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第２４回 独立行政法人評価委員会中小企業基盤整備機構分科会議事録

１．日時 平成２４年６月２９日（金） １０：００～１１：２９

２．場所 経済産業省別館８階８４３会議室

３．出席者

（委員）加護野分科会長、荒牧委員、佐藤委員、杉浦委員、渡邊委員

（経済産業省）鍜治参事官、小滝企画官、横尾経営安定対策室長、川村政策企画委員、

田岡経営支援課課長補佐

（中小機構）前田理事長、高田オブザーバー、櫻井理事、塩田理事、吉田理事、野村理事、

大石監事、嘉村総務部長、大槻経理グループ長

４．議題

（１）独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成 23 事業年度財務諸表について

（２）独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成 23 事業年度業務実績及び評価について

（３）その他

○鍜治参事官 それでは、ただいまより「独立行政法人評価委員会第 24 回中小企業基盤

整備機構分科会」を開催いたします。

私は中小企業庁参事官の鍜治でございます。よろしくお願いいたします。

本日は、５名の委員の皆様全員が御出席ということで、分科会としての定足数を満たし

ていることを御報告いたします。

また、前田理事長以下、中小機構の幹部の皆様に加えまして、高田坦史次期理事長にオ

ブザーバーとして御出席いただいております。

○高田オブザーバー よろしくお願いいたします。

○鍜治参事官 本日の主な議題は、第二期中期目標期間の３年目に当たります平成 23 年

度の中小機構の財務状況や業務実績を踏まえた機構の評価となります。

東日本大震災発生後、フルに１年間の中小機構の震災復興における活動状況、そして、

それ以外の中小企業の経営支援、海外展開支援などにおける活動状況についての御審議と

なります。

本年１月 20 日に閣議決定されました行政改革に関する独立行政法人の制度・組織見直

しの基本方針というものがございまして、引き続き、独立行政法人に関しましては、ガバ

ナンスや交付金の使い方、独立行政法人に対する評価の仕方、第三者のチェックなど、ま

だなかなか厳しい目がある中で、機構も含めます独立行政法人の組織体についての見直し

の閣議決定がなされ、現在、関連法案が国会に提出されております。

そのような、独立行政法人を取り巻く厳しい環境の中での独立行政法人評価でございま

すので、委員の皆様におかれましては、是非、慎重な御審議と御評価をお願いしたいと思

っております。

資料につきましては、資料の１～６まで、及び参考資料の１～４まで配付させていただ
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いておりますので、もし不備がございましたら、お知らせいただければと思います。

それでは、ここから先の議事の進行を加護野分科会長にお願いいたします。

○加護野分科会長 議事次第に則りまして、まず第１の議題でございます「独立行政法人

中小企業基盤整備機構の平成 23 事業年度財務諸表について」を事務局から御説明いただ

きます。よろしくお願いいたします。

○小滝企画官 御説明させていただきます。

独立行政法人は、独法通則法の 38 条の規定に基づきまして、財務諸表を主務大臣に提

出し、その承認を受けることになってございます。主務大臣は、その承認をしようとする

ときは、あらかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならないとされております。

中小機構から提出されました「平成 23 事業年度の財務諸表と決算報告書」につきまし

ては、お手元の青いファイルにとじて置かせていただいております。これらにつきまして

は、監事及び会計監査人の意見が付されておりまして、同じく青いファイルの一番下の決

算報告書というものの中にとじてございます。平成 23 年度の財務諸表及び決算報告書に

つきましては、適正であるとの意見をいただいております。

以上のことから、この財務諸表は、私どもといたしましては、承認して差し支えないも

のと考えておりますが、後ほど御審議いただきます業績評価の前提としても必要な情報で

ございますので、中小機構から概略を御説明させていただいて、その後、御審議いただき

たいと思います。

以上でございます。

○加護野分科会長 それでは、中小機構の平成 23 事業年度財務諸表について、中小機構

の塩田理事から御説明いただきたきます。よろしくお願いします。

○塩田理事 企画担当の理事をしております塩田でございます。よろしくお願いいたしま

す。

お手元の資料１をごらんいただきたいと思います。平成 23 年度損益計算書、貸借対照

表の概要ということでお配りさせていただいております。

前年度、平成 22 年度との比較に基づきまして、どの点が変わったかということをかい

つまんで御説明申し上げたいと思います。

まず、当期総利益という黄色で囲んだ枠の一番下をごらんいただきたいのですけれど

も、当年度の当期総利益、23 年度 603 億円のプラスになっております。これは、昨年度こ

の場で御紹介させていただいたときには 254 億円の赤字でございましたので、非常に大き

な改善となっております。

以下、その要因を４点ほど御説明申し上げたいと思います。

１つは、昨年度３月に発災いたしました東日本大震災に関連します貸倒引当金の取扱い

でございます。前年度、特に一般勘定、それから、全部で８勘定ございますけれども、そ

の４勘定におきまして貸倒引当金の計上額が 219 億円あったところでございます。

前年度は、本体事業としては黒字であったのですけれども、貸倒引当金を積み増すこと
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に基づきまして、赤字決算となったわけでございますが、今年はその後の復旧状況等を鑑

みまして、貸倒引当金を戻入する取扱いをさせていただいております。

該当する勘定は４つほどございます。１つ、一般勘定というところで、損益計算書の８

勘定のうちの一番上、一般勘定の一番右の備考のところの一番下の行。収益の一番下、４

行目のところに貸倒引当金の戻入益ということで 180 億円を計上してございます。これが

１つでございますけれども、それ以外にも倒産防止共済勘定、工業再配置等業務勘定、産

炭勘定という、合わせて４勘定につきまして同様の状況が生じております。

これが１点目でございます。

２点目は、この８勘定で見ますと下から３番目と４番目でございます。工業再配置等業

務特別勘定、産炭地域経過業務特別勘定につきましては、用地の売却が非常に進んだとい

うことでございます。後ほど、業務の概要のところでも御説明させていただきますが、損

益計算書上の数値で見ますと、下から３つ目の工業再配置等業務特別勘定で見ていただき

ますと、一番右の備考、収益のところで不動産販売事業収益 32 億円というのがございま

す。22 年度はこの額が 15 億円でございましたので、非常に大きく改善をしております。

その１つ上にございます費用で、不動産販売事業売上原価と比較して、そこの部分の差

分が収益として生じてきているところでございます。

同様の事象が、１つ下の産炭地域経過業務特別勘定でも生じてございます。

これが大きな２点目でございます。

３点目、４点目は、共済事業の収支の改善でございます。

まず、小規模企業共済制度につきましては、平成 23 年１月から個人事業主が従来、加

入対象でございましたけれども、それに更に共同経営者を加入対象に追加する。かつ、加

入できる共同経営者の数を２人までに増やすという制度改正を行ったところでございま

す。それに伴いまして、共済事業の掛金等収入が増加してございます。

上から５つ目のところに、小規模共済勘定というのがございますけれども、そこの備考

に「収益」がございまして、共済事業掛金等収入 5,219 億というのがございます。これは

平成 22 年度と比較しまして、100 億ほど収入が増えているところでございます。

４番目、同じく共済でございます。こちらは倒産防止共済制度でございます。平成 23

年 10 月から施行された項目がございまして、掛金を増やす見返りに、共済納付金の掛金

の限度額を 3,200 万円から 8,000 万円に引き上げる制度改正をさせていただきました。そ

れに伴いまして、倒産防止共済の掛金収入が増加しているところでございます。

下から４つ目のところに倒産防止共済勘定の内訳がございます。同じく備考の「収益」

で共済事業掛金等収入が 748 億でございまして、22 年度と比較いたしまして 200 億ほどの

改善になってございます。

繰り返しになりますが、１つは貸倒引当金の戻入益、用地の売却が非常に進んだこと、

小規模共済事業、それから倒産防止共済につきまして制度改正、営業努力に伴う共済事業

の掛金の収入が全体として損益計算書の改善に貢献したということでございます。
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ページをめくっていただきまして、次に、貸借対照表の概要でございます。これにつき

ましては２点申し上げたいと思います。

１つは、いわゆる小規模企業共済の運用の改善でございます。上から４つ目のところに、

小規模企業共済勘定がございますけれども、一番右の備考をごらんいただきたいと思いま

す。そこに繰越欠損金 7,332 億円ということで、22 年度と比較いたしまして 407 億円の減

少。これは改善ということでございまして、繰越決算金が減ったということでございます。

これは、機構の発足当時から比較いたしますと 2,000 億円の改善になっているということ

でございます。これが１点目でございます。

２点目は、23 年度末に、後ほど業務のところでも御説明させていただきますが、国庫納

付金 500 億円を国庫に納入させていただいたということでございます。これは、一番上の

一般勘定の収支でございますけれども、これ自身いろいろな資産の出し入れがあるもので

すから、全体の金額として詳細を申し上げることはできませんが、このうち 500 億円を国

庫納入という形で戻させていただいたということでございます。貸借対照表の大きな改善

点は以上でございます。

私からの説明は以上でございます。

○加護野分科会長 どうもありがとうございました。

引き続きまして、中小企業機構の大石監事から、監査報告をお願いしたいと思います。

○大石監事 監事の大石でございます。

初めに、平成 23 年度の財務諸表及び決算報告書については、会計監査人から適正であ

るとの意見表明をいただいており、監事としても適正であると認めます。

次に、業務監査については、業務が適正かつ効率的に行われているかを念頭に実施しま

した。業務監査の結果、業務の運営は適法に行われていると認めます。

特に平成 23 年度におきましては、東日本大震災に対して、理事長のリーダーシップの

下、役職員が一丸となり被災地のさまざまなニーズに合わせた機動的な対応により、多く

の成果が得られたことを大いに評価します。

平成 22 年 12 月に閣議決定された独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針の対応

については、おおむね適切であると認めます。随意契約の見直しについては、契約監視委

員会の点検評価を受け、実施されていることもあり、平成 23 年度の随意契約の占める割

合は、緊急随意契約等を活用した東日本大震災関連の建設工事契約等を除くと、件数、金

額ともに改善されています。

また、内部統制についても、全部門を対象にリスクの見直しを行い、対応やチェックな

ど PDCA の更なる取組みが行われており高く評価します。

最後に、人件費の適正化については、総人件費削減の取組みは適切に実施されていると

ころでありますが、給与水準の適正化については、前年度から微増しており、今後とも適

正化に向けた取組みを期待するところでございます。

以上、監査報告でございます。
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○加護野分科会長 ありがとうございました。

議題１について、御質問・御意見等ありますでしょうか。

公認会計士の監査ということになっておりますが、どのような会計原則に準拠して問題

なしと。これは独立行政法人の会計。

○大石監事 そうですね。それに基づいてされております。

○加護野分科会長 ありがとうございました。

特に問題がないようでしたら、中小機構の平成 23 事業年度財務諸表につきましては、

当分科会としては適当であるとの意見にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○加護野分科会長 それでは、適当であるという意見とさせていただきます。どうもあり

がとうございました。

引き続きまして、議題２の「独立行政法人中小企業基盤整備機構の平成 23 年度業務実

績及び評価について」であります。事務局から評価方法についての御説明の後、中小機構

の塩田理事から業務実績について御説明いただきます。

まず、評価基準についてお願いしたいと思います。

○小滝企画官 資料２をごらんいただきたいと思います。中小機構の平成 23 年度の実績

評価について御説明いたします。

平成 23 年度の評価ウェートでございますが、「国民に提供するサービスの質の向上」

につきましては、トータル 60％で変更ございません。

内訳でございますが、

①新たな価値を創造する新事業展開の促進が 15％、

②経営基盤の強化が 20％、

③経営環境の変化への対応の円滑化が 20％、

④期限の定められている業務等が５％、としてございます。

②と③につきましては、昨年のウェートを変更しております。23 年度につきましては、

東日本大震災がございまして、多くの職員が震災対策の業務に携わりましたことを勘案い

たしまして、震災関係の取組みの評価項目である③のウェートを実際に業務の携わった人

数を勘案して高くしてございます。

（２）業務運営の効率化のウェートは 20％で変更ございません。

（３）財務内容の改善につきましても 20％で変更ございません。

２番目の特に留意すべき事項でございますが、これは毎年総務省の政策評価・独立行政

法人評価委員会から、業務実績評価の具体的な取組みについて通知が来るわけでございま

す。今年は５月 21 日付で通知が参りまして、独法の業務の実績に関する二次評価につい

ては、次の点について特に留意するようにとされてございます。

そこに書いてございますように、主なものといたしましては、震災における復旧・復興

対応に関する取組み。
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事務・事業の見直しの基本方針や、会費支出の見直しなどの政府方針に即した取り組み

をきちんと行っているか。

裏に参りまして、職員宿舎や溜まり金などの保有資産を適切に管理・運用しているか。

年金、基金、共済等の事業運営のための資金運用を適切に行っているか。

内部統制を適切に行っているか。

こういった視点につきましても念頭に置きつつ御評価をいただきたいと思ってござい

ます。

最後に、３．でございます。こちらは例年どおりでございまして、ＡＡは法人の実績に

ついて、質・量の両面において中期計画を超えた極めて優れたパフォーマンスを実現。

Ａにつきましては、質・量のどちらか一方において優れたパフォーマンスを実現してい

る。

Ｂにつきましては、質・量の両面において概ね中期計画を達成している。

それより下がＣ、Ｄとなってございます。

説明は以上でございます。

○加護野分科会長 ありがとうございました。

引き続きまして、中小機構の塩田さんから御説明いただきたいと思います。どうぞよろ

しくお願いします。

○塩田理事 お手元の資料３と資料５に基づいて御説明を申し上げたいと思います。

まず、資料５をごらんいただければと思います。こちらは別途お配りしてあります資料

４を１枚紙にまとめさせていただいたものでございまして、資料３の中に書いてある大震

災への対応ということを全部集めたものでございます。後で資料３を御説明するときに、

一部分端折らせていただくことをお許しいただきたいと思います。

一番上の赤い枠囲いのところでございますが、組織体制の整備で、３月 11 日に大震災

が起こった直後に、災害支援本部を設置し、14 日付で災害対策本部ということで理事長を

本部長とする態勢を整えたところでございます。

併せて、特別相談窓口を設置したり、右の方で現地の支援拠点ということで３月末に仙

台、盛岡、福島に復旧支援センターという形でそれぞれ職員を常駐させたということでご

ざいます。

また、機構本部の中に、震災緊急復興事業推進部を設置いたしまして、ここを中心に事

業をしていく形でございます。

東北で起こったものでございますので、当時、東北支部の支援体制を増強するとともに、

東京の本部の方ではプロジェクトチームを編成いたしまして、役職員合わせてチーム制で

事に当たるということで、それぞれ北は青森から、千葉、長野等を含めて７県ほどの対応

をさせていただいたということでございます。最大時には 93 名ほどの役職員が本来業務

と並行しながら対応させていただいたということでございます。

真ん中のところで、復旧・復興に向けた対応。緑の枠囲いのところをごらんいただけれ
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ばと思います。左上のところでございますが、仮設施設（店舗、工場等）の設置をさせて

いただきました。そこに書かれてあるような全国の市町村数、区画数、入居事業者数の方

々に今、御利用いただいているということでございます。併せて、左の右上のところでご

ざいます。復興支援アドバイザーの派遣ということで行わせていただいてございます。

金融的な側面といたしましては、緑の右の２番目のところに、被災県の貸付に対する支

援でございますとか、左の３番目のところで、被災中小企業に対する資金調達支援、ファ

ンドの活用、もう一つ右に行っていただいて、二重債務問題の対応ということで、二重ロ

ーンの対応についての産業復興機構への出資等も行わせていただいたということでござ

います。

緑の一番右下のところでございます。特に福島県については、貸付制度に対する支援と

いうことで、福島県の貸付 420 億円を拠出させていただいたということでございます。

この紙としては最後のところでございます。右のオレンジのところにありますように、

風評被害対策ということで、国内の販路支援、開拓支援、それから海外への支援というこ

とで、それぞれ国内の展示会、海外での展示会、商談会等への支援をさせていただいたと

いうことでございます。

以上が震災関係の機構のホールパッケージとして対応させていただいた項目でござい

ます。

資料３の方をごらんいただければと思います。

３ページ目をまずごらんいただきたいと思います。今、申し上げたような施策の裏付け

といたしまして 23 年度におきましては、補正予算が三次にわたって措置されたところで

ございます。左側の下にグレーで囲われているように、従来、機構の予算は 149 億円とい

うことでございましたけれども、一次、二次、三次の補正予算におきまして 1,061 億円の

拠出がなされたところでございます。機構全体としては 23 年度、合わせて 1,210 億円の

予算規模で、先ほど資料５で申し上げたような事業を実施させていただいたところでござ

います。

併せて、機構自身の資金を活用するということで、出資金というのが３ページの一番右

下のところにございます。先ほどの二重ローンへの対応ということで産業復興機構への出

資をしているほか、福島県への拠出ということで 420 億円の特別資金が手当てされたとこ

ろでございます。

６ページ以降、機構の業務についてそれぞれの大きな柱に沿って御説明を申し上げたい

と思います。

１番目の柱は、新たな価値を創造する事業展開の促進でございます。これから以降は、

通常業務と震災の業務が混じった形で入っておりますので、そういう観点からごらんいた

だければと思います。

まず、ファンドの出資事業でございます。左の真ん中のところにオレンジの囲いがある

と思います。そのアウトプットというところで、起業支援ファンド、中小企業成長支援フ
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ァンドということで、２ファンド、８ファンド、合わせて 10 ファンド、合計 220 億円の

ファンドのための措置を取ったところでございます。出資総額といたしましては、22 年度

が 48 億円であったのに対して、220 億円ということで、その基盤が大きく強化されており

まして、それに基づいて我々はファンド事業の展開をしておるところでございます。

今までのパフォーマンスがどうであったかということで、６ページ目の右上「②売上高

の増加等投資先企業の業績が向上」ということでございます。平成 20 年度に機構の方か

ら投資先企業に投資させていただいたものの 23 年度までの事業効果ということで、売上

高平均が 44.5％増、従業員平均が 24％増ということで、それぞれ伸びているところでご

ざいます。

また、このオレンジの破線の一番下でございます。機構が出資させていただいた企業の

IPO、株式公開の企業数が合計で 12 社でございます。制度発足以降の累計が 113 社という

ことでございます。23 年度株式公開をした企業が新興市場全体で 31 社あるわけでござい

ますが、そのうち 12 社は機構が関与しておりまして、そのシェアということで、38.7％

でございます。

７ページ目は、今度はインキュベーションの支援ということでございます。

左上のところ「①目標を上回る事業化率を達成」ということで、事業化率 62.4％を達成

しているところでございます。併せて、インキュベーションマネジャーによる相談対応件

数ということで２万 7,000 件を実施しております。

一番右下のところで、平均入居率というのがございます。これはインキュベーションの

施設の運用効率でございまして、平均入居率 88.7％。これは一定期間、例えば５年間を期

限に退去していただいて、ローテーションして新しい事業者に入っていただき、ほぼ 90

％ということで効率的な運用を心がけているところでございます。

８ページ目が、専門家の継続派遣でございます。

これは左上のアウトプットのところで支援企業数、支援回数等を記載してございます。

課題解決率といたしまして 95.8％、売上高平均伸び率ということで 13.4％でございます。

この 13.4％は、中期目標自身は 25％ということで、若干下回っているわけでございます

が、オレンジの囲いの一番下のアスタリスクの付いているところをごらんいただきたいと

思います。

中小企業実態基本調査の中におきましては、ちょうど同じ調査対象期間でございますけ

れども、20 年度と 23 年度の比較ということで、売上高平均が中小企業全体としては 18.3

％の赤字になっているということでございます。リーマンショックでありますとか、東日

本大震災等の非常に厳しい経営環境の中で、中小企業全体としては、売上高が下がったわ

けでございますけれども、その中で目標値よりは下がっているとはいえ、売上高平均伸び

率をプラスで 13.4％を達成させていただいたところでございます。

９ページ目は、新連携支援事業でございます。

新連携につきましては、同じくオレンジの囲いのところでございますが、販売達成金額
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1,330 億。前年度に比べまして 200 億円ぐらい増加しておりますし、事業化達成率も 86.3

％ということでございます。

この項目の最後で、10 ページ目でございます。

ビジネスマッチング（中小企業総合展）ということで、東京と大阪で開催させていただ

きました。合わせて 10 万人弱の来場者を得て、出展企業さんも 1,000 社程度の方に御参

加いただいて、マッチング率が 53.7％ということでございました。

以上が１項目の「新たな価値を創造する事業展開の促進」ということでございます。

次に、11 ページに移らせていただきます。２番目の大きな柱が「経営基盤の強化」でご

ざいます。これは海外支援とか、農商工連携とかございますので、順次、御説明をさせて

いただきます。

海外展開支援ということで、左上のところでございます。海外企業との商談企業数 600

社。これは目標値の４倍を達成しております。

それから、実際のアウトプットということで、左の真ん中の囲いのところでございます

が、海外展示会の出展企業社数 37 社。国内の国際展示会出展企業社数ということで 418

社。特にこの 418 社は、22 年度が 88 社でございましたので、４倍強増えた形になってお

ります。特に先ほど御紹介申し上げたように、被災地企業に対する手厚い支援という形を

更に充実させていただいたということでございます。

11 ページの右の「②関係機関との連携による支援の実施」ということで、地域の支援機

関でありますとか、地銀、第二地銀、信金、信組を含めた金融機関とかジェトロ等の共催

によるワークショップの開催等で、参加者数 5,528 社ということで、対前年度比 2.1 倍の

実績を達成しているところでございます。

12 ページには、地域資源活用、農商工連携という三法支援の２つの柱がございます。

それぞれに関して、オレンジの囲いの一番下のところでございますが、事業化率 77.1

％、78.5％ということで、それぞれの目標値を大きく上回る達成をさせていただいている

ところでございます。

特に 13 ページのところですが、どういうツールとして最近取り組ませていただいてい

るかということです。

左下のところでございますが、１つは、百貨店との連携でございますとか、食品商社さ

んでありますとか、メディアさんとか、そういう形の取組みであるとか、右上の方にござ

いますように、ネットと連携したウェブ販売等にも尽力をしているところでございます。

14 ページは経営課題に応じた専門家派遣ということで、長期派遣、短期派遣の専門家継

続派遣を実施させていただいて思います。それぞれ９割を超える課題解決率を達成させて

いただいているところでございます。

15 ページは、人材育成でございます。

この中で大きな柱は、中小企業大学校を通じての研修でございまして、受講者数２万

5,000 名弱。現在、全国９校の中小企業大学校で受講されている方々でございます。
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ここで御紹介申し上げたいのは「②中小企業大学校の運営の効率化に向けた取組みを実

施」ということでございます。後ほど、中期計画、中期目標のところで御説明があろうか

と思いますが、これについては３つトピックスがございます。

１点目は、全国の中小企業大学校におけます、我々は短期研修と呼んでおりますけれど

も、研修を市場化テストですべての大学校において実施を開始したところでございます。

２点目は、今後、現在、中小企業者向けの研修とか、支援担当者向けの研修で、我々が

長期研修と呼んでいるもう少し期間の長い、例えば半年であるとか、８か月であるとか、

そういう研修につきましても、今後、市場化テストを講じていくということで、企画部門

は機構の方で担当をさせていただきますが、研修実施自身を市場化テストということで、

民間事業者の方々に担っていただくことを、ただいま検討しているところでございます。

それから、大学校の運営ということで、東京校につきまして不動産の取扱いについて検

討を始めたところでございます。

17 ページは、右のところで「（９）事業承継課題への円滑な対応」です。一番上のアウ

トプットということで、商工団体、金融機関等に対する相談対応件数ということで、1,800

件弱の相談に対応させていただいているということでございます。非常に中小企業者の方

の御関心が熱いところでございます。

この項目の最後でございます。18 ページ目の右の「（11）J‐Net21 による施策情報の

提供」ということで、中小機構は、機構自身のホームページ以外に、J‐Net21 というサイ

トを運営しておるところでございます。その中で各種施策情報であるとか、中小企業者の

方がどういう取組みをされているか、更に役立つような情報の提供に努めているところで

ございます。アクセス数が 4,300 万件ということで、既に中期目標の 1.7 倍の実績を達成

しているところでございます。

そこまでが大きな２番目の柱でございました。

３番目が「経営環境の変化への対応の円滑化」ということでございます。これは共済事

業と中小企業の再生支援、先ほど申し上げた災害への機動的な対応という３項目でござい

ます。

まず、19 ページ目の中小倒産防止共済・小規模共済でございます。先ほど財務諸表のと

ころでも御説明させていただきましたが、制度改正等に伴いまして、加入件数が３万 3,000

件強ということで、前年度に比べまして 2,500 件ほど増加をさせていただいているところ

でございます。目標値の 2.1 倍を達成させていただいております。

小規模企業共済につきましても加入件数 10 万 3,300 件ということで、前年度に比較し

ますと１万件程度増加をしておりますし、年度計画目標の 1.5 倍を達成させていただいて

いるところでございます。

19 ページの右の方で、平均審査期間につきましても、引き続き高い率の審査期間の達成

をしているところでございます。

20 ページ目「（２）中小企業の再生支援」ということで、左上の「全国の再生支援協議
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会（47 協議会）を支援」をごらんいただければと思います。

一番左上の枠囲い、アウトプットのところでございますが、再生支援協議会への助言件

数 4,153 件、協働支援件数 183 件ということで対応をさせていただいています。これは 23

年度の対応ということではございませんけれども、今後、中小企業金融円滑化法の期限切

れということがいろいろなところから聞こえてくるわけでございますが、特にこの再生支

援というところで中小機構は全国本部を組織の中で運営をさせていただいています。ます

ますその助言件数、協働で支援をしていくという件数が今後、増えていくことになるので

はなかろうかと考えております。

21 ページ目が先ほど御紹介した震災のところでございます。

こちらは共済でありますとか、今、申し上げた事業再生、復興支援ということで今回、

機構の取り組んだ大きなテーマがこの中に盛り込まれているところでございます。

４本目の柱が、22 ページ目のところでございます。期限の定められている業務というこ

とでございます。

これは産業用地の分譲業務でございます。企業等の接触件数が 8,800 件弱。

実際どの程度売れたかということが、その下の２番目の○のところにございますけれど

も、46 件、37.4ha ということで、件数は前年度に比べて非常に大きく伸びてございます。

これは機構発足後、完売団地数が賃貸案件も含めて累計 33 団地達成しておりまして、

機構発足時にまだ売れ残っている団地が 69 団地あったわけでございますが、今回その 33

団地が完売をしたということで、36 団地で、全体のヘクタール数が 1,307ha ほどあったの

ですけれども、現在 587ha に減っておりまして、進捗率が６割に近い形で順調に販売を進

めてきているところでございます。

最近のトピックスといたしましては、22 ページ目の右に事例がございます。

まず、北海道の釧路に近いところに工業団地があるわけでございますが、そちらで国内

最大級のメガソーラーを計画する企業が、昨日でございますけれども、既に契約書を交わ

しまして、実際 46ha が分譲されたということでございます。

更に、東日本大震災のときに BCP の観点で国内の立地を分散化させるということが企業

さんの間で共有されたところでございます。もう一つ下の○が山口県の例でございますけ

れども、医療製造メーカーが既に分譲契約を結ばせていただきまして、約 10ha の契約が

済みになったということでございます。引き続き、24 年度につきましても販売努力を精力

的に進めているところでございます。

以上が大きな４本柱の御説明でございます。

最後に、業務の効率化というところを御説明させていただきたいと思います。少し飛ば

していただきまして、27 ページをごらんいただければと思います。

こちらの方に、業務の効率化の指標といたしまして、一般管理費、人件費、運営交付金

のそれぞれの項目につきまして、どういう努力をしてきたかということが述べられてござ

います。
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まず一番上の一般管理費でございます。4.2％の削減ということで、20 年度との比較で

いいますと、12.5％の削減を達成したということでございます。中期目標中、年率で３％

以上の削減をするということで、それを達成しておるところでございます。

人件費につきましては、同様の努力をさせていただきまして、これは 17 年度との比で

ございますが、17.9％の削減ということでございます。

運営費交付金につきましては 7.8％の削減をしているということで、22 年度比において

も 4.1％の削減を達成しております。

こうした背景を受けて、枠囲いの外でございますけれども、常勤の職員数が中期目標の、

21 年度期初で 880 人いたのが、23 年度末で 768 名ということで 100 人強減少していると

ころでございます。

以上が効率化のところでございます。

最後になりますが、先ほど貸借対照表のところで御紹介させていただきましたが、33 ペ

ージの右下のところに「（５）保有資産の見直し」ということで、機構全体の財務の健全

性等々を総合的に勘案し国庫納付を実施したということで、一般勘定の 500 億を含め、

502.4 億円の国庫納付をさせていただいたということでございます。

以上です。

○加護野分科会長 ありがとうございました。

ただいまの御説明に対しまして、御質問、御意見はございますか。

杉浦委員、どうぞ。

○杉浦委員 １つ御質問ですが、11 ページの海外展開支援で、601 社の海外企業と商談を

しているというのはかなり大きい数字だと思うのですが、国別のどこが何社とか、実際に

ビジネスまで行った件数が何件あるかとか、わかったら教えていただきたいのですが。

○塩田理事 今、手元に個別のものは持ち合わせていないので、また後で個別に御紹介で

きるかと思いますが、これは物とか企業さんによってかなり違います。大勢的には、割と

最近特にアジア系の企業との商談とか、マッチングが非常に進んでおりますが、その中で、

例えば 50 社なら 50 社出ても、非常に商談、マッチングが多い企業さんもいらっしゃいま

すし、なかなかそこまで行かないこともあります。平均的な商談がまとまる率というのは

物によりますが、５割を超えることもありますし、大体その近辺のところで推移している

ということだろうと思います。案件が食べ物だったり、例えば産業機械だったりすること

によってかなりばらつきがあるということを併せて御配慮いただければと思います。

○加護野分科会長 よろしゅうございますか。

渡邉委員、どうぞ。

○渡邉委員 復興支援アドバイザー。平時ではないアドバイザーですけれども、主にどう

いう支援アドバイズをしているのか。その辺を教えてください。

○塩田理事 幾つかの形態があろうかと思いますが、一番多いのは、特に被災された企業

さんが商店街を元の場所から仮設商店という形でつくられて、その方々が一度店を始めら
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れて、その後どういった形でこれを発展させていくかということについて、マーケティン

グ等についての支援をお願いしたいということで、そういう専門家を派遣しているのがご

ざいます。

それ以外に、我々は特に仮設の施設を建設する際に、被災された地方の市町村の方々の

事務手続きが必ずしも十分ではなかったところもございますので、その人たちを補助的に

支援するような業務として、そういう業務を併せてさせていただいたところはございま

す。

トピックスで申し上げますと、阪神・淡路大震災のときに同じような経験をされた方々

がいらっしゃいますので、その方々に、例えば岩手でありますとか、宮城であるとか、福

島に来ていただいて、いろいろなお話をしていただいたというのもこういうアドバイザー

の中に含めさせていただいたところでございます。

○加護野分科会長 ほかにいかがでしょうか。

荒牧委員、どうぞ。

○荒牧委員 震災関係の出資とか貸付というのは多額にやられていると思うのですけれ

ども、すごくざっくりな数字で結構ですので、今回、通常のオペレーションと震災によっ

て膨らんだというか、特に BS の方で出資金なり、貸付金という形でどの程度の金額が上

乗せになっているのかを教えていただきたい。

○大槻経理グループ長 ざっくりでよろしゅうございますか。

○荒牧委員 ざっくりで結構です。

○大槻経理グループ長 震災関連対応での融資は 899、900 億と言っておりますけれども、

それ以外の通常メニューの事業貸付は 50 億でございます。合わせまして 950 が新規に貸

付として出ていった。うち 900 億が震災対応関連ということでございます。

○荒牧委員 それが貸付ですね。

○大槻経理グループ長 貸付です。

○荒牧委員 いわゆる貸付金、融資というのと、いろいろな組織に出資という形でされて

いるものも出資と書いてあるのですけれども、それは。

○塩田理事 いろいろな項目が入っているので、一例で申し上げると、資料５をごらんい

ただくと、二重ローンの話をさせていただいたと思います。緑の枠囲いの右側の下から２

番目のところになります。例えばこの例でいいますと、出資金額ということで、それぞれ

岩手県から千葉県まで含めて５件で、契約上、合計で 370 億円のファンドができる。その

うち８割を機構が出資をするということをコミットしておりますので、そこに挙げたよう

な８掛けをしたような数字が、我々として出資をさせていただきますというようなものが

ございます。

先ほど、資料３の３ページのところで、国から我々の方に入ってきたお金のフローを御

説明させていただいたのですが、機構から外へ出ていくときの例としては、今、申し上げ

たようなものが代表例としてはあります。
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○荒牧委員 そうすると、この緑の枠のところに赤字で書いていらっしゃる貸付とか、出

資というものの合計で、先ほどおっしゃった 950 億ぐらいということで。

○櫻井理事 それは、貸付だけです。

○大槻経理グループ長 出資はその外数です。

○荒牧委員 そのほかに出資があるのですね。

○大槻経理グループ長 はい。

○荒牧委員 質問としては、結局、先ほどの今回の財務諸表の方は数字も結構いいのです

けれども、今期発生で、通常の融資ですとか、通常の出資に比べますと、一般的に考えた

ときに、震災関係の、将来損失につながる可能性というのは若干高めであるとは思うので

すね。これはまだ１年しか経っていませんので、それに対して十分に回収状況を見て引き

当てるとか、そういったことは、それほどにはまだなさっていないのではないかという推

測なのです。

ですので、将来的にどの法人の決算に損失が出てくる、インパクトとしてどのぐらいの

ものなのかという規模感を知りたかったので。恐らく、今期はそういった形で新しい貸付

などにはさほどの引き当てはなさっていないのではないかと理解しておるのです。

○大槻経理グループ長 先ほど言いました 900 億のうち、貸付の段階から、要するに正常

先でないところのウェートは極めて低い状況にございます。注意先に留まっているとこ

ろ。その後どうなるかというのは、24 年度以降の話ではございますけれども、当初貸付で

いきますと、パーセンテージは今、データを持っていませんが、大部分は正常先という形

になっている。

○荒牧委員 何らかの、例えば担保なり、回収。

○大槻経理グループ長 公的機関を通じての貸付になっておりますので。

○荒牧委員 震災関連の金額が通常に比べて、さほどリスクがあると見る必要はないとい

うことですか。

○大槻経理グループ長 今の時点では見ておりませんし、決算時点でもそこまでは見てお

りません。それもあって、昨年の繰入が戻入になるというのも、そういうことも含めて背

景としてはあるということでございます。

○荒牧委員 わかりました。ありがとうございます。

○加護野分科会長 佐藤委員、どうぞ。

○佐藤委員 ２つあるのですけれども、１つは３ページ。今の荒牧さんの質問でもあるの

ですが、これは当初予算が 149 億円で、補正で 1,061 億円ということで、勿論、予算が７

倍ぐらい増えて、利子補給とかそういうものもあるので、それが核とは思わないのですけ

れども、予算の規模の拡大と、その予算を執行する上での業務量が単純に当然増えたと思

うのです。１つは、業務量がどのぐらい増えたのか。この予算を執行する上での業務量。

何で聞くかというと、人が減っていますね。こんなにやれているということは、極端に

言うと、よほど通常暇なのかという話。極端な言い方をすればそうなのです。
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それから、非常勤で雇ったりとか、残業が増えたとかがあるかわかりませんけれども、

業務量的にはどのぐらい。

これはどういうふうにやったかなんです。そうすると、これはやれてしまったというの

は、余程暇なのかと。極端な言い方ですよ。でも、どうやってやれたのかです。

○櫻井理事 数字は今、持ってはいませんけれども、残業その他は増えています。

私ども本部の中で専任のスタッフも一部つくりましたが、とてもそれだけでは間に合い

ませんので、ほかの事業部署の方に併任をかけています。それから、各支部からも併任で

人を出してもらって、出張で相当対応をしておりますので、残業その他は相当増えており

ます。

専任でやった方たちは数十名だと思いますけれども、あとは併任をかける形でやらせて

いただいております。

○前田理事長 もう少し定性的に言いますと、これだけ予算を消化するのは、正直大変な

ことになります。特に海外展開辺りは小額であっても、人件費みたいなものがかかるもの

ですから。ただ、大きく言えば、震災のところが大きいのです。

まず、人をどうやって調達したかというときに、役員が 10 人ほど自分の所管を持って

いますから、これとは別に所管を超えて、県別担当にして行かせたのです。普通の役員が

所掌事務を超えて。そこで 10 人入るのだけれども、役員はレベルが高いから、10 人入れ

ても 15 人分ぐらいとか、例えばこうなるわけです。

それから、人事異動を全部停止しました。うちは 400 人ぐらい、半分を地方に出してお

ります。それを１年間に２度ぐらい定期的な異動がありますが、これを１年間全部ストッ

プしまして、人事異動の行ったり来たりするところから浮かせたということであります。

３番目は、言いにくいことですが、本部長会議などで私が指示する中に、事を省くとい

うか、椎名悦三郎の昔の言葉を使いまして「省事」だと。だから、悪く言えば手抜きです

ね。優先度をつけると、上手に言えば幾らでも言えるのですけれども、そうやって、そち

らへ移しなさいという言い方。これらが相まって、最後に、超過勤務をさせるということ

の組み合わせで、最高のときには 90 人余りがいましたが、平均 70 人ぐらい分を浮かせて

東北に派遣したりした。ここが一番大きなところだと思います。

国際化はそれとは別でありまして、中でコマネズミのように働かせたと、こういうこと

であります。

○佐藤委員 当然、業務が増えたわけですから、人の配置を考えますね。過度の残業はや

はり問題だと思うので、ただし、一時的なもので多少無理をお願いというのはあると思い

ます。

通常の業務を見直したのだと思うのです。そうすると、これがなくなった後も、通常業

務の見直しで相当やれるということなのかもしれないですね。だから、その辺を本当はき

ちんとやっていないとおかしいのではないかと思っていて、それがすぐ出てこないという

のも変な感じという気もしないでもないのです。何かこれをやりましたという、場当たり
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的にやってきたのかなという気がしないでもない。日ごろも何か、この 149 億の業務をや

るときも、そういうことを考えていたのだろうかということを感じたのが１つです。

２番目は、これはすごくよくやっているというお話ばかりなのですが、１ページのとこ

ろで見ると、課題とは何なのだろう。つまり、機構のミッションからして、この大きなⅠ

の中で、Ⅰの１、Ⅰの２、Ⅰの３、Ⅰの４というと、何が課題でやれていないのかという

と、やるところはすごくよくやっていますということばかりなのだけれども、そんなこと

ないだろうと。何か課題はあるはずなので、その辺を１つか２つ教えていただければと思

います。

○加護野分科会長 やりたくても、できなかったことなどを含めて。

○佐藤委員 そうですね。あるいはここ何年か考えていること。

本当は機構ができたときから、統合、シナジー効果を考えていたと思うのですけれども、

それをやれているのかとか、やれていないのかですね。みんなやれていましたという話な

のですがね。

○加護野分科会長 どなたか。

○佐藤委員 みんなやれちゃったということもありますけれどもね。

○櫻井理事 勿論、私どもとしては全部、なるべくやらせていただきますが、先ほど数字

を見ていただいたように、一部できていないところはございます。

産業用地などは、昨年度から今年については非常に成果が出ていると思いますけれど

も、なお、やることがあるだろうと思っております。

共済についてはもともと欠損金があったわけですけれども、これの解消というのも一応

進んではおりますが、なおやることがたくさんあるという状況だと思います。

先ほどの業務量のところは、残業でいうと５％ぐらい前から増えています。ただ、ひと

つ、実は理事とか私どもは残業手当がないものですから、私どものような管理職も今、相

当駆り出してやっておりますので、実質的な作業としては５％では限らない。相当程度の

量が増えています。それは率直に言って、かなり無理をしていただいたことはあります。

私どもも相当現地に行っております。

○佐藤委員 ですから、業務が７倍出だと、単純に予算規模だけの業務量の拡大ではない

にしても。

○櫻井理事 必ずしも業務の量とは比例しておりませんので、貸付などの場合は、公的機

関に貸しますので、作業量的にそんなに増えるものではございません。特に多いのは、仮

設関係が非常に多い。

それから、専門家などもございます。専門家の場合は、逆に外の方にお願いしますので、

私どもの中で一番業務量が増えたと認識しておりますのは、仮設の作業だと思っておりま

す。

○佐藤委員 本来、そういうものについて業務量はどのぐらいで、人と考えて。だから、

日ごろそれをやっていないのではないかという気がしないのではないです。



17

○櫻井理事 先ほどからおっしゃるように、毎年人が減る中で、相当無理をさせていただ

いているというのが私どもの率直な認識でございます。

○佐藤委員 これでは無理なく減らせるのではないかという議論になってしまうと思う

のです。だって、ちょっと残業を増やせば７倍の仕事をやれてしまったわけですね。それ

を言われたときにどう説明するかという気もしないでもないです。

○塩田理事 実際には何とかやりきれたのですが、仮にこれらをやれなかったとしたら、

その場合に生じるであろう現地での厳しさもあって、その間をどうやってうまく埋め合わ

せられるかというのが、ここにいる役職員を含めて当時非常に苦労したところでございま

す。

○加護野分科会長 火事場のばか力。

○佐藤委員 そうかもわかりません。

○前田理事長 でも先生、経営者の立場から言うと、例えば人事異動を全部ストップする

というのは大変影響が大きかったのです。完全にストップですから。

それから、その他のものも限界に近づいていましてね。だから、余ったという感じは持

たないです。

ただ、もう一つ、先生が言われた、できていないことはそれぞれ経営者の感性・感覚に

もよるのですけれども、程度問題によるのは、例えば国際化などは全然遅れていますよ。

うちの職員の勉強もまだ英語など足らない。それから、中小企業の意見のニーズのくみ上

げの努力も、お客様懇談会等をやっておりますけれども、言えばきりがないような話です

が、足らないと思います。

数字的に割りとはっきり言えるのは、女子の登用が足らないということです。うちは

0.63％ですから、これは数値目標でもつくらねばならないのではないかと私は思うぐらい

です。それは人事に言わせると、理屈が 10 ぐらいまた返ってくるのですけれども、その

ように足らないから、しなければいけないことが幾つも残っているのはたしかでありま

す。

○吉田理事 先ほどいただいた質問で、貸付のリスクはどうするのかということにつきま

して、資料４の７ページで、先ほどの説明を補足させていただきたいと思います。

資料の７ページに、高度化事業の震災対応という項目がございます。③と④を足したも

のが先ほど申し上げた 890 といった数字でございます。そのお金の貸付のやり方ですけれ

ども、右下にありますように、中小機構から、まず被災県に貸付をいたしまして、そこか

ら被災県の中の県の財団に貸しまして、それから実際にリスクのある貸付事業者に行くと

いうスキームでございますので、私ども中小機構としての直接の貸し先は県になっており

ます。それで、先ほどのような説明になったということで御理解いただければと思います。

○荒牧委員 貸付業者が、今後、破綻したときの最終的なリスクはどこに着くんですか。

○吉田理事 そこは、最終的には県と御相談なのですけれども、契約上は、あくまでも私

どもは県に貸し付けているということになっています。
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○荒牧委員 それは県が最終帰属先であれば、ノーリスクということですね。

○吉田理事 そこは、また将来、御相談しなければならないかもしれませんけれども、契

約上はそういうことでございます。

○荒牧委員 わかりました。

必ずしも遡及の可能性がないわけではないということですね。

○吉田理事 そこは今日の御説明としては、先ほど申し上げたようなところです。

○荒牧委員 その時点にならないとわからないですか。

○吉田委員 契約上は、私どもは県に貸している。

○荒牧委員 一応、そういうことですね。

○加護野分科会長 これに対する引当金は、何パーセントぐらいですか。

○吉田理事 そこは取っておりません。

○加護野分科会長 基本的になしと。

○吉田理事 はい。

○荒牧委員 契約上ないと、結局、引当てを取る根拠がないということなんだと思うので

す。

○吉田理事 実は、私どもが貸し付けている金額の中で、県の方で全部を貸し付けるので

はなくという運用をされていると理解されます。

○大槻経理グループ長 この右下の図の話がありましたが、被災県の先に財団法人等とご

ざいます。この財団法人というのは、それぞれどこがということは当然言えないのですけ

れども、一応の財務体質を持っているかというと、そうではないというところが、考慮す

べきところとしては、考慮していますということを先ほど話したということです。

財団法人も当然決算がありますから。決算書を持っていますので。

○加護野分科会長 今のことに若干関係してですが、独法の会計原則では、出資金の評価

はどうなるのですか。大体、払い込みの金額がそのまま計上されるということですか。

○大槻経理グループ長 高度化の貸付という意味でいきますと、それぞれ債務者区分をし

ましてということになるのですけれども、ちょっと御指摘のところの理解が弱くて、出資

金がどうなるか。

○加護野分科会長 出資金の時価評価。

○荒牧委員 損益計算の方に、出資金損失という科目がそうですね。

○大槻経理グループ長 それはファンドの方ですね。一般勘定でいきますと 33 億ぐらい

が出ているのではないかと思いますけれども、それはファンド事業への。ここで言う出資

とはまた別です。

○鍜治参事官 行政の立場からちょっと補足させていただきます。

④の方は、いわゆるグループ補助金と言われております。例えば水産加工業者が集結し

て事業再開される際に、４分の３、国と県が補助金を出しました。その残りの４分の１部

分の自己負担のかけ目分を機構経由のお金が貸付金の形で回っておりまして、補助金の交
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付決定にも関係してまいりますので、事業選定の際には、かなり県と国がしっかり見て事

業内容のチェックをしながらやったという経緯がございます。

ただ、非常に重要な御指摘でありまして、今後、２年、３年、５年と本格復興していく

過程で、機構さん御自身も、やはりちゃんと個別の事業者さんのパフォーマンス、フォロ

ーをされるのが大事だと思いますし、③の福島県のものも、避難なさっておられる中小企

業の方々の事業再建資金をまず、限りなく補助金に近い融資制度ということで無利子で貸

し付ける。これはかなり政治決断的なことを昨年の５月に行われました事業です。

福島は福島の特殊事情がまたございまして、国も全面的にサポートしている状況ではご

ざいますけれども、やはり個々の事業のパフォーマンスは厳しく見なくてはいけないこと

になってくるのかと思います。

○荒牧委員 本当に特殊な状況下でしたので、通常の与信管理という枠外だと思うので

す。ですので、今おっしゃったように、確かに契約は一応遡及されないようになっている

とかあると思うのですけれども、逆に言うと、こういう震災関係での融資という実績が今

までないですから、どの時点で、もしかして損失を一部被る可能性があるのかなというの

が、多分関係者の皆さんは逆にわからない状態だと思うのです。

だから、その辺は法律的な部分もあるかもしれないので、何とも言えないのですけれど

も、そういう情報がもし入ったら、また教えていただければと思います。

○加護野分科会長 将来につけが回ってくる危険もあるわけですね。

○荒牧委員 そうすると、今、決算書は全部いいんですけれども、また将来何年か後にと

いうのがあるので。

○加護野分科会長 どうもありがとうございます。

ほかに御質問はいかがでしょうか。

ないようでございましたら、そろそろ評価の審議に入らせていただきたいと思います。

それでは、中小機構の関係の皆様におかれましては、一時退室をお願いしたいと思いま

す。

（中小企業基盤整備機構関係者退室）

○加護野分科会長 各委員の方々から評価シートを返していただきましたので、その記入

を済ませて、事務局によって集計したものを皆さんのお手元に配っていただいていると思

います。

事務局から、資料の取扱いについて御説明をお願いします。

○小滝企画官 ただいまお配りいたしました資料は、委員の皆様から事前にいただいた評

価をまとめたものでございます。

これからの審議を進めていくための参考として作成したものでございまして、中小機構

には提示してございません。本件の御審議終了後に回収させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○加護野分科会長 皆さんのところには匿名のものが配布されていると思います。



20

それでは、評価の審議を行いたいと思います。

当分科会としましては、総合評価だけではなく、お手元の項目別委員評価結果表の中期

計画に即した資料である６項目。

１ 国民に提供するサービスの質の向上に関する事項のうち、

（１）新たな基盤・価値を創造する新事業展開の促進

（２）経営基盤の強化

（３）経営環境の変化への対応の円滑化

（４）期限の定められている業務等

２ 業務運営の効率化に関する事項

３ 財務内容の改善に関する事項

この項目ごとの評価を求められています。

まずは１の「（１）新たな価値を創造する新事業展開の促進」から順に評価を決め、最

後に事業年度の評価を決定する手順で進めていきたいと思います。

皆さんのお手元に行っている資料、まず、１の（１）新たな価値を創造する事業展開の

促進。

皆さんのところには、この参考平均値も含まれているわけですね。

○川村参事官補佐 はい。

○加護野分科会長 これは皆さんの評価がほぼ一致しまして、皆さんＡでございますか

ら、参考平均値もＡということになります。これでよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○加護野分科会長 次に、１の（２）経営基盤の強化。

これは皆さんの評価がＡとＡＡの２つに分かれておりますが、平均するとＡの方が多数

でございますので、Ａということになります。これでよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○加護野分科会長 次に、（３）経営環境の変化への対応の円滑化でございます。

これは５人中４人がＡＡということになっておりますので、ＡＡの評価ということに

させていただいてよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○加護野分科会長 １の（４）その他、期限の定められている事業に関しまして、５人

の委員のうち３人がＢ、２人がＡということになっておりますので、平均値はＢという

ことになります。これはＢということで評価させていただいてよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○加護野分科会長 次、２の業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措

置。これは４人がＡＡ、１人がＡでございますから、平均するとＡＡということになり

ますが、よろしゅうございますか。

（「はい」と声あり）
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○加護野分科会長 ３の財務内容の改善に関する事項は、３人がＡで、お２人がＢとな

りますから、平均はＡということになります。

そうしますと、１の（１）に関してはＡ、１の（２）に関してもＡ、１の（３）に関

してはＡＡ。１の（４）に関してはＢ。２に関してはＡＡ、３に関してはＡという結果

になります。

○小滝企画官 済みません、念のための確認ですが、３はＡでもよろしゅうございます

か。

（「はい」と声あり）

○加護野分科会長 あとは、総合評点。

○小滝企画官 そうしますと、トータルはＡということになります。

○加護野分科会長 トータルはＡ。これは縦の平均値ですね。

Ａ、Ａ、ＡＡ、Ｂ、ＡＡ、Ａということになりますと、実際、非常にＡが多数になれ

ば、ここに平均が落ち着くということになります。

総合評価はＡということでよろしゅうございますか。

（「はい」と声あり）

○加護野分科会長 今ごろそれを言うのはよろしくないのかもしれませんが、先ほど事

務局で御説明いただいたのですが、普通はＢとなります。

○鍜治参事官 昨年度との変化で申し上げますと、昨年は財務のところがＢでございま

して、総合評価Ａでございました。ほかの評定は昨年も今年と同じでございます。

したがって、昨年との変化でいいますと、財務部分については、やや評価がよくなっ

たという御理解でございますが、それは先ほどの損益、貸借対照表の御説明を踏まえて

の皆様の御認識がそういうことだと。

○加護野分科会長 恐らく、まだ独法の会計で問題が出てくるところまで来ていない。

○佐藤委員 当然出てきますよ。機構だけ負担しないというわけにはいかないでしょう。

○加護野分科会長 来年以降につけが回ってくる。

○鍜治参事官 昨年は震災でいろいろ引当てを積んで見かけも悪くなったけれども、そ

れでＢ。ただ、全体としてはＢだと。今年はそれが繰り戻ったことで、また見かけはよ

くなっているわけですね。

○加護野分科会長 よろしゅうございますか。

これで行きたいと思いますので、また、機構の皆さんに入っていただいてください。

これは回収していただいたらいいですね。

（中小企業基盤整備機構関係者入室）

○加護野分科会長 それでは、皆さんおそろいのようでございますので、評価の結果を

御報告申し上げます。順次、項目ごとに御報告させていただきたいと思います。

１、国民に対して提供するサービス、その他、業務の質の向上に関する事項。

（１）新たな価値を創造する事業展開の促進は、Ａということになりました。
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（２）経営基盤の強化もＡでございます。

（３）経営環境の変化への対応の円滑化は、ＡＡになりました。

（４）その他、期限の定められている業務は、Ｂになりました。

２、業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置の評価は、ＡＡで

ございます。

３、財務内容の改善に関する事項の評価は、Ａでございます。

以上の個別評価を基にしまして、総合評価はＡになりました。

以上が我々の評価結果でございます。

この中小企業の業務評価につきましては、最終的に７月 26 日の木曜日に予定されてお

ります経済産業省独立行政法人評価委員会で審議されることになっており、ただいまの

結果を私から御報告することになります。

では、理事長からお願いします。

○前田理事長 ただいま伺いました評価がＡということで、私ども、大変ありがたく思

います。

Ａをいただきますと、過去１年間、一生懸命やったと、報われたという気持ちもあり

まして、役職員一同、大変ありがたく思う次第であります。これからもそういうものが

励みになりまして、より一段、努力していかなくてはいけないと思います。

また、どちらかといいますと、この評価委員会で業務を中心といいますか、どういう

仕事をするということを中心に見ますが、私もこのたび、６月末、今日で実際、理事長

を退任することになりましたので、その間、業務は普通役職員が一緒にやるのですけれ

ども、経営改革という面では、経営のトップが決めなくてはいけない、トップしかでき

ないようなものがたくさんあります。その経営改革の４年間を私がやっておりましたこ

とを振り返ってということで、私が全部自分で書いたものばかりを集めた小冊子をつく

りました。

私はこれで去りますけれども、経営改革の４年間について、非常に読みやすい形で書

いたつもりでありますので、お送りさせていただきます。ちょっとお目を汚すことにな

るかと思いますが、御一読いただければありがたいと思います。

私からは以上でございます。

○加護野分科会長 ありがとうございました。

引き続きまして、中期目標、中期計画の変更の審議に移りたいと思います。事務局か

ら御説明をお願いいたします。

○小滝企画官 資料６をごらんいただきたいと思います。

中期目標等の変更につきましては、独法通則法の規定に基づきまして評価委員会の御

意見をお聞きすることになってございます。

まずは、中小企業大学校の関係でございます。

平成 22 年 12 月に閣議決定されました独法の事務・事業の見直しの基本方針を踏まえ
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まして、研修の在り方につきまして検討いたしました結果、

①中小企業大学校で実施する研修は真に必要なものに限るといたしました。

②市場化テストの活用等民間への委託を基本とする。

③大学校施設につきましては、まずは東京校について、中小企業者等のニーズや利便

性に配慮しつつ売却等の処分を行うという方針で見直しに取り組むことといたしまし

た。

このため、アドホックなものを除きまして、今後、すべての研修で官民競争入札等を

導入することといたしまして、これまで中期目標に記載していなかった中小企業支援担

当者向け研修についても、民間競争入札を導入すること。それから、東京校施設の売却

等の処分に着手することを中期目標に明記したいと思っております。

中小機構におきましても、これを受けまして、市場化テストの活用、東京校の売却等

の処分に向けた手続など、措置すべき事項を中期計画に記載するものでございます。

裏のページにまいります。続いて、不要財産の国庫納付の関係でございます。

中小機構が一般勘定に保有しております前中期目標期間繰越積立金のうち、例えば戦

略的基盤技術高度化支援事業や、旧繊維法の業務など、既に事業が終了していて、使途

が限定されて他に使い道のない不要財産とか、不要財産となることが見込まれる財産に

つきまして国庫納付することを中期計画に記載するものでございます。

ちなみに、今年度の国庫納付額につきましては、旧繊維法の債務保証の求償権管理に

係る今後の必要経費を留保した約９億 2,000 万円になる予定でございます。

最後に、また中小企業大学校の関係でございます。

仙台校の土地の一部譲渡についてとなります。宮城県では医療療育センターを県立子

ども病院の敷地内に移転する計画を有しておりまして、その際に必要となります駐車場

の用地として、仙台校の土地の一部譲渡を中小機構に要請してきております。

同敷地は、大学校の運動場として利用しておりますが、業務そのものの実施には重大

な影響は生じませんので、宮城県にこれを譲渡することとして本件を中期目標に追加し

たいと考えてございます。

以上でございます。

○加護野分科会長 ありがとうございました。

御質問、御意見はございますか。

ほかにないようでございましたら、中期目標・中期計画の変更につきましては、当委

員会としては異存なしということにしてよろしいでしょうか。

（「はい」と声あり）

○加護野分科会長 それでは、中期目標・中期計画の変更につきましては、当委員会と

しては異存なしとして取扱っていただきたいと思います。

これも７月 26 日の経済産業省独立行政法人評価委員会に御報告することといたしま

す。
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なお、今後の財務省協議等によりまして、必要となった場合の書きぶりの修正等につ

きましては、分科会会長である私に御一任いただければと思います。どうぞよろしくお

願いします。

それでは、本日の議題については、説明並びに議論を終了したいと思います。

事務局から、ほかに御報告等ございますか。

○小滝企画官 最後に簡単に１点だけ。

参考資料４につきましては、産業基盤整備勘定における国庫納付の関係でございます。

産業基盤整備業務のうちの経過業務につきましては、機構の中期計画におきまして、

債務保証残高の減少に応じて生じる不要額を国庫に納付することとされております。

24 年度につきまして不要額を計算しますと、一番下に記載がございますように 2,200

万円強となります。これを今年度に国庫納付する予定でございます。

簡単ですが、報告は以上でございます。

○加護野分科会長 ありがとうございました。

特に御質問等がなければ、これをもちまして「第 24 回中小企業基盤整備機構分科会」

を終了させていただきます。

どうもありがとうございました。


