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Ⅰ．サービスの質の向上

２



（１）ファンド出資事業 （起業支援ファンド、中小企業成長支援ファンド）（１）ファンド出資事業 （起業支援ファンド、中小企業成長支援ファンド）

・成長初期段階の企業や新事業に取り組む企業に投資を行うファ
ンドの組成促進 ［中期計画目標］
【アウトプット】（ベンチャーファンド等旧類型を含む、地域応援ファンドを除く）

①－１ 起業支援ファンド
・出資契約数 ２ファンド（２３年度２ファンド）
・出資契約額 １５億円 （ファンド総額 ３６億円）

①－２ 中小企業成長支援ファンド
・出資契約数 ８ファンド （２３年度９ファンド）
・出資契約額 １８４億円 （ファンド総額 ６８３億円）

①－３ 合計
・出資契約数 １０ファンド（累積出資契約数１３９ファンド）
・出資契約額 １９９億円 （ファンド総額 ７１９億円）
・累積出資契約額１，４０２億円（累積ファンド総額３，７０８億円）

【直接アウトカム】（ベンチャーファンド等旧類型を含む、地域応援ファンドを除く）

・投資先企業数 １０７社（累計 ２，７４３社）

【直接アウトカム】
・売上高平均伸び率 ４６．２％ ［中期計画目標 ３０％以上］
売上高平均 ６．７億円→９．８億円（＋３．１億円）

※２１年度投資先企業（投資前と投資後２年経過後との比較）
（ベンチャーファンド等旧類型を含む、地域応援ファンドを除く）

【中間アウトカム（参考指標）】
・従業員数平均 ４７．７人 → ６１．４人 （＋１３．７人、２８．７％増）

（ベンチャーファンド等旧類型を含む、地域応援ファンドを除く）

※「中小企業実態基本調査」（中小企業庁調べ）結果による中小企業(法人）の売上高
等の状況（２１年度調査と２４年度調査(速報）の比較）

売上高平均 ３．１億円→ ２．９億円 （▲５．４％）
従業員数平均 １４．７人 → １５．２人 （＋３．０％）

②投資先企業の業績が向上するなど高い効果が実現

①政策的意義の高いファンドの組成を促進

○実績のあるベンチャーキャピタリストがＧＰとなり、シードスタートアッ
プに特化したインキュベイト型投資とあわせて、一部を若手ベン
チャーキャピタリストを育成するための子ファンドへのＬＰ出資を行う
ファンドなど、新しいタイプのファンドにも積極的に出資。

３

１．新たな価値を創造する事業展開の促進

○ファンドの投資先に対して、機構は専門家の派遣を行うなど、
経営支援にも協力。
※２４年度 専門家の派遣 １８社、中小企業総合展出展 ８社

厳しい金融環境が続く中、成長初期段階の企業や新事業に取り
組む企業を資金面から支援するために、政策的意義の高いファン
ドを組成。中小企業へのリスクマネー供給の下支えに貢献。



【中間アウトカム（参考）】
・株式公開企業数（ＩＰＯ数） １７社 （累計 １３０社）

うち新興市場へ上場 １３社
※２４年度は新興市場全体で４２社がＩＰＯ、機構ファンドのシェア率３１．０％

・国内ＶＣ投資額に占める中小機構出資ファンドシェア ８．７％
（平成２１年～２３年までの平均）

・設立１０年以内にＩＰＯした企業数 ４４３社（平成１２～２４年までの全市場累計）

うち機構出資ファンド投資先 ９１社
・ＩＰＯまでの平均所要年数 ９．９年（新興市場平均 １９．８年）

４

［ＩＰＯの実績：ベンチャーファンド出資活用事例］

栄養素が豊富なうえ、二酸化炭素削減やエネルギー分野でも効
力を発揮するミドリムシ（学名ユーグレナ）の屋外大量培養に世界
で初めて成功した東大発ベンチャーに対し、成長資金を機構出資
ファンドから提供。ＧＰは、事業開発や経営企画など経営陣のサ
ポート役となる取締役を派遣するとともに、販売チャネルや共同研
究企業を紹介するなどのハンズオン支援を実施。ユーグレナ粉末
を活用した機能性食品や化粧品の製造販売で業容拡大し、２４年
１２月東証マザーズに上場。石油、プラント企業、航空会社などと
の共同開発で「ミドリムシバイオジェット燃料」の事業化に取り組ん
でいる。

国内ＶＣ投資額に占める中小機構出資ファンドのシェアは１割程度で安
定的に推移しており、中小・ベンチャー企業向けリスクマネー供給を下
支え。
また、機構出資ファンド投資先企業のＩＰＯは全体の増減に比し安定して
推移しており、厳しい市場環境が続く我が国の新興市場を下支えるとと
もに、早期ＩＰＯに大きく貢献。

（２）起業・創業に対する資金供給（補正予算対応）（２）起業・創業に対する資金供給（補正予算対応）

補正予算の成立（２５年２月）を受け、新たに起業・創業しようとす
る者や第二創業として新事業・新分野に進出しようとする中小企業
等への補助金交付事業に着手。
実施体制を整備し、公募を開始。



５

（３）インキュベーション（大学発ベンチャー等への支援）（３）インキュベーション（大学発ベンチャー等への支援）

インキュベーションマネージャーが、機構の支援ツールやネットワー
クを活かして、大学発ベンチャー等の事業化を支援

［支援例］ １００年企業の技術力で世界初の商品開発に成功
仏具制作（大正創業）で培った切削加工技術を活かし、顧客から医療用機器

関連部品として曲げに強いノズルの開発の依頼を受け、インキュベーション施
設に入居。施設のもつ大学、自治体、支援機関、地域企業のネットワークを活
用し、公的資金による開発費の確保、技術ＩＭによる助言、連携先確保のため
のネットワーク形成支援を受け、世界初の小径βチタンパイプの開発に成功。
地域企業と連携し医療用鉗子、釣竿の先端パーツ、傘の骨組み等、切削加工
業の枠を超えた開発を実現。海外展開にあたっては、機構の国際化アドバイ
ス制度を活用。展示会出展ノウハウや秘密保持契約などの助言を受け、初の
国際展示会出展で世界３０カ国１００件を超える商談が実現。

【アウトプット】
・入居者数 ５５９社（施設数 ３２施設）
・インキュベーションマネージャーによる相談対応件数 ２９，０２６件
【直接アウトカム】
・事業化率 ７６．０％ ［中期計画目標 事業化率 ３０％以上］
※２４年度施設退去企業のうち事業化に至った割合

①目標を上回る事業化率を達成

②機構の支援ツールを活用して事業化を促進

○入居者に対して、専門家派遣、機構出資ファンドからの投資、
マッチングイベントへの出展等、機構の支援ツールを活用する
などして、事業化を促進。

※専門家継続派遣、販路開拓コーディネート事業等の活用企業 １１社、
マッチングイベントへの出展企業 ４６社、
機構出資ファンドの投資先企業 ４１社（２４年度入居企業）

④適切に施設を管理

○施設運営は厳しい環境下にあるが、地方公共団体等と連携した企
業誘致活動の強化、マスコミを活用した施設ＰＲ等により入居の促
進を図り、９０％以上の入居率を確保。

○なお、特に入居率が低い施設については、本部、地域本部及び各
施設のインキュベーションマネージャーをメンバーとした「入居促進
会議」を定期的に開催し、入居促進策を検討・実施。

【アウトプット】
・平均入居率 ９０．３％ ［中期計画目標 ９０％程度］
（２４年度末入居率 ９１．５％ ２３年度末入居率８９．９％）

③他のインキュベーション施設等とのネットワーク強化
（ビジネスインキュベーション（ＢＩ）ネットワーク構築支援事業）

複数のBI（ビジネスインキュベーション）等と中小機構が連携し
て、企業支援の取組みを行うことにより、互いのネットワークや支
援ノウハウを共有することができ、支援の質の向上、提供できる
支援企業規模が拡大するなど支援効果の拡充を図ることを目的
とした事業（２４年度６案件実施）。

【事業の構造】

［ＢＩネットワークの活動例］
機構の１２施設を含む全国９７機関によるネットワークでは、入居企業と大
企業との個別マッチングを実施。４５７件のエントリー（うち機構施設入居
企業に係るもの５０件）のうち面談まで繋がったものが４８件（同１０件）とな
るなど、単独の活動では困難な成果を実現。

さらに専門家継続派遣事業を活用し、新事業部
門を確立するための新たな経営計画の策定支援
を実施。２４年１２月に新規事業部門のR&D機能
をもつ自社工場を建設し卒業。現在は航空宇宙
関連事業等新分野進出に挑戦中。



（４）専門家継続派遣、販路開拓支援（４）専門家継続派遣、販路開拓支援

【アウトプット】
・支援企業数 ８２社、支援回数 １，０００回
【直接アウトカム】
・課題解決率 ９６．２％ ［中期計画目標 ８０％以上］
・売上高平均伸び率 ９．１％ ［中期計画目標 ２５％以上］
（売上高平均 ２１．９億円 → ２３．９億円（＋２．０億円））
※2１年度支援企業（支援前と支援後２年経過後との比較）

※「中小企業実態基本調査」（中小企業庁調べ）結果による中小企業(法人）の売上高
等の状況（２１年度調査と２４年度調査（速報）の比較）

売上高平均 ３．１億円 → ２．９億円 （▲５．４％）
経常利益平均 ４．９百万円→ ６．９百万円 （＋４１．５％）
従業員数平均 １４．７人 →１５．２人 （＋３．０％）

【中間アウトカム（参考指標）】
■２１年度支援企業の事業効果（支援後２年経過後との比較）
・経常利益平均伸び率 ５８百万円 → ８６百万円 （４８．３％増）
・従業員数平均 ８４人 → ８７人 （３．６％増）

新事業展開を目指す企業の経営課題の解決に向けた取組みに
対して、専門家による支援を実施

①支援企業の業績が向上（専門家継続派遣事業）

６

○全地域本部にハンズオン支援統括プロジェクトマネージャー
を設置し、新連携等によるプロジェクト支援と専門家継続派
遣等の経営支援の連携支援により企業の成長促進を図るた
めの総合支援を実施（連携支援実績 ８２社、７９９回）。

［支援例］ 在庫改善を突破口として粗利益率が向上、
地域ナンバーワンのドラックストアを目指す

・地方に拠点を置くドラッグストアが本格的なドミナント化を始め、店舗網を拡
大していたが、今後の店舗展開を考えていく上では在庫の適正化の推進が必
要であった。そこで、専門家を派遣し、「在庫管理活動の効率化」と「マーチャン
ダイジングレベル向上による粗利益のアップ」を支援。在庫回転率については、
営業店舗を含む企業の総合的なマネジメントレベルの向上を図り、適正水準
を確保。粗利益率については、マーチャンダイジング活動のレベルアップを図
り、化粧品を中心に向上、業界水準を上回る。これにより経営基盤は一段と強
化され、今後計画している新規出店の加速化の実現性が高まり地域ナンバー
ワンのドラッグストアを目指す。
※売上高の推移 ２１年２７６億円→２４年３２６億円（１８．０％増）（５０億円増）
※従業員数の推移 ２１年度１，２４４人→２４年１，４５５人（１７．０％増）（２１１人増）

○リーマンショック以降経済環境が低迷し、多くの企業が業績を悪化させる中、
支援企業は利益を向上させ、地域の雇用確保に寄与。

○新規性の高い優れた新製品等を持ちながら、販路開拓が困
難な中小企業に対し、各地域本部において、マーケティング
計画のブラッシュアップ支援を行った後、首都圏又は近畿圏
市場への販路開拓支援を実施。

②目標を上回るマッチング率を達成（販路開拓ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ事業）

【アウトプット】
・支援企業数 １２６社
【直接アウトカム】
・マッチング率 ７１．２％ ［中期計画目標 ５０％以上］
※２３年度支援企業（支援終了後１年以内に具体的な商談に至った割合）

［支援例］新市場の開拓によりアナログ企業からデジタル企業へ
業態転換を目指す

・過去に中国の芸術大学で、グラフィックデザインの客員教授を務めた経営
者が、家業の印刷業からの脱却を目指し、得意のコンピューターグラフィック
ス（ＣＧ）制作技術を駆使して、新たにデジタルサイネージ制作事業「バー
チャルマネキン」を立ち上げた。しかし、既存事業である印刷業の取引先と
はターゲットが異なるため、販路開拓コーディネート事業を活用し、展示会や
イベント関連業界、その他デジタルサイネージ需要予想業界等でのテスト
マーケティングを実施。その結果、自社製品の優位性や価格メリットを活か
せる市場ニーズを把握するとともに、新たな商品改良・課題等も明確化され、
本格的な市場進出へ乗り出すきっかけを得た。
その後、中小企業総合展に出展。それを契機に海外企業からの問合せが増
加したため、機構は海外展開に係るＦ／Ｓ調査を支援。その結果、成長著し
いタイにおいて、新たな販路先として広告代理店を発掘するなど、社員１０人
の小規模企業でありながら海外展開を実現。

※新規事業の売上高の推移
２１年７百万円→２４年 ２２百万円（２１４．３％増）



７

（５）新連携支援事業（５）新連携支援事業

【アウトプット】
・相談等件数 ４，７００件
【直接アウトカム】
・法律認定件数 ７１件（累計 ８５９件）
・事業化件数 ５６件（累計 ６８５件）
※販売達成金額累計 １，５１３億円

・事業化率 ８１．６％ ［中期計画目標 ５０％以上］
※２１年度認定企業（認定後３年経過後において事業化に至った割合）

中小企業の新たな連携による新製品・新サービスの事業化に向
けた取組みに対し、事業計画のブラッシュアップから販路開拓ま
で一貫して支援

①認定後３年で目標を上回る事業化率を達成

○新連携による新製品・新サービスの販売金額は累計で１５百
億円超。中小企業の新事業展開に貢献。

②販路開拓・販路拡大に向けたフォローアップ支援を強力に実施

○事業化の成功後も販路開拓支援等、事業活動の安定化に向
けてフォローアップ支援を実施。

○具体的には、販路開拓コーディネート事業など機構の専門家
派遣事業の活用、機構主催のマッチングイベントや各種展示
会への出展支援（※）、Ｊ－Ｎｅｔ２１での出展商品の紹介等。

※中小企業総合展（大阪） ３７社、 中小企業総合展（東京） ３２社、
テクニカルショウヨコハマ２０１３ ２９社、NIPPON MONO ICHIおくりも
の畑 ５社、ＮｉｐｐｏｎHEARTＧｉｆｔ～NIPPONMONOICHI ２社

［支援例］ 環境負荷低減と顧客利便向上のため新商品開発

国内での好調な実績を踏まえ海外展開を目指す

・ビル清掃業を営んでいた企業が、化学薬品を大量に使用する清掃方法に
疑問を感じ、また、顧客の床の維持コスト低減を図るため、新規事業として、
防傷性、抗菌性、耐熱性等に優れ、広告宣伝サインとしても活用可能な多
機能フィルムを開発することを計画。フィルムシート製造企業と、特殊印刷
技術を持つ企業と連携体を構築し、新連携事業の認定を目指すこととなり、
機構は同社が有する特許内容の精査、機能面の検証、既存ユーザーへの
ヒアリング調査等の実施などの支援を行った。また、認定後は、専門家を派
遣し、販売戦略の策定支援を行うともに、中小企業総合展、テクニカルショ
ウヨコハマなど、展示会の出展支援を行った。その結果、数多くの引き合い
や受注を獲得し、メーカー工場、商業施設、医療機関、スーパー銭湯などで
採用されている。こうした国内での販売実績を踏まえ、現在は海外への進
出を目指しており、機構では国際化支援部門と連携した総合的な支援を継
続中。

※２５年３月末新製品の販売金額累計 ３６７百万円

販売金額累計
１，５１３億円



（６） ビジネスマッチング（中小企業総合展等）（６） ビジネスマッチング（中小企業総合展等）

【アウトプット】
・「中小企業総合展（東京）」 出展企業数 ７２８社 （来場者数 ４８，３４６人）
・「中小企業総合展（大阪）」 出展企業数 ５１４社 （来場者数 ６６，８８２人）
※両会場においてベンチャーフェアJapanと同時開催

・「ベンチャープラザ等」 発表企業数 ３１社 （来場者数 ２１６人）

【直接アウトカム】
・マッチング率 ５５．０％ ［中期計画目標マッチング率５０％以上］
※２３年度出展・発表企業（事業実施後１年以内に具体的な商談に至った割合）
※内訳：販路開拓マッチング ５４．２％、資金調達マッチング ７６．９％

全国市場への展開を目指す中小企業に対して販路開拓・業務提
携等のマッチング機会を提供

①マッチング成果の向上のための取組み

開催日前日の交流会の様子

○有望なビジネスプランを持ちながら資金調達の困難なベン
チャー企業等に対し、ベンチャーキャピタル等とのマッチング機
会を提供（５回）。

○日本ベンチャーキャピタル協会、ベンチャー学会等関係機関と
の連携を行い投資家の来場促進を図るとともに、発表企業に対
してプレゼン資料のブラッシュアップ支援を実施。

【アウトプット】
・開催回数 ４回、発表企業数 １１社
・商品評価及び販路先に係る情報提供数 ５６件
【直接アウトカム】
・マッチング率９０．０％ ［中期計画目標 マッチング率 ５０％以上］
※２３年度発表企業（事業実施後１年以内に販路ナビゲーターとマッチングし
た割合）

８

①－１ 販路開拓マッチング（中小企業総合展（東京、大阪））

○Webを活用した商品・企業情報の発信
を強化。特に民間商用サイトとの提携に
よりマッチング機会を拡充。

○開催日前日に内覧会・出展者交流会を
実施。開催中も商談会、製品相談会等
様々なビジネスマッチング機会を提供。

①－２ 資金調達マッチング（ベンチャープラザ等）

○会場内案内（サイネージシステムの導入）の改善や来場者証の
改善等により出展者とバイヤーが接触しやすくなるよう誘導。

○過去２回の中小企業総合展の出展企業に対し、フォローアップ
調査を実施。アンケート調査による総合展への評価等を分析す
るとともに、成功事例の分析による支援ポイントの抽出を行い、
今後の支援のポイントを整理し事業にフィードバック。

○バイヤー・大手企業開発担当者・支援機関担当職員等外部有
識者から、ブースレイアウト、ゾーニング、出展者選定方針等に
ついて来場者視点での意見聴取し反映。

○出展者に対しては、事前に出展手法に関する実践セミナーを開
催。会場内には、展示・装飾の専門家を配置し、各ブースを巡回
してアドバイスを実施。

○過去の来場者リスト等を活用し、商社・バイヤー等に対して重点
的に来場募集を実施。ＶＩＰ招待状の発行など出展者自身の来
場促進策を実施。

②販路開拓の専門家とのマッチングを推進
（販路開拓ナビゲーター創出支援事業）

【アウトプット】
・イベントへの販路ナビゲーター派遣者数 １１１人（１４箇所）
・参加企業数 １５９社
・販路開拓提案書提出件数 ３７０件

②－２ 販路ナビゲーター・マッチングイベント派遣
（中小企業支援機関等の要請等により販路ナビゲーターを派遣）

②－１ 販路ナビゲーター・マッチングプレゼンテーション
（機構が販路ナビゲーターとのマッチング機会を提供）

※販路ナビゲーターとは、販路開拓の豊富な経験とネットワークを有する者として機構に
登録した民間の専門家。



９

（１）海外展開支援（１）海外展開支援

①海外企業との商談会を積極的に開催

２．経営基盤の強化

②Webを活用した販路開拓支援

国内にいながら海外バイヤーとの商談機会を増やす取組みとして、
新しくWebを活用した業務連携・販路開拓支援を実施

【アウトプット】 ・商談企業数 １８４社
【アウトカム】 ・商談件数 ２，９３０件

・成約額（見込みを含む） 約４４億円

①－１機構初となる現地中小企業商談会を開催（ミャンマー）

①－２ インドネシア、ベトナム企業を招聘し商談会を開催

○ミャンマーで初となる官民合同中小企業ミッションを実施。併せ
てミャンマー商工会議所と連携し、日本企業５０社とミャンマー企
業５５社との商談会をヤンゴンで開催。事前にミャンマー企業の
商談目的や日本企業との連携を希望する分野についてヒアリン
グ。同国における中小企業を対象とした他国との最大級の商談
会となり、多くの商談が実現。

商談件数 ３１６件、成約額（見込みを含む） 約９億円

○東南アジア地域への中小企業の進出ニーズを受け、日本企業との
事業連携を希望する海外企業との商談会を開催。

①－３ 中小企業総合展に海外企業を招聘（海外展開スクエア）

②－１ 中国へのゲートウェイ香港Webサイトの活用

②－２ 世界最大級のデータベースを活用

○ＭＯＵ締結先である香港貿易発展局のWebマッチングサイトに支
援企業３９社（うち被災地域企業２６社）の情報を掲載し、中国、
東南アジア地域のバイヤーに訴求。販路開拓や特許戦略に係る
研修や専門家によるアドバイスを実施。

○被災地域の東北ものづくり企業３０
社の情報をWebサイトを構築し掲載。
世界最大級の企業データベースを
活用し、欧米企業を中心に訴求。

・インドネシア商工会議所と連携し、自動車
部品、金型などの企業を招聘し、東京・福
岡で商談会を開催（日本企業参加者数８８
社、商談件数３２２件、成約額（見込みを含
む）約１３億円）

・ベトナム商工会議所と連携し産業用機械、
農業機械、インフラ関連企業を招聘し、福
岡で商談会を開催（日本企業参加者数４６
社、商談件数１６４件、成約額（見込みを含
む）約５億円）

中小企業の海外進出ニーズの高まりを受け、現地商談会や海外
企業を招聘しての商談会の開催など、新たな取組みを実施。

ＭＯＵ締結機関等と連携し、中小企業総合展（東京・大阪）内に
海外企業１６５社を招聘し、日本企業とのマッチングを促進（商談
件数２，１２８件）

ベトナム商談会

香港貿易発展局掲載例

海外企業と日本企業の双方から事業計画や商談目的（合弁会社
設立、代理店契約、日本製品の取扱い希望等）等を事前にヒアリ
ングし、ニーズに応じた商談の場を設定し、効率的なマッチング
を支援。 商談に参加した日本企業の約３割が成約見込み。

ミャンマー商談会の様子。ミャンマー企業との合弁会社設立や建設資材

などの代理店契約締結、機材販売などが成約（交渉中含む）。

インドネシア商談会



１０

【アウトプット】
・海外展開、国際取引等に関するアドバイス件数 ５，８７８件
【直接アウトカム】
・利用者の役立ち度 ９９．２％ ［中期計画目標 ９０％以上］

③海外事業可能性調査（Ｆ／Ｓ）の実施

○海外投資、国際取引の留意点等、中小企業の国際化に係る諸
問題について、専門家による経営相談を実施。

［支援例］成長する航空機部品市場に参入～Ｆ／Ｓ調査を活用～
・創業１００年の歴史で培った技術力を活かし工作機械部品等を切削加工・製
造する企業が、その技術力を活かし数年前より航空機部品の加工に参入。
国内に技術を残しつつ、為替・契機に左右されることのない間口の広い受注
体制と将来の拠点配置も含めた生産体制の確立を図るため、ＡＳＥＡＮ一帯
での航空機部品の現状と販路開拓の可能性を調査。現地調査を行う前段階
の市場調査の支援を行うとともに、インドネシア、シンガポール、マレーシアの
３カ国で７件の訪問を支援。市場の有望性を確認するとともに、将来の販路
先となる企業との商談を行ったほか、進出にあたっての課題を抽出・整理。

④国内外での展示会出展支援

⑥中小企業の国際化に係る助言・相談の実施等

【直接アウトカム】 ・支援企業 １２８社
【アウトプット】 ・支援企業の課題解決率 ９８．１％

（当初計画において定めた目的を達成した割合）

○機構は、現地調査に向けた事前の計画作成、市場調査、翻訳支
援から現地に同行し現地調査活動の支援、調査後のフォロー
アップ支援を実施。

【直接アウトカム】
・海外展示会 １４展示会、出展企業数 １１９社
・国内の国際展示会 １５展示会、出展企業数 ６５８社※
※東日本大震災により被災した地域の中小企業を含む。

【アウトプット】
・商談件数 ６，４７０件

【アウトプット】
・セミナー回数２０５回、参加企業数４，６８３社

⑤海外展開人材の掘り起こし

自社の海外展開計画を検証したい、マーケットや生産拠点、投資
環境等を調査したいという企業ニーズに応え、海外事業が実現可
能か、採算がとれるか等の調査（Ｆ／Ｓ）を実施

海外展開の形態（半数以上が拠点設立を希望）

○地域支援機関、金融機関等との共催で海外展開セミナーを開
催し、海外展開等を目指す中小企業に対して情報提供。

○これまで経営支援を行ってきた中小企業が、海外展示会に出展
するにあたり、ＪＥＴＲＯの海外展示会事業を活用。専門家のアド
バイス等により、出展前の国内準備段階から、現地でのサポート、
出展後のフォローアップまで一貫した支援を実施。

○海外販路開拓に取り組む中小企業や東日本大震災により被災し
た中小企業等を支援するため、海外バイヤーが多数訪れる展示
会・商談会への出展を支援。



（２）地域資源活用支援（２）地域資源活用支援

地域資源を活用した新製品・新サービスの開発等に取り組む中小
企業に対し、事業計画のブラッシュアップから事業化まで一貫して
支援

【アウトプット】
・相談等件数 ８，６７２件
【直接アウトカム】
・法律認定件数 １１１件（累計 １，０９６件）
・事業化件数 １０３件（累計 ８７９件）
※販売達成金額累計 ７８２億円

・事業化率 ７７．２％ ［中期計画目標５０％以上］
※２２年度認定企業（認定後２年経過後において事業化に至った割合）

［支援例］ 製造困難と思われていた「黒切子」の開発に成功

ＪＡＰＡＮブランドとして海外にも発信

・鹿児島県の伝統的工芸品である薩摩切子の中で、技術的に難しいとされる
「黒切子」の生産に成功した企業が、 「黒切子」の更なるブランド力を強化と情
報受発信ツールの確立やオリジナルデザインの開発等による販路開拓を目指
し、地域資源の認定を受けた。
認定後のフォローアップ支援においては、大手自動車メーカーの元デザイナー
を活用した従来にない照明器具等の新用途の商品開発や、輪島塗蒔絵とのコ
ラボ商品の開発等に係る支援を行い、商品群の拡充に寄与した。また、同社
は、百貨店等の販売ルートを有していたが、既存の個人客のデータベースを
活用したダイレクトマーケティングが弱かった
ため、情報システム構築とＤＭ活用等による
ＢtoＣ事業強化のための支援を行った。
海外志向も強いため、海外の市場動向など
情報提供を行っている。

※２５年３月末新製品の販売金額累計
２１３百万円

①認定後２年で目標を上回る事業化率を達成

１１

（３）農商工連携支援（３）農商工連携支援

【アウトプット】
・相談等件数 ５，３４５件
【直接アウトカム】
・法律認定件数 ６０件（累計 ５４６件）
・事業化件数 ８８件（累計 ４２３件）
※販売達成金額累計 ３４７億円

・事業化率 ８６．２％ ［中期計画目標５０％以上］
※２２年度認定企業（認定後２年経過後において事業化に至った割合）

中小企業者と農林漁業者との連携により新製品・新サービスの開
発に取り組む事業者に対し、事業計画のブラッシュアップから事業
化まで一貫して支援

①認定後２年で目標を上回る事業化率を達成

・創業はこんにゃくの製造、その後、菓子等のＯＥＭ生産に多角化した企業が、
自社ブランド商品の開発を目指し、未利用の魚介類の活用に悩む地元の漁業
者と連携して「おかき」を開発することを計画し農商工連携の認定を受けた。
当初、地元中心の販売であったが、競合商品の出現で伸び悩んでいたため、
大手コンビニで商品開発経験のある専門家を活用して、首都圏向けの販売戦
略立案の構築を支援。併せて、パッケージデザイン、
包材、容量、価格等の再検討、食感や味の改良等
に対するアドバイス等を行った結果、首都圏の大手
百貨店等２０店舗での催事出展のほか、首都圏で
複数店舗を展開する高級スーパー等での取扱いが
実現。
また、「じわもんおかき」の認知度向上とブランド構築
を支援するため、経験豊富な専門家を投入するなど、
多角的な支援を継続中。

※２５年３月末新製品の販売金額累計 ８０百万円

「黒切子」
「じわもん」＝地元の

［支援例］ ＯＥＭ生産から自社ブランド商品の開発へ

首都圏での販路開拓を積極的に展開



②地域資源活用と農商工連携の法律認定事業者に対する販路開拓支援を強化

②－２ 地域活性化パートナー企業との連携

○大丸松坂屋百貨店と連携し、テストマーケティングを兼ねた消費者へ
の対面販売機会を提供（１回、出展者数１２社）。

○伊藤忠食品、五味商店等と連携し、小売店のバイヤー等とのマッチン
グ機会や繊研新聞社、スペースメディアジャパン等と連携し、専門バイ
ヤーとのマッチング機会を提供（１３回、出展者数１７４社）。

○シャディ、国分等と連携し、事業者向けセミナーに併せた個別商談会
の開催やビジネスガイド社と連携した専門バイヤーとの合同商談会を
開催（６回、出展者数１６６社）。

②－４ Ｗebとリアルを融合したマッチング機会の創設

○地域資源を活かしたものづくりを支援するため、「職人の技術」「地域
の素材」と「市場のニーズ」をマッチングする場として「Ｒｉｎ ｃｒｏｓｓｉｎｇ」
を立ち上げ。

○「専用のWebサイト」と「テーマ・カテゴリー別の商談会」で、メーカーと
市場のニーズをマッチング。

作り手と買い手の共同開発などを通じて市場価値の高いものづくりの
促進と商品の情報発信力のスキルアップ支援等を実施。

（支援企業数７３社、登録バイヤー数１００名）

②－１ 販路開拓イベントの開催

○首都圏等での食品等の販路開拓を支援するため、「地域資源セレク
ション 美味食館」を開催（出展者数５３社）。
※食品関係のバイヤーが多数来場する「FOODEX JAPAN２０１３」内で開催

○首都圏等での非食品等の販路開拓を支援するため、「ＮＩＰＰＯＮ Ｍ
ＯＮＯ ＩＣＨＩ おくりもの畑」を開催（出展者数 ３４社）。

※日本最大のギフトと生活雑貨の国際見本市である「東京インターナショナ
ルギフトショー春２０１３」内で開催

○併せて販路ナビゲーター・マッチングイベント派遣を実施し、出展企業
の販路開拓を支援。

１２

②－３ 地域本部独自の工夫による販路開拓支援

九州本部（沖縄事務所）において、地銀と連携して、県内食品メー
カーと国内のスーパー、卸業などのバイヤーや海外バイヤー３３社を
対象にした商談会を開催し、販路開拓を支援。（参加企業５９社 商
談成立６５件 商談中１９５件）。

○ルーク１９と連携し「サンプル百貨
店」（Ｗｅｂ）での消費者アンケート・報
告会等の実施（１回、出展者４社）。

○商品化支援として市場やバイヤーか
らの商品に対する評価を行いフィー
ドバックを行ったほか、事業化に向
けたセミナー・相談会を開催。

○連携企画合計２３回、参加数３８１社

地域資源セレクション（美味食館） NIPPON MONO ICHI（おくりもの畑）

バイヤーマッチング（繊研新聞社）

Webによるテストマーケティング
（ルーク19）



（４）経営課題に応じた専門家派遣（４）経営課題に応じた専門家派遣

生産性の向上、ＩＴ化、国際化など特定の経営課題を解決するた
め、専門家・経営実務者を派遣

１３

③ＩＴ化を促進（戦略的ＣＩＯ育成支援事業）

○ＣＩＯ（chief information officer）経験者、中小企業診断士、ＩＴ
コーディネーター等、ＩＴ経営に知見と実績のある専門家を比
較的長期間派遣し、中小企業の経営戦略に基づくＩＴ化計画
の策定及びその実施を支援するとともに、当該企業におけるＩ
Ｔ人材を育成。

【アウトプット】
・支援企業数 ４８社、支援回数 ８５７回
【直接アウトカム】
・課題解決率 １００．０％ ［中期計画目標 ８０％以上］

①長期派遣により経営課題を解決（専門家継続派遣事業）

【アウトプット】
・支援企業数 ２２２社、支援回数 ２，５６５回
【直接アウトカム】
・課題解決率 ９６．３％ ［中期計画目標 ８０％以上］

○企業実務経験者、中小企業診断士、公認会計士、弁護士、社
会保険労務士、弁理士、技術士等を長期・継続的に派遣し、中
小企業の様々な経営課題を解決。

［支援例］ 管理指標の設定等により計画経営を徹底し業績を大
きく改善

火災で工場を全焼し多額の再建資金の借入により財務状況の悪化して
いたプラスチック製品メーカーに対し、専門家を派遣し、「中期経営計画の
策定とＰＤＣＡの実践」等を支援。先ずは事業計画の管理指標として、限界
利益、損益分岐点を設定し、製品別、部門別、顧客別の原価データを分析、
月次管理を徹底。また、重点戦略として「組織力強化」「売上拡大」「生産力
強化」「技術力強化」を掲げ、実現のための行動計画を策定し、月次での
進捗管理を徹底。
その結果、派遣開始翌年度には黒字化を達成。東日本大震災により第２
工場が閉鎖を余儀なくされたが、これまでの支援成果の定着により増益。

※売上高の推移 ２０年４１４百万円→２３年６６１百万円（５９．７％増）

経常利益の推移 ２０年▲１６百万円→２３年５６百万円

【アウトプット】
・支援企業数 １２０社、支援回数 ８７１回
【直接アウトカム】
・課題解決率 ９６．２％ ［中期計画目標 ８０％以上］

②短期派遣により個別の経営課題を解決（経営実務支援事業）

○大企業・中堅企業にて豊富な実務経験を積んだ経営実務支
援アドバイザーを短期間派遣し、中小企業の個別の経営課題
を解決。

［支援例］ 情報の一括管理と発注方法のルール化により適切
な在庫管理を実現

治療食・介護食、業務用缶詰・レトルト・冷凍食品等を提供する食料品
メーカーが、非常食・災害食（レスキューフーズ）の販路開拓と、子会社を
含めたグループ全体の経営構造の再構築を必要としていた。そこで、機構
は、経営実務支援事業により「レスキューフーズの販路拡大」、専門家継
続派遣事業により「レスキューフーズの事業戦略の構築」と「グループの経
営基盤強化」を支援。さらに、同社では部門ごとに生産に必要な原材料を
発注しているが、社内の情報が一括管理されていないため、同じ原材料を
重複発注するなどの問題があった。このため、戦略的ＣＩＯ育成支援事業
により情報の一括管理と発注方法のルール化を図り、適切な在庫管理を
実施。

※売上高の推移 ２１年４４億円→２３年５０億円

［支援例］ 電力の見える化の推進等により短期間で省エネを実現

冷凍食品メーカーが、電力料金の値上げ分を販売価格へ転嫁することを
避けるため、省エネを推進してコストダウンを図ることを急務の課題として
いた。そこで、機構は、省エネに知見を有する専門家を派遣し、コストの削
減と管理体制の整備を支援。施策展開においては、電力の見える化の推
進、管理標準等の整備等の実務に力点を置き活動を支援。その結果、短
期間で電力料金が７．５％ダウンを実現。



（５）人材育成（中小企業大学校）（５）人材育成（中小企業大学校）

①中小企業者や支援機関担当者に対して実践的な研修を実施

【アウトプット】
・受講者数 ２６，５２１人
（中小企業者向け研修 ２２，９５０人、支援者向け研修 ３，５７１人）

・研修回数 ９８７回
（中小企業者向け研修 ８８６回、支援者向け研修 １０１回）

【直接アウトカム】
・受講者の役立ち度 ９７．５％ ［中期計画目標 ９０％以上］
（中小企業者向け研修 ９７．４％、支援者向け研修 ９８．３％）

③受講企業に対する調査等を通じて、研修効果を確認

②中小企業大学校の運営の効率化等に向けた取組みを実施

○「公共サービス改革基本方針（改定）」（平成２２年７月６日閣議
決定）に基づき、全校の企業向け短期研修に係る業務及び施
設の管理・運営業務の民間競争入札を実施。

○中期計画を変更し、全ての中小企業大学校において地域支援
機関等向け研修及び企業向け長期研修に係る業務のうち研
修企画にかかるものを除いた業務について、２５年４月から民
間競争入札を実施することを決定し、その手続きを進めた。 １４

【事例】
設備工事業の社長は、常務時代に「経営管理者養成コース」を受講。経営

支援のプロジェクトマネージャーが登壇した講義の中で、ハンズオン支援事
例の紹介を受ける。研修修了後、職員及びプロジェクトマネージャーによる
フォローアップを受けたことがきっかけで、専門家継続派遣事業及び経営実
務支援事業を活用し、工事受注プロジェクトの採算管理の仕組み構築と業務
管理体制の強化、安全管理体制の構築を図ることになった。

○経営管理者向けの長期研修の手法を活用し、個人の知識を組織に
共有する仕組みの基本を構築。これにより工程の標準化を達成。

○経営管理者向けの長期研修の課題研究で取り組んだ物流システム
の効率化について、複数部門間での物流システムの統合により年間
約１，０００万円程度のコスト削減を実現。

○工場管理者向けの長期研修の課題研究で取り組んだサイクルタイ
ム短縮のための改善について、自社で改善を積み重ねたところ、サ
イクルタイム４９８秒を３８０秒に、１つあたりの加工時間３．９秒が３
秒に短縮。その結果生産性が２３％向上。

○工場管理者向けの長期研修の課題研究で取り組んだ在庫管理の改
善について、発注方法の見直し等により品切れロス、重複発注等が
激減。また、スリーピング・デッドストックの把握により、別用途活用の
提案に繋がるなど、年間仕入額が前年より１，０００万円削減。

○製造現場リーダー養成コースの課題研究で取り組んだ仕上げ工程
改善について、自社で実施したところ時間あたりの生産量が１３％向
上。

【受講企業に対するフォローアップ調査で確認した研修効果】

【中長期研修コース受講企業に対するフォローアップ調査結果】
・受講企業の役立ち度 ９７．２％
・ゼミナール等で取り上げた自社の課題研究テーマについて

実施済、実施中、準備中 ９２．５％
調査時点で実施の効果あり ９２．７％

○民間事業者が実施する研修業務や施設管理・運営業務が適
切に行われているかについて、受講者、関係者へのヒアリング
等を含むモニタリングや民間事業者から提出される報告書に
基づき実施状況を把握(月次、四半期、年次）。改善点が生じた
場合はその都度民間事業者への協議・助言により対応。

○海外展開支援・農商工連携等新事業活動支援等の政策要請
課題に対応した研修や、地域の課題や中小企業を取り巻く環
境を踏まえた研修を各校で実施

○中小企業の経営課題の解決を図るため、専門家派遣事業と研
修事業の融合した取組みを実施。



１５

③認定経営革新等支援機関に対する協力

【アウトプット】
・窓口相談件数 １９件、出張相談件数 １１件
【アウトカム】
・役立ち度 １００．０％

（６）新たな政策課題への対応（６）新たな政策課題への対応

中小企業支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、既存
の中小企業支援者に加え、金融機関、税理士・税理士法人等の
支援事業を行う者を認定する制度が創設（平成２４年８月法制化）。
当初中期計画に記載のない新たな業務として、認定経営革新等
支援機関に対して必要となる研修及び支援協力等を実施。

認定経営革新等支援機関 ６，７４０機関（平成２５年３月末現在）

○認定経営革新等支援機関が抱える支援上の課題等に対して、
専門家による助言、情報提供を実施（１０月～）。

②経営改善・事業再生研修の実施

【アウトプット】
・受講者数 ３，３８９人
・研修回数 ８０回（４１都市 平成２５年１月３０日～）
【アウトカム】
・受講者の役立ち度 ９５．２％ ［中期計画目標 ９０％以上］

○経営改善・事業再生が必要な中小企業・小規模事業者に対し、
再生・経営改善計画の策定支援を強力に推進することを目的
として、認定経営革新等支援機関に対する研修を実施（「日本
再生加速プログラム（平成２４年１１月３０日閣議決定）」対応）。

①経営革新等支援機関として認定を受けるための研修の実施

【アウトプット】
・受講者数 ２４３人（理論研修 ５０人、実践研修１９３人）
・研修回数 ５回（理論研修 １回、実践研修４回）
※実績値は（５）人材育成実績の内数

○経営革新等支援機関として認定を受けるために必要な専門
知識（理論）や実務経験（実践）に関する認定申請資格要件
を付与するための研修を実施（１０月～）。

④経営改善計画策定支援（補正予算対応）

○認定経営革新等支援機関が実施する中小企業・小規模事業
者が経営改善計画の策定支援に要する費用の２／３を負担
する事業を立ち上げ。補正予算成立後、速やかに事業実施
体制を整備し、公募を開始。

新たな中小企業支援事業の担い手である認定経営革新等支援
機関に対し研修及び支援協力を行うことにより、中小企業・小規
模事業者の経営基盤の安定に寄与

○この他、全国商工会連合会の要請を受け、経営革新等支援
機関の認定を受けた各都道府県商工会連合会の指導員に対
する講習会を実施（２回 ４９人、役立ち度 １００．０％）。



１６

地域支援機関等の連携強化や支援機能の向上のための支援

○機構本部がプログラムや教材等を開発し、巡回対応相談員
に対して、着任講習会、レベルアップ講習会を各地域で実施。

①中小企業支援ネットワークへの支援

（７）地域支援機関等の連携強化（７）地域支援機関等の連携強化

②巡回対応相談員に対して講習会を実施

○中小企業支援ネットワーク強化事業で配置された巡回対応相
談員や支援機関指導員等に対して、情報提供を行うとともに、
巡回対応相談員からの相談に対して助言や支援ノウハウを
提供。

【アウトプット】
・中小企業支援ネットワーク強化事業で配置された巡回対応
相談員等に対する支援件数 ２，０２５件

【アウトプット】
・受講者数 ５９３人
・講習会回数 ２４回
（着任講習会 １０回、レベルアップ講習会 １４回）

【直接アウトカム】
・受講者の役立ち度 ９８．１％ ［中期計画目標 ９０％以上］

（８）事業承継課題への円滑な対応（８）事業承継課題への円滑な対応

①商工団体、金融機関等を支援

③ 事業引継ぎ支援センターに対する支援

○全国４７都道府県に設置された事業引継ぎ相談窓口に対し、専
門家による助言、情報交換会の開催、セミナー等の協力を実施。
（情報交換会２回 参加者数７２人）

②成功事例や支援ノウハウを広く普及

○機構本部・地域本部に事業承継コーディネーターを３７人配置し、
商工団体、金融機関等に対して、支援事例や専門家等に関す
る情報提供、助言等を実施。

○各地域本部において、支援機関で構成する事業承継支援会議
を開催（３４回）。

○各地域本部において、事業承継支援者（支援機関、士業団体、
金融機関等職員）を対象とする研修を実施（１６８回、受講者５，
９５３人）。

○各地域本部において、事業承継の専門家を育成するために実
務家を対象とした研修を実施（１６回、受講者数 １，１５６人）。

○中小企業経営者、支援担当者、専門家等を対象とした事業承
継フォーラムを開催（参加者数 ４７６人）。

○中小企業大学校において中小企業の後継者を育成する経営後
継者研修を実施（再掲） 。

【アウトプット】
・商工団体、金融機関等に対する相談対応件数 ２，３７５件

○巡回対応相談員より先進的支援事例を収集・分析。支援のポ
イントを取りまとめてＨＰで紹介。



（９）高度化事業（９）高度化事業

全ての利用者が当初抱えていた経営課題を解決

【アウトプット】
・貸付決定額 ４６．９億円、貸付決定先数 １６先
・交付額 ５３．４億円、交付先数 １９先
※このほか、震災復興事業として「被災中小企業施設・設備支援事業」で

４９９．３億円の貸付決定・資金交付。

・新規案件の初期段階における現地支援等件数 ６６２件
年度計画目標の１．７倍 ［年度計画目標 ４００件以上］

・貸付先に対する経営支援先数 １０６先、支援日数 ５２４日
・正常償還先及び条件変更先に対するフォローアップ先数
２２３先
年度計画目標の１．７倍 ［年度計画目標 １３０先以上］

【直接アウトカム】
・貸付後３年経過後の貸付先（組合）の事業実施目標の達成度
１００．０％ ［中期計画目標 ８０％以上］
※２０年度貸付先（貸付後３年経過後の事業実施目標の達成割合）

・貸付後３年経過後の貸付先組合員の事業実施目標の達成度
９３．１％

（１０）中心市街地・商店街の活性化支援（１０）中心市街地・商店街の活性化支援

①中心市街地の活性化に取り組む地域に対して支援を実施

【アウトプット】
・中心市街地活性化協議会等への助言等地域数 １７２地域
［年度計画目標 １６０地域以上］
※施策の紹介、先進事例の紹介、計画づくりに対する助言等

・中心市街地商業活性化診断・サポート支援地域数 １５１地域
※セミナー等に対する講師派遣、事業計画に対する調査・分析等

②商店街等が抱える経営課題及び組織運営課題への取組みを支援
○高度化事業のニーズを把握し、事業構想段階からの機構の関
与と都道府県への働きかけなどにより、案件組成を促進。

【アウトプット】
［中心市街地商業活性化アドバイザー（協議会）派遣事業］
・支援先数 ４４地域、支援日数 ７７３日
［中心市街地商業活性化アドバイザー（商店街）、商業活性化ア
ドバイザー ］
・支援先数 ２１９先、支援日数 ６８１．５日
【直接アウトカム】
・利用者（協議会）の役立ち度 ９９．４％
・利用者（商店街）の役立ち度 １００．０％
［中期計画目標 ９０％以上］

１７

○正常償還先に対して、決算書等の経営情報の整理・分析を行
うとともに、外部専門家による巡回調査等により利用者の経営
状況を把握。経営支援が必要な先に対しては、アドバイザー派
遣、診断等の経営支援を実施。

○償還猶予先に対して、アドバイザー派遣、診断等により経営改
善計画の策定や実行支援を実施。

○電力需給対策を支援するため「電力需給貸付」制度について
ニーズ調査を実施。要望のあった２６先へ制度説明を実施。

○条件変更や債権保全の見直し等について都道府県に周知。

２２年度戦略補助金の活用により集客交流
センターとして再整備された「笑い庵」の更な
る機能強化を図るため、フロア活用・笑い通
りエリアの活性化策などについて検討。機構
は、プロジェクト型サポート事業により専門家
などを活用して、エリアの動向を踏まえた地
元食材による農家レストランの新設や笑い
通り商店街との連携などの活性化施策につ
いて助言。支援先の米子中活協からは、今
後の取組み課題が具体的になり、事業推進
の参考になったとの評価があった。

［事例］中心市街地商業活性化支援の例（米子市）

「笑い通り商店街」（米子市）



１８

①中小企業のものづくり・連携支援

○地域本部にものづくり支援チーフアドバイザー等を配置し、中
小ものづくり高度化法に基づく認定申請、戦略的基盤技術高
度化支援事業の提案申請に係る計画書のブラッシュアップ、
採択後の研究開発の推進及び事業化に向けた助言・情報提
供まで一貫した支援を実施。

【アウトプット】
・サポイン事業に係る支援件数 １，８９６件
・フォーラム・ビジネスマッチング開催回数 ２５回

（１１）政策課題への対応（１１）政策課題への対応

②環境・省エネ等の経営課題に対する経営支援等

【アウトプット】
・情報提供・経営支援等件数 ６７４件

○廃棄物処理法、労働安全衛生法、省エネ法、化学物質管理
規則、環境管理・監査制度（ＩＳＯ）等中小企業が直面する環
境関連の法律・制度に関する情報提供、経営支援等を実施。

中部本部が中部経済産業局、県支援セ
ンター等と連携しながら、金型、鋳造、切
削などのものづくり中小企業に対して、
川下産業とのマッチングや技術提携に
向けた「中部ものづくり基盤技術展」を開
催（８２社出展）。出展企業は中部地域
のほかに東京都大田区、東大阪市、東
北、北陸、中国、四国の各地域のものづ
くり中小企業も出展（商談件数１９３件）。

○各地域本部が経済産業局等と連携しながら、ものづくり中小
企業が取り組む研究開発の成果普及や事業化の促進を支
援する目的でフォーラムや川下産業等とのビジネスマッチン
グ等を主催（２５回開催）。

［開催事例：中部ものづくり基盤技術展］

（１２） Ｊ－Ｎｅｔ２１による施策情報の提供（１２） Ｊ－Ｎｅｔ２１による施策情報の提供

【アウトプット】
・支援情報掲載数 ２２，９４５件
・メールマガジン配信数 ８６，７０９件／回（毎週配信）
※e－中小企業ネットマガジン、J-Net２１新着情報の合計

【アウトカム】
・アクセス件数 ５，５３９万件 ［中期計画目標 第２期中期計画最終
年度（２５年度）に年間２，５００万件以上］

施策情報の収集、発信

○毎日、中小企業支援機関等のサイ
トから支援情報を収集し更新（年間
２２，９４５件掲載、１日平均６０件）。

○海外展開支援等重点施策やニーズ
の高い施策等をわかりやすく紹介し
たコンテンツを作成・更新。

○中小企業総合展等終了後Ｊ－Ｎｅｔ
２１上で出展商品等の紹介を継続。
その他、にぎわい広場等中小企業
者に対し販路開拓の場を提供。

（１３）経営相談への対応 （窓口相談等）（１３）経営相談への対応 （窓口相談等）

【アウトプット】
・相談対応件数 １２，２９０件※このほか震災に係る経営相談を実施２，９６９件

【直接アウトカム】
・利用者の役立ち度 ９９．６％ ［中期計画目標 ９０％以上］

中小企業の経営相談に適切に対応

○中小企業が円滑に事業活動を推進し、経営上で直面する様々な課
題に適切に対応できるよう窓口相談を実施。

○関係機関との連携によりセミナー等の開催に合わせ出張相談を実施。



①再生支援協議会（４７協議会）の支援を通じた事業再生支援

機構内に中小企業再生支援全国本部を設置し、各都道府県
の再生支援協議会における中小企業再生支援活動を支援。

（１）中小企業の再生支援（１）中小企業の再生支援

１９

・中小企業再生支援全国本部の体制強化
専門家 ２４年度当初 １８人→２４年度末 ２４人

【アウトプット】
・再生支援協議会への助言件数 ５，５６４件
・再生支援協議会との協働支援件数 １４１案件（３４協議会）
・再生支援協議会への再生支援専門家の派遣６案件４１７人日

○再生支援協議会プロジェクトマネージャー、サブマネージャー
等に対し私的整理における再生支援協議会支援業務の流れ
等について事例に基づいた実践的な研修等を実施。

【アウトプット】
・研修受講者数 ２０９人、研修回数 ３回
【直接アウトカム】
・受講者の役立ち度 １００．０％ ［中期計画目標 ９０％以上］

①－１ 再生支援協議会への支援・助言

①－２ 再生支援協議会の専門家等に対する研修等

○事業デューデリジェンスや再生計画作成支援を担当する経営
コンサルタント、中小企業診断士、金融機関担当者を対象とし
た事業デューデリジェンスセミナーなどのセミナーを開催（３回、
１，２４０人）。

３．経営環境の変化への対応の円滑化

平成２５年３月末の中小企業金融円滑化法の期限切れを踏ま
え、中小企業・小規模事業者の事業再生や経営改善等に対す
る支援の実効性を高めるため、国、金融機関、中小企業再生
支援協議会、地域経済活性化支援機構、機構等が機能及び連
携の強化を図り対応を実施。

○「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の
経営支援のための政策パッケージ」（平成２４年４月）の着実
な実施を図るため、各協議会が行う中小企業・小規模企業の
再生計画策定支援を強力に支援。

○金融機関からの出向により、専門家を拡充するなど中小企
業再生支援全国本部の支援体制を強化。

○全再生支援協議会の統括責任者が一堂に会する実務者会
合を開催（２回）。 ○中小企業再生支援全国本部及び再生支援協議会に「経営改

善支援センター」を新設（３月８日）し、経営改善計画策定支援
（補正予算対応）を実施（Ｐ１５参照）。

○全再生支援協議会の活動実績等を集計・分析するとともに、再
生支援協議会利用企業・金融機関・外部専門家からの外部評
価を実施。アンケート集計結果を実務者会合や再生支援協議
会プロジェクトマネージャー研修にてフィードバック。

①－３ 中小企業・小規模事業者経営改善支援対策本部

中小企業・小規模事業者の経営改善に関する支援体制の強
化を図るとともに、年度末及び年度明け以降の資金繰り支援を
万全なものとしていくため、経済産業大臣を本部長とする「中小
企業・小規模事業者経営改善支援対策本部」を設置し、「経営
改善支援対策」を決定（平成２５年３月６日）。機構は以下の取
り組みを実施。

○中小企業再生支援全国本部及び再生支援協議会の専門家の
増強に着手（補正予算対応、２５年４月～）。

○地域本部等（全国１０ヶ所）に「経営改善・資金繰り相談窓口」
を設置（３月８日）し、対応（相談件数 ６０２件）。



②再生ファンドの組成により中小企業の再生を促進

２０

・中小企業再生ファンドの組成促進 ［中期計画目標］
【アウトプット】
・出資契約数 １０ファンド（累積出資契約数 ３３ファンド）
・出資契約額 １３６億円 （累積出資契約額 ４７５億円）
・ファンド総額 ２７５億円 （累積ファンド総額１，０７７億円）
【直接アウトカム】

・投資先企業数 ２９社 （累計 ２１０社）

【中間アウトカム（参考指標）】
・再生終了企業数 ２５社 （累計 １３６社）
・再生終了企業の雇用者数 １，２６１人 （累計 ７，３９０人）

○特に、組成実績のない地域を中心に、地域金融機関やファン
ド運営会社に対して、先進事例紹介や制度説明を実施。

※ニーズ把握のための地域金融機関や財務局等への訪問回数
地域金融機関８８回、財務局３回、経済産業局２回、都道府県庁
６回、再生支援協議会１４回

○岡山県内の金融機関、信用保証協会と連携した「おかやま企
業再生ファンド」など、平成１５年の制度創設来最多となる１０
ファンド、総額２７５億円の中小企業再生ファンドを組成。

○これまで１３６社が再生を果たし、７，３９０人の雇用の確保に
貢献。

③事業再構築円滑化等債務保証を実施

【アウトプット】［事業再構築円滑化等債務保証］
・保証先数 ４社、保証件数 ２２件、保証額 ３,３００百万円
・審査期間１００日以内に諾否決定した案件の割合 １００．０％

［中期計画目標 ８０％以上］

○金融機関等を訪問し保証制度の説明等を実施するなど積極
的な制度普及を実施。

中小企業金融円滑化法の期限切れを踏まえ、地域金融機関や
再生支援協議会と連携し、出資や債権買取りの機能を有する中
小企業再生ファンドの組成を通じて、事業再生に取り組む中小企
業・小規模事業者を支援

中小企業再生ファンド組成実績（産業復興機構を除く）

［中小企業再生ファンドの投資事例］
国産ジーンズのパイオニアである老舗メーカーは、ピークの９０年代前半に
は売上高が１８０億円を超える業容を誇っていたが、２０００年頃から、小規
模メーカーが多品種少量生産で手掛ける数万円の高価格商品が人気を集
める一方、千円以下の激安ジーンズもブームとなるなど市場環境が激変する
なか、過去の成功体験に基づくメーカー主導型の事業から脱却できず環境
変化への対応が遅れ、経営難に陥っていた。国内有数の繊維産地を代表す
るメーカーが経営破綻し法的整理に追い込まれれば取引先をはじめとした地
域への影響が大きいことから、「おかやま企業再生ファンド」が支援を決定。
ファンドが金融機関から債権の一部を買い取ることで借入金を大幅に圧縮す
るとともに、管理部門への人材派遣や事業再構築に係る資金をメイン銀行と
協調し支援、同社は経営陣を刷新し事業再建を開始。



［中小企業倒産防止共済］
・貸付件数 １,７１６件、貸付額 １４０億円
・審査期間１０営業日以内の割合 ９２．９％
［中期計画目標 ８０％以上］

・平均審査期間 ７．４営業日

（２）中小企業倒産防止共済・小規模企業共済（２）中小企業倒産防止共済・小規模企業共済

①制度普及と加入促進の取組み

③平均審査期間を短縮（中小企業倒産防止共済）

○金融機関、委託団体、地方公共団体の幹部に対して制度普
及等の連携協力を直接働きかけ（役員の訪問件数 １４２件）。

○特に、中小企業倒産防止共済については中小企業金融円滑
化法の期限切れを見据え、金融機関等に対し、制度の有効
性を積極的にＰＲし、金融機関の支援メニューに組込むよう働
きかけ。

○委託団体への制度説明、広報活動を積極的に行うと共に、
「加入促進運動」を展開。

⑤契約者サービスを向上

［中小企業倒産防止共済］
・加入件数 ３９，９７８件 ［年度計画目標 １６，０００件］
２３年度加入件数 ３３，７２８件、在籍者数 ３３．４万社

［小規模企業共済］
・加入件数 ９９，４９３件 ［年度計画目標 ７０，８００件］
２３年度加入件数 １０３，３８８件、在籍者数 １２１．７万人

［小規模企業共済］
・共済金支給件数 ７８，７１７件、共済金支給額 ６，０３０億円

④小規模企業者の生活安定や事業再建に寄与（小規模企業共済）

２１

○電話応答・ＦＡＸ・メール・文書での相談対応を行うコンタクトセン
ターにおいて、共済加入者等関係管理システムを活用し、顧客
ニーズの蓄積、分析。相談応答マニュアル（トークスクリプト）を追加
作成するとともに、オペレータ向けＦＡＱ（２８件／計９８件）を追加、
更新。ＦＡＱの一部は契約者向けホームページで公開。

○ホームページを通じての契約者等からの電子メールによる問合せ
に対応（１６，７８６件／年、昨年度比２．３倍）。

【２４年度加入促進運動】
○全国加入促進強調月間運動（１０～１１月）
○確定申告期運動（２～３月）
※青色申告会で加入促進活動を実施（１１７先 延べ１５９回）

○地方公共団体等と連携した特定地域での加入促進運動
※中小企業倒産防止共済 ：１県、３市
※小規模企業共済：２県、３市

○代理店や委託団体別加入促進運動を実施

金融機関別加入状況

（中小企業倒産防止共済）

○制度の安定的運用に必要となる加入件数を確保。

○小規模企業共済制度では、共同経営者（２２年度法改正で加入
資格を追加）の加入実績が、前年度比で約４０％減少し、制度改
正効果が一巡している影響が見られるものの、加入促進活動に
より、加入実績全体ではほぼ前年度同水準の実績を確保。

【金融機関の加入促進活動の例】

○関東地方の地銀において、
顧客に対するコンサルティン
グ機能強化の一環として、中
小企業倒産防止共済制度を
活用。加入実績は前年度の
１０倍

○中国地方の地銀では中小企
業金融円滑化法期限到来を
見据え、全国加入促進強調
月間運動にあわせて全店を
挙げて集中的に加入促進を
実施。加入実績は前年度の
１２倍



２２

引き続き、東日本大震災による被災地域・中小企業等の復旧・復
興支援に注力

【アウトプット】
・完成案件数 ２５７案件（累計完成案件数 ５７５案件）
・完成区画数 １，４７１区画（累計完成区画数 ３，２６０区画）
・完成面積 ８３，３３４㎡ （累計完成面積 ２０９，４２２㎡）
※累計完成面積は東京ドームグラウンド換算で16個超に相当

・市町村数(累計） ５０市町村
【アウトカム】
・入居事業者数 ２，７８４事業者
・仮設施設での従業者数 １１，７６９人（２３年度末６，８７９人）

（３）災害等への機動的な対応（３）災害等への機動的な対応

①被災中小企業者等の事業再開のための基盤を整備

被災した地域等において、早期の事業活動再開を希望する複数
の中小企業者等が入居する仮設施設を整備する事業を実施。

○事業者、土地所有者、関係各機関等と調整を行い、迅速に施
設整備。被災地域での早期事業再開の場を確保し、復旧・復
興への足がかりを提供。約１万２千人の就業の場を確保し、被
災地域の復興に寄与。

【アウトカム】
・市町村・支援機関役立ち度 １００．０％（６１機関）
・仮設施設入居者役立ち度 ９８．９％（６３０事業者）

○仮設施設を整備した全市町村（５０市町村）及び支援機関（合
計６１機関）に対し、ヒアリング調査を実施。

仮設施設整備事業の効果として８４％が「被災事業者の廃業を免れた」との
回答があったほか、「避難住民の利便性の向上、交流の場の確保に貢献し
た」（６１％）「被災者の雇用が確保された」（５９％）「主要産業の復興に貢献し
た」（５６％）などの回答があった。
【主な意見】
・仮設施設は「全町民の心のよりどころ」となっていることを強く言いたい。
・事業者にとって本設移行までの猶予期間が確保できたことは本当にありがた
かった。

・生活に直結する支援を優先せざるを得ず、「やれ」といわれてもできない状況
の中、機構の人的支援により整備の段取りを含め迅速な対応ができたことは
大変感謝している。

・他の支援者が設置した施設が強風で横転し、けが人がでた。機構の基礎工
事の大切さを痛感した。

・仮設施設からの自立支援についても機構の支援をお願いしたい。

○仮設施設入居事業者に対し訪問ヒアリング調査を実施（回答６
３０事業者）。

仮設施設整備事業の効果として６７％が「土地・建物両面での支援を受ける
ことができた」ことを評価。特に福島県の工場等施設利用者については９１％
が評価しており、避難により土地の確保の課題があったものの、避難元・避難
先の市町村と機構が連携し迅速に措置したことが評価されている（早期に事
業再開できたとする回答も９１％）。その他「無料入居でき（資金面）」「復興計
画の見通しが立たない中、事業再開により本格復興の準備期間を確保でき
た」とする回答がそれぞれ６割程度あった。自由回答には、「事業再開のきっ
かけとなり、生き甲斐ができた」「仮設がなければ廃業・転出していた」等の意
見が多くみられた。

【参考：被災地の状況（調査の際に、被災地での現状をヒアリングしたもの）】
飲食・小売等については、復興需要等により一部で震災前よりよいとの回答

がある一方、復興需要の一巡と集積が十分でないため悪化しているとの回答
もあり、復興計画の見通しがつかないため、今後の本格的な事業再開に不安
をもっているとの回答があった。
また製造・水産加工等については、復興計画の遅れにより設備投資の予定

が立たない、新たな顧客の開拓が重要などの回答があった。
仮設施設整備の進捗状況

【事例】被災地域のニーズを踏まえた仮設施設の整備
福島県において、除染等の復旧事業に携わる作業員の宿舎が不足
しているという地元のニーズを踏まえ、被災し避難を余儀なくされた宿
泊事業者の事業再開を後押しするため、仮設の宿泊施設を整備（南
相馬市１００室、川内村４８室）。

仮設宿泊施設（南相馬市）



２３

②震災復興支援アドバイザー派遣事業

被災地域の地方公共団体・支援機関や被災中小企業に対して震
災復興支援アドバイザーを派遣し、地域経済の再生、まちづくりに
向けた再建計画の策定や中小企業の事業再建等の支援を実施。

○地方公共団体・支援機関等に対しては、支援機関が実施する
経営相談会等への派遣、福島県における放射線計測、復興計
画の策定支援、高度化スキームを活用した特定地域中小企業
特別資金による融資への助言等を実施。

○被災中小企業に対しては、事業再開に向けた経営全般・経営
計画策定に対する助言、仮設施設入居者への支援、グループ
補助金活用等資金調達の検討に対する助言等を実施。

※仮設施設入居事業者に対する支援
（派遣先数 ２５先、派遣人日数 １４２．５人日）
中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の申請を検討している事
業者に対する支援（派遣先数５９先、派遣人日数２１２．５人日）

○日本弁護士連合会、日本公認会計士協会と連携し弁護士・公
認会計士を派遣（相談件数１１５件）

【アウトプット】
・経営相談件数（出張相談を含む） ２，９６９件
・アドバイザー派遣支援先数 ２４０先

（中小企業１８０先、地方公共団体等６０先）

・アドバイザー派遣回数 ２，９８９回
・アドバイザー派遣人日数 ２，７７４．０人日
【アウトカム】
・役立ち度(アドバイザー派遣） ９７．３％

○中小企業大学校仙台校において、中小企業者及び支援担当
者を対象とした震災復興支援セミナーを実施。

○中小企業大学校各校において、中小企業者を対象とした事業
継続計画（ＢＣＰ）セミナー・研修を実施。

④復興支援セミナー等の開催

【アウトプット】
・震災復興支援セミナー

開催数 ２０回、受講者数 ５５３人
・事業継続計画（ＢＣＰ）セミナー・研修

開催数 ６５回、受講者数 ２，０５４人

【復興支援アドバイザー支援事例】

宮城県南部において、衣料品販売を行っていた商業者が被災によ
り、店舗・展示場・倉庫が流失。その後、仮設施設整備事業を活用し
事業を再開したものの、店舗があった場所は、復興計画により防災
緑地となるため、本設に移行する見通しが立たずにいた。また、被災
前から呉服の売上が低迷していたことから、今後の営業戦略・マー
ケティングについても課題があった。

このため、仮設店舗から本設店舗への復興計画策定を支援テーマ
に、複数の専門家を派遣し、本設店舗移設にあたっての事業計画策
定支援、事業計画に基づく補助金等申請支援、数年後を見据えた事
業計画の立案やマーケティング・販売戦略策定支援を実施。補助金
採択等自立に向けた道筋がつきつつある。

③地方公共団体等への商業復興支援

○被災地での中心市街地、まちづくり等に係る助言を実施

○地方公共団体や国土交通省等から要請のあった大船渡市、陸
前高田市、南三陸町、気仙沼市、女川町に対し、職員及びアド
バイザーが現地ヒアリング等を行い、現状把握、課題の抽出、
復興構想・計画に対する助言等を実施（１６回）。



２４

●被災中小企業者及び県負担割合を大幅に軽減するなど災害
復旧貸付(高度化）に係る要件緩和を継続
貸付決定 ２先（７件） ４．９億円

⑦復興支援のための高度化事業の活用

⑥特定地域中小企業特別資金事業

⑤被災中小企業施設・設備整備支援事業

○福島県が原発事故により甚大な影響を被る中小企業等に対し
て、福島県内の移転先や避難指示解除区域での事業継続・再
開に必要な事業資金を貸し付ける制度。

○機構は福島県に対して必要な資金を貸付け。

○震災復興支援アドバイザーによる支援を実施。

○被災県（青森県、岩手県、宮城県、福島県、千葉県）が①復興
事業計画の認定を受けた中小企業グループ、②機構が整備す
る仮設施設入居者、商工会・商工会議所に対して、③施設・設
備の整備に必要な資金を貸し付ける制度。

○機構は被災県に対して必要な資金を貸付け。

○被災県及び財団が実施する貸付審査への助言協力を実施。

【アウトカム】
・貸付対象者への貸付決定先数 １５８先（累計７１７先）
・貸付決定額 １９．１億円(累計１２２億円）

【アウトプット】
・貸付先数 ５県、貸付額 ４９９．３億円 (累計９７８．６億円）
【アウトカム】
・貸付対象者への貸付決定先数 １８１先(累計２５５先）
・貸付決定額 １２４．８億円（累計２００．１億円）

東日本大震災で被害を受けた中小企業等の二重債務問題に
対応するため、債権買取等により支援を行う「産業復興機構」
への出資を実施。

⑧「産業復興機構」（再生ファンド）への出資

上記ファンドのＧＰ（運営会社）に対する事務経費の一部を助成

⑨「産業復興機構」（再生ファンド）の運営者に対する事務経費の助成

【アウトプット】
・出資（支出）額 ３６億円
（機構出資契約済額 ２９６億円）

【アウトカム】
・債権買取先数 ７４先 （累計 ７６先）
・債権買取額 ５６億円（累計 ６１億円）

○投資委員会へオブザーバー参加や事前検討会への参加（４９
回）、その他運営者との随時面談等を通じ、運営状況を適時・
的確に把握。

【アウトカム】
・助成件数１０件、助成金額 ６７百万円

○機構に基金を造成（１８４億円）し、再生支援協議会（産業復興
相談センター）による再生計画策定等の支援を受けた被災中
小企業者等に対し、再生計画策定等に要する期間の旧債務に
係る利子相当分を助成。

⑩利子補給（再生支援）を行う基金を運営

【アウトカム】
・利子補給件数１０７件 利子補給額 ６．２億円



２５

○東日本大震災により被災した中小企業や風評被害を受けた中
小企業等を支援するため、海外バイヤー等が訪れる国内展示
会や商談会への出展を支援。

⑬被災地域の中小企業等への海外販路開拓支援を実施

【アウトプット】
・国内展示会（商談会を含む） １４展示会
・出展企業数 ４４８社

⑫震災復興支援イベントを新たに実施

【アウトプット】
・東北フェスタinＨＩＢＩＹＡ 参加企業 ２５社

○被災地域の中小企業の商品の展示即売会・商談会を行うイ
ベントを実施。開催にあたっては、外国大使館の協力を得て
実施。

【アウトプット】
・Webによるマッチングサイトへの出展支援 ５６社（２サイト）

⑭被災地域の中小企業支援のため特別枠の設置

●機構が主催する中小企業総合展（東京会場・大阪会場）や他
機関主催イベントにおいて、被災地域の中小企業の販路開拓
を支援（出展料無料）。

【アウトプット】
・中小企業総合展（大阪会場） ９社
・中小企業総合展（東京会場） ４１社
・他機関主催イベント １９社

⑬－１ 国内で開催される国際展示会（商談会）への出展支援

⑬－２ Webマッチングサイトへの出展支援

○産業用地等の情報提供
専門員を配置し、被災県への投資がある企業訪問を行うほか
（２３０件）、設備投資意向のある企業等情報を地方公共団体
に提供（３件）。また、被災県における産業用地、工場跡地又
は空き工場等、被災地での企業立地の円滑化を図るための
横断的な検索Ｗｅｂを整備（閲覧実績 ４，６７６件）。

⑮産業用地等の情報提供

【アウトプット】
・被災県への投資可能性のある企業等訪問件数 ２３０件

○機構に基金を造成（１００億円）し、日本政策金融公庫等の「東
日本大震災復興特別貸付」等により借入を行う中小企業者の
うち、一定の要件を満たす者を対象として、県の財団法人等を
経由して利子補給を実施。

⑪利子補給を行う基金を運営

【アウトカム】
・利子補給件数 ３，４０７件 利子補給額 ４．３億円

○災害時貸付けを適用するとともに、貸付限度額を２千万円に引
上げ。直接被害については、貸付利率を無利子とするなど貸
付条件を緩和（２６年３月まで延長）。

（無利子貸付９２件：６３５百万円、有利子貸付１件：５百万円）

○一時貸付金の貸付けを受けている契約者について、償還期限
を６か月延長後、さらに６か月延長（８２社）

○震災後に一時貸付金の貸付けを受ける契約者について償還
期限を６か月延長（２３社）

⑯小規模企業共済制度の特別措置

⑰中小企業倒産防止共済制度の特別措置



○地方公共団体等と企業誘致活動の連携協力を図り、優遇措置
の強化等利活用促進に向けた活動を実施。

○また、機構内においても部門や地域本部を超えた企業誘致活動
を展開。

○被災した地方公共団体からの要請に応じて、仮設住宅や仮
設施設整備事業等の用地として、未分譲産業用地の無償
貸与を継続（３団地５１．６ｈａ）。

４．期限の定められている業務

①１００haを超える利活用の実現（５年ぶり）

②期限内業務終了に向けた取組み

③被災した地方公共団体に産業用地を提供（一時貸与）

２６

【アウトプット】
・企業等接触件数 ８，７８１件
［年度計画目標 ７，０００件以上］

【アウトカム】
・利活用面積 １０２．２ha（機構発足後累計 ８１５．５ha）
・完売団地数 １団地（機構発足後累計 ３３団地）

産業用地分譲業務等産業用地分譲業務等

○再生可能エネルギー関連企業やリスク分散を検討する企業へ
の誘致活動を強化した結果、産業用地利活用実績は １０２．２
ｈａ（２３年度比 ２．７倍）。リーマンショック以来５年ぶりとなる１０
０ha超えを達成。なお、太陽光発電施設（４９ｈａ）を除いても、２３
年度比で４１％増を達成。
※「平成２４年（１月～１２月期）工場立地動向調査結果（速報）」によると、太陽光発電
施設等を除く工場立地面積は前年比１１．４％増。

その結果、夕張緑陽団地が完売となり、機構発足後の完売団地
数は累計３３団地。

［事例］
○北海道及び北海道経済産業局と連携し夕張地域産業振興プロ

グラムを展開し企業誘致活動を実施。関東地方の医療・健康・
生活関連商品の輸入・販売会社が、「夕張ブランド」として北海
道発の湯たんぽの製造拠点を設置することを計画。夕張緑陽
団地への立地が実現（１．３ｈａ）。

○四国地方の食品製造業者が北海道に原材料調達のための拠
点設置を検討。四国本部と北海道本部が連携して専門家派遣
により進出計画策定支援等を実施。併せて北海道の産業用地
の情報提供を行うなど総合的にサポートした結果、釧路白糠団
地への立地が実現（１．９ｈａ）。

○平成２６年３月の業務終了に向け、未分譲産業用地の対応
について、基本方針に基づき、企業誘致活動を一層強化する
とともに、団地所在地方公共団体へ状況及び方針を説明。
（平成２５年３月末 未分譲産業用地 ３２団地４７２ｈａ）

○田川工業用水道については、福岡県への移管に向けて必要
となる施設更新工事等を実施するとともに、移管の前提とな
る水利組合及び関係市町村との覚書等の変更を実施。



Ⅱ．業務運営の効率化

２７



２８

一般管理費
（管理部門の

人件費・管理費）
平均▲４．９％

人件費

運営費交付金
（事業費） 平均▲７．２％

２４年度実績

（１）業務の効率化等（１）業務の効率化等

■一般管理費（退職手当を除く）の削減
・平均 ４．９％の削減 ※２０年度比 １９．５％の削減
【中期計画目標 毎年度平均で前年度比 ３％以上削減】

○部署単位での予算執行管理を徹底し、管理費の削減を推進
※管理費の執行状況、特に水道光熱費を会議等で周知することにより、管理費削減

に向けての意識を醸成（水道光熱費、深夜タクシー代、消耗品費等）
○給与特例法に基づく役職員給与の削減
○加入団体等の見直しによる会費負担の縮減
○宿舎制度等の見直しを行い、管理費を低減

（法定外福利費 ２３年度比▲１９．８％、２０年度比▲５９．４％）
○虎ノ門事務所の賃料改定

２０年度 ２４年度

■人件費の削減・給与水準の適正化
・１７年度比 ２５．０％の削減
［中期計画目標／１８年度から２２年度まで５％以上削減、さらに２３年度まで継続］

○新規採用の抑制、俸給表の改定（昇給額の抑制）、現給保障の廃止、地域手当の適
用率の据置の延長、広域異動手当導入の見送り、エリア限定職制度・任期付職員
制度の継続、給与特例法を受けた給与削減などにより人件費を削減

○ラスパイレス指数 １１２．６ （地域・学歴勘案 １０３．９）
※ラスパイレス指数の推移：１６年度 １３１．５ 、２０年度 １２５．３ 、２１年度 １２１．２、

２２年度１１２．５、２３年度１１３．９

■運営費交付金（退職手当を除く）の削減
・平均 ７．２％の削減 ※２３年度比５．４％の削減
［中期計画目標／新規追加部分を除き、毎年度平均で前年度比 １％以上削減］

１７年度比 ▲２５．０％

①いずれも目標を大幅に上回り業務の効率化を達成

目標 平均▲３％以上

目標 抑制に努める
（参考） ▲６％以上(18年度～23年度）

目標 平均▲１％以上

※常勤職員数（任期付職員等を含む） ２１年度期初 ８８０人→ ２４年度末 ７５９人（２３年度末 ７６８人）



２９

○「随意契約見直し計画」（２２年４月）に基づき、随意契約によること
が真にやむを得ないもの以外の契約については、原則として全て
一般競争入札等へ移行する取組みを推進した結果、２４年度に真
にやむを得ない随意契約を除くその他の随意契約の全廃を達成
（２３年度 ２件、４．５億円）。

○政府調達及び一定要件の契約事案については、「入札・契約手続
委員会」にて審議し、契約の透明性・競争性・公正性を確保（１１回
開催）。

○外部有識者（公認会計士、弁護士、学識経験者）及び監事を委員
とする「契約監視委員会」では、２３年度第４四半期及び２４年度
上期までの契約のうち１者応札案件を中心に点検を受け、改善提
案を受けた。

○仮設施設整備事業の震災関連工事契約については、業者選定方
法及び入札状況を説明し、そのあり方について妥当なものとの評
価を得た。

○２４年度の一般競争等（企画競争、事前確認公募を含む）に占め
る一者応札件数は、事前確認型公募による一者応札が１７件（１１．
４億円）と前年度より５件（８．８億円）増加したことなどもあったが、
件数は８４件（２件減少）、金額は４．６億円の増。

・件数ベース 前年度比▲３５件（前年度比▲１２．９％）

・金額ベース 前年度比▲５７．９億円（前年度比▲３３．１％）
※震災対策事業の状況

１９７件、１０６．９億円
うち緊急的に随意契約を実施したもの（主に仮設施設整備事業）
１５８件、 ９５．６億円

【震災関連の契約を除く契約中の随意契約の実績】
・件数ベース 前年度に比べ▲４件（前年度比▲４．９％）

・金額ベース 前年度に比べ▲７．１億円（前年度比▲２４．９％）

②契約の適正化を推進

②－１ 随意契約見直し計画の進捗

随意契約によることが真にやむを得ない随意契約を除いた随
意契約について、２４年度において０件を達成

（２）現場重視の組織運営（２）現場重視の組織運営

①新たな政策課題や緊急の課題等に適切に対応

①－３ 緊急経済対策等新政策への対応

○中小企業経営力支援強化法の施行により、新たな中小企業支
援事業の担い手である認定経営革新等支援機関に対する研
修及び協力業務を実施。研修実施にあたってのカリキュラム作
成や相談受付体制の整備等、迅速に対応。

○認定経営革新等支援機関が実施する中小企業・小規模事業
者の経営改善計画の支援に要する経費を助成する事業の立
上げや新たに起業・創業しようとする者等への補助金交付事
業などについて、補正予算成立後（２５年２月）直ちに部門横断
的なチームを編成し対応。

○年度末の経営改善・資金繰り等を支援するため、国の方針決
定後直ちに全国１０カ所において「経営改善・資金繰り相談窓
口」を設置し、相談に対応。

①－１ 海外展開支援の拡充

○中小企業の海外展開に対するニーズの増大を踏まえて、海外
展開に関する支援策を拡充するとともに、職員、専門家の拡充
により実施体制を整備。
海外事業可能性調査 （Ｆ／Ｓ）事業の円滑な推進を図るため、
機構横断的な支援チームを編成し対応（兼務者８３人）。

①－２ 金融円滑化法期限切れへの対応

○中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえ公表された「政策
パッケージ」の着実な実施を図るため、金融機関からの専門家
を拡充するなど、中小企業再生支援全国本部の体制を強化（２
４年度当初 １８人→２４人）。 さらに、補正予算を受け中小企
業再生支援全国本部及び全国の中小企業再生支援協議会の
機能強化に着手。

①－４ 東日本大震災への対応（仮設施設整備事業）

○引き続き市町村毎の部門横断的な担当チームを編成し、迅速
な支援を実施



○地域から成長企業を発出
【九州本部】

２１年７月、福岡県産業・科学技術振興財団、九州ニュービジネス協議
会、福岡証券取引所と連携し、株式公開を目指す九州・沖縄・山口の企
業を支援するためのサポート組織「九州ＩＰＯ挑戦隊」を設置。

入会企業は第１期１０社（２１年７月）、第２期６社（２２年２月）、第３期５
社（２２年９月）、第４期４社（２３年４月）、第５期３社（２４年５月）の計２８
社。

各機関が連携して専門家派遣、資金調達支援、販路開拓支援等、株式
公開準備に向けた支援を実施。

九州本部は入会企業２８社に対して定期的に訪問し支援を実施。これ
まで１７社に対して専門家継続派遣等により企業の課題解決に向けた
支援を実施。この結果、２４年度に２社の上場が実現。

・五洋食品産業（株）（第２期生、５月）

・（株）エストラスト（第１期生、１１月）

３０

【四国本部】
２１年度に一次生産者、中小企業者、地域活動家の三者による学習・交
流をゼミ形式で行い、新商品開発、コンソーシアム形成、販路拡大等地
域特性を活かした農林水産業と地域資源の振興モデルづくりに着手（四
国サイコーダイガク）。

２４年度においては、「地域人財育成プロジェクト」として地域ビジネスの
起業、事業化を目指す中小企業者等を対象に支援を実施。

○講義：ワークショップ形式による講義を７回開催など。
○実地研修：２回実施。課題を抱える地域での現地体験・調査を通じた
グループディスカッション等によるプラン作成等を実施。

○個別指導：個々のビジネスプラン作成を専任コーディネーターが指導。
○「開講式」、「中間発表会」、「最終成果発表会」の開催により受講生の
モチベーション向上等を図る。

○地域の創意を結集し地域活性化の機運を醸成

【北陸本部】
越前市の自立型企業の創出を目的に、市及び支援機関と連携し、創業
支援、大都市圏・海外販路の出口支援や新事業創出支援を実施する
｢えちぜんプロジェクト～“元気な産業の森づくり”支援｣を実施。
○越前市まちづくりセンター等と連携した「創業セミナー」の開催
○東京インターナショナルギフトショーでのバイヤーマッチング支援
○機構支援ツールの活用により、新事業創出支援事業の認定に向けた
支援を実施し、農商工連携において、２件の認定を受けた。

○人材支援を契機とした経営支援を推進
【中国本部】

広島校の研修を受講する中小企業及び地域支援機関等からの「人材
育成及びその他経営課題に係る相談」について、「中小企業施策コン
シェルジュ事業」として、職員が対応。

公的機関等の支援施策の情報提供を実施するほか、中小機構の支援
施策へのマッチングを支援（相談件数 １５件）。

②地域ニーズに対応した事業を展開（創意工夫による地域本部独自の取組み）

業務運営の効率化を進めつつ、創意工夫により地域ニーズに対して質の高い支援を展開

③地域本部等へ職員を重点配置（現場重視の人員配置）

・地域本部人員配置率 ５０．２％ ［中期計画目標 ５割以上］



（３）関係機関との連携強化による地域本部独自の
支援体制の構築
（３）関係機関との連携強化による地域本部独自の
支援体制の構築

３１

○関東本部において、２１世紀の日本を支える企業の創出を目的と
した「チャレンジＫＡＮＴＯ２１クラブ」を２１年度から実施。今年度
は「革新を目指す企業戦略」をテーマにセミナーを実施。経営者
自らがセミナーに参加することにより、経営者同士の相互交流を
通じて、新たな企業間連携に向けたマッチングが実現。参加企業
に対して専門家派遣事業による新規支援（１０社）、継続支援（１
４社）を実施。

［業務提携の締結］
・２４年度における新たな業務提携締結機関 ８機関
金融機関等 ４機関（城南信用金庫、尾西信用金庫等）
支援機関等 ２機関（日本貿易振興機構、千葉県弁護士会）
大学 １大学（千葉商科大学）
地方公共団体 1機関（西条市）

・業務提携締結機関（累計） ２３７機関
金融機関等 １６４機関、支援機関等 ４７機関、
大学 １０大学、地方公共団体 １６機関

（４）コーディネート能力等に優れた人材育成と外部人材の有効活用（４）コーディネート能力等に優れた人材育成と外部人材の有効活用

①職員の専門性を向上

○職員の専門性の向上等を図るため、研修を着実に実施

※内部研修：研修テーマ３１テーマ、研修回数４１回、受講者数延べ３３２人
中堅課長代理職員向け「専門家活用能力やプロジェクトコーディネート能力
の向上」に資する研修を新設

※中小企業診断士養成課程２人、省庁や外部研修機関が実施する新政策、
金融・経営、会計・内部監査等専門分野の研修１９人

○内部人材キャリア形成マッチング制度を推進
※高度化事業における「診断・助言」等、中小企業者と接する場に、他部署の
職員の参加を促すことにより、継続的に専門人材を育成・確保。

○支援事例に基づく実践的な研修により職員等の支援能力を向上

※専門家派遣事業担当職員（３回）、新事業創出支援事業担当職員（２回）。

○若手職員による自主的な研修
※若手職員（４８人）が部門横断的な勉強会を立上げ。テーマや講師の選定を
含め若手職員自らが主体的に運営（１１回）

②外部人材を有効活用

○専門性や支援ニーズの高い分野については、適時、外部人材を
拡充し、機構全体としての専門性・多様性を向上。

［職員の専門性］ ※２４年１０月現在
・資格保有者 ３２１人
中小企業診断士１１１人、宅地建物取引主任者７０人、行政書士 １３人、
税理士 ２人、一級建築士３人、技術士 ７人、公認会計士試験合格者１人、
社会保険労務士６人、ファイナンシャルプランナー（ＡＦＰ） １７人、
ファイナンシャルプランナー（ＣＦＰ） ４人、情報処理技術者 ２９人、
１級土木施工管理技士１５人、土地区画整理士１８人、測量士 ４人、
証券外務員１種３人、販売士 ５人、商業施設士 ２人、証券アナリスト６人、
ＣＩＷ認定資格１人、再開発プランナー ４人

・修士以上の学位取得者 ７３人
博士（工学） １人、ＭＢＡ（経営管理学修士）７人、ＭＢＡ以外の修士６５人

・外部人材総数 ２４年度当初 ３，９００人→ ２４年度末 ４，３１１人
（内訳）
海外販路開拓支援アドバイザー ２４年度当初 ３０５人→２４年度末 ３７１人
中小企業再生支援全国本部専門員 ２４年度当初１８人→２４年度末 ２４人

○近畿本部において、大阪府、大阪産業振興機構、東大阪市等と
連携し、特徴ある技術を保有する中小企業と大手企業のマッチ
ングにより新たな市場開拓を目的とした「ものづくりキャラバン展
示会」を実施。具体的には、大手企業との連携促進、効果的な
マッチングを行うため、大手企業１社を対象にした中小企業の展
示・商談会を実施。参加企業はクリエイションコア東大阪入居企
業、近畿本部と連携している支援機関の紹介企業の中から大手
企業１社のニーズ（技術課題等）にマッチした中小企業を事前に
選抜。

○中国本部が、中小企業のタイへの海外展開を支援するため、タ
イ工業省、中国経済産業局、日本貿易振興機構等と連携し、地
域金融機関の協力のもと、タイにおいて、日本からの中小企業１
７社とタイ国企業２７社との商談会を実施（商談件数８０件、タイ
進出決定企業２社、技術提携等３社）。多数のタイ中小企業との
交流が実現。



３２

①事業・業務の継続的な見直しを実施（ＰＤＣＡの着実な実行）

②外部有識者や利用者の意見を聴取し事業運営に反映

○外部有識者からなる評価委員会等を開催し、有識者からの意
見を取り入れた事業の見直し・改善等を実施。
※ファンド出資事業、中小企業大学校、共済事業、三セク出資 等

○支援先企業の経営者と理事長との「お客様懇談会」を開催（９
回開催、９１社出席）。機構事業への評価や期待等について生
の声を聴取し、今後の機構の事業運営に反映。

④事務・事業の見直しの基本方針等への対応

○日本貿易振興機構と、海外展開支援事業の実施にあたり連携
を図ると共に、地方事務所の共用化については、両機関の施
設を有効活用すべく会議室等の相互利用を実施。

○その他、中小企業大学校のあり方、インキュベーション施設の
運営の効率化等について、基本方針に従い着実に実施。

○東日本大震災復興支援への対応として、高度化事業・ファンド
出資事業を有効に活用。

○専門家継続派遣事業、新連携支援事業、ビジネスマッチング
等において、企業の業績、事業化の状況、マッチングの状況等
の事業効果や支援事例を収集し、事業評価と業務改善を実施。

（５）適切な評価を踏まえた業務の改善と新たなニーズへの対応（５）適切な評価を踏まえた業務の改善と新たなニーズへの対応

⑦内部統制機能の強化に向けた取組みを実施

○「業務リスクの洗い出しと対応状況」について、全部門を対象
に調査を実施。措置未了のリスクについては、優先度の高いも
のから順次対処。

○監事監査で把握した改善点等については、監事監査報告とし
て取りまとめ、理事長との意見交換、役員会での説明を経て監
事から理事長に通知。その後、理事長から監事に対して対応
措置を報告（ＰＤＣＡの確立）。

③事業・業務の廃止・効率化等を推進

○中小企業支援ネットワーク強化サポート事業を廃止
○新現役データベースについて、中小企業支援ネットワークサ
ポート強化事業が終了することに伴い、中小企業庁に返還し、
同データベースの管理業務を終了。

⑤受益者負担の見直し

⑥理事長のリーダーシップ

○中小企業や中小企業の顧客である大企業のニーズを直接収
集することを通じ、明らかになった課題を踏まえ今後の事業の
あり方について検討を指示。

ものづくり中小企業を中心とした企業連携の促進
Webと実際の商談会を融合した中小企業の国内外販路開拓支援
中小企業支援策の認知度の向上 など

○機構に対する経済社会からの要請を踏まえつつ、機構の組織
理念、業務内容、組織の基本構造、人材育成等について棚卸
しを行い、あるべき姿を構築するための機構横断的な取組み
を行うよう指示。「棚卸と改革」として希望者を中心にテーマご
とに７つのワーキンググループを設置。全職員アンケートを実
施するなど議論を深めた。
これらの議論を題材に、本部全役職員との対話を開始。

○受益者負担のあり方については、中小企業者等の負担に配慮
しつつ見直しを実施

・中小企業大学校における中小企業診断士養成課程については、
民間の登録養成機関の水準を勘案し段階的に受講料を改定：
２２年度１１５万円→２４年度１７０万円（２５年度１９０万円とする
ことを決定）※都道府県職員等については据置。

・その他展示会出展料については無償だった３展示会について
有償化を図るなどの取組みを実施。



Ⅲ．財務内容の改善
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平成２４年度損益計算書

３４

（金額単位：億円）



平成２４年度貸借対照表

３５

（金額単位：億円）



（２）一般勘定（２）一般勘定

３６

（１）法人全体（１）法人全体

高度化事業の不良債権の着実な削減等

・共済金貸付累計回収率 ８５．３％

・高度化事業不良債権削減額（前年度比） ▲７４億円
うち回収による削減▲４５億円、一般債権化による削減▲４３億円、
償却による削減▲６１億円、新たな不良債権化による増加＋７５億円

・（ファンド）出資金収益 ４７億円
※出資金収益５１億円と出資金損失▲４億円の相殺差額

○２１年８月に策定した繰越欠損金削減計画（２１年度から１３～１５年で
欠損金を解消する計画）に基づき安全かつ効率的な運用を実施。

○運用状況については、資産運用委員会を開催し報告。基本ポートフォ
リオの効率性については、１２月開催の同委員会で検証。

○運用受託機関と四半期ごとにミーティングを行うとともに、２３年度に策
定した評価基準に基づき運用状況等を確認、評価し、モニタリングを
適切に実施。

○運用利回りは４．５６％とプラスを確保。予定利率の１．０％を上回り、
繰越欠損金が２，７１２億円減少。

（３）小規模企業共済勘定（３）小規模企業共済勘定

・繰越欠損金 ４，６２１億円 （２，７１２億円の削減）
（機構発足時９，３６３億円、機構発足から２４年度までの削減
額合計 ４，７４２億円）

・運用利回り ４．５６％

（高度化事業）

○正常償還先に対して、決算書等の経営情報の整理・分析を行うととも
に、外部専門家による巡回調査等により利用者の経営状況を把握。
経営支援が必要な先に対しては、アドバイザー派遣、診断等の経営支
援を実施（再掲）。

○償還猶予先に対して、アドバイザー派遣、診断等により経営改善計画
策定や実行支援を実施（再掲）。

（ファンド出資事業）

○組合員集会、投資委員会（オブザーバー）等への参加、キーマンとの
面談等を通じて投資内容や投資先企業の財務状況の把握を行うなど、
ファンド運営状況に係るモニタリングを徹底。また、ＧＰと連携し、専門
家派遣事業等、機構の支援ツールを活用した投資先企業への支援を
実施。

○共済金貸付回収業務については、延滞発生直後の早期督促、債権保
全調査員の支援体制等の環境整備、債権保全調査員への業績評価
の導入及び定期的なモニタリングの実施、職員及び債権保全調査員
等への研修の実施等、回収向上を図るための各種対策を継続的に実
施。

（４）中小企業倒産防止共済勘定（４）中小企業倒産防止共済勘定

○金融資産については、全勘定においてその使途、保有の必要
性について判断を行い、一般勘定の前中期目標期間繰越積立
金及び産業基盤整備勘定第２種信用基金の基金規模の見直し
等により９１億円を国庫納付。

（５）保有資産の見直し（５）保有資産の見直し

○法人全体で、２，７５６億円の当期総利益を計上

全８勘定中６勘定で当期総利益を計上

・掛金等収入 ５，２９７億円（２３年度比７８億円増）

○共済契約者の平均掛金の増加等による収入増。

・掛金等収入 １，４１１億円（２３年度比６６３億円増）

○在籍件数の増加に伴い収入の増加。


