入口」した課題解決に向けた取組を促進するため、具体的な課
題設定を行い、出口戦略の策定までを想定したモデル事業を行ってはどうか。 
【今年度実施モデル事業】 

ロカベンの目的： 
企業の経営改善により付加価値創造（生産性向上）と雇用創出を目指す 

中小企業の課題： 
生産性、経営者の高齢化と廃業 等 

ロカベンの課題： 
成果への結びつけ、関連施策での活用促進 等 

今年度モデル事業（案） 
①クラウドサービス導入による経営改善事例 
②地域未来投資促進法に関連した自治体・金融機関の活用事例 
③事業承継をテーマとした支援機関での活用事例 

成果への結びつけにつ
いて示唆を得る。 

2．実施内容 （１）ローカルベンチマークを活用したモデル事業実施による事例の収集 
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② -1 クラウドサービス導入による経営改善事例 

企業 

金融 
機関 

税理士・
会計士
事務所 

クラウド 
サービス 

定期訪問 

専門家相談 
（連携） 

経営改善 

サービス 
提供 

ロカベン 
ロカベン 

●生産性の向上 
●正確な経営判断 等 

ロカベンを活用した対話にとどまらず、クラウドサービス等ＩＴ導入を進めた結果として企業
の生産性が向上するといった成果を出すことを狙ったモデル事業 

＜協力会社＞ 
・TKC 
・マネーフォワード 
・freee 

2．実施内容 （１）ローカルベンチマークを活用したモデル事業実施による事例の収集 
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② - 2 地域未来投資促進法に関連した自治体・金融機関の活用事例 

企業 

金融 
機関 自治体 

TDB 

定期訪問 

連携 

事業性理解 ・地域中核企業の選定 
・対話の支援 

ロカベン 

●地域未来投資促進法における 
   基本計画の策定 
●地域において今後支援して 
   いくべき産業と支援策の検討 

商工 
会議所 

商工会 
よろず 

連携 連携 

拡張可能性 

地域内の産業特性を把握し、今後地域の活性化につながる可能性のある産業と企業を特定する。また、
そこに属する地域未来牽引企業もしくは中核企業や、その取引先企業と対話を行うことで、当該産業の
活性化につながる施策や支援策の検討を行うことを目的としたモデル事業 

ロカベン 

2．実施内容 （１）ローカルベンチマークを活用したモデル事業実施による事例の収集 
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② - 3 事業承継をテーマとした支援機関での活用事例 

企業 

金融 
機関 

支援 
機関 

TDB 

事業性理解 
対話の支援 

 親子間の問題解消 
 後継者の選定・育成 
 資産・株の承継 等 

ロカベン 

よろず 
連携 

課題解決実行 

専門
家 

事業承継に課題を抱えた企業に対して、支援機関がロカベンを用いた対話を行い、 
専門家等と連携を行った上で解決実行を行っていくモデル事業 

2．実施内容 （１）ローカルベンチマークを活用したモデル事業実施による事例の収集 



2．実施内容 (２) ローカルベンチマークツールについて改定検討事項（案） 
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③改定検討事項（案） 

今年度は、昨年度のモデル事業など、実際に活用された際の課題等を踏まえた改善点
について検討する。以下の例以外にも検討事項があれば、ご意見をいただきたい。 

現行版 改定検討事項（案） 
の例 

主な 
活用対象者 

ツール／ 
マニュアル 

事例 

金融機関・支援機関等 企業独自の活用も検討 

ハンドブックの作成 
（成功事例/対話の重要さを 

伝えるもの） 
パンフレット（活用事例） 

①ツールの操作説明書 
②ツール利用マニュアル 

①対話のポイントの整理 
②定性情報の定量化の検討 
③小規模事業者向けに 
  より簡便なツールの検討 

課題 

活用者の拡大 
企業の自走 

利便性の向上 

成果への結びつけ 
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案1：従業員数の過年度入力を可能にする（労働生産性の算出のため） 

案2：労働生産性の算出式を略式ではなく正式なものにする 
    ※労働生産性＝付加価値÷従業員数 

④財務に関する改定検討事項（案） 

ローカルベンチマークは、事業性評価の「入口」として、シンプルかつ分かりやすいものであるべ
きことを前提に、大きな変更・修正は必要ないのではないか。 
但し、利用しやすいツールとするという観点から、修正すべき箇所があるのではないか。 

【これまでに委員等からいただいたご意見】 

案3：点数の算定の仕方を再検討する（小規模事業者の考慮） 

案4：指標の更新の必要性を検討する（基準が毎年変動してしまうため） 

2．実施内容 (２) ローカルベンチマークツールについて改定検討事項（案） 
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案2：企業独自で活用する際に使いやすいバージョンの検討 

⑤非財務に関する改定検討事項（案） 

財務に関する改定検討事項と同様に、非財務についてもローカルベンチマークはシンプルで
分かり易いものであるべきことを前提に、大きな変更・修正は必要ないのではないか。 
但し、利用しやすいツールとするという観点から、修正すべき箇所があるのではないか。 

案3：非財務項目の定量化の検討 

案1：対話ポイントの整理を検討 

2．実施内容 (２) ローカルベンチマークツールについて改定検討改定検討事項（案） 
 

【これまでに委員等からいただいたご意見】 



3．スケジュール 

８月 ９月 10月 １１月 １２月 １月 2月 

フォローアッ
プ・事例収集 

モデル事業 

 
ツール・マニュ
アル改善 

 

ハンドブックの
作成 

戦略会議 

とりまとめ 

5機関選定 伴走支援 

構成検討 作成 

9/12(第1回) 

意見収集 検証/ツール改定 

ヒアリング／収集 

12月(第2回) 2月(第3回) 

調査とりまとめ 
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