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経済産業省独立行政法人評価委員会 

第２５回中小企業基盤整備機構分科会議事録 

 

平成２５年６月２８日 

 

○藤野参事官 定刻より多少早いのでが、皆様お揃いですので、これから「第２５回独立

行政法人中小企業基盤整備機構分科会」を開催させていただきます。 

 私は、本日、司会進行をやらせていただきます中小企業庁参事官の藤野でございます。

どうかよろしくお願いいたします。 

 本日、荒牧委員、杉浦委員、渡邊委員、そして加護野分科会長に御出席いただいており

ます。どうもありがとうございます。分科会としての定数を満たしておりますことを御報

告させていただきます。 

 本来ですと、ここで私どもの中小企業庁次長のほうから御挨拶を申し上げるところでご

ざいますが、本日、人事異動がありまして、こちらのほうに参加できないものですから、

本来、中小企業庁次長であった富田が申し上げようと思ったことを、私、かわりに申し上

げさせていただければと思います。 

 評価委員会の委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、御出席いただき、どうもあ

りがとうございます。また、昨年は福島県の団地の無償譲渡の件、中小企業大学校に関す

る中期目標、計画の変更など、書面での御審議に御協力いただきまして、大変ありがとう

ございました。また、加護野分科会長と荒牧委員におかれましては、先日、中小機構業務

について仙台まで足をお運びいただきまして、仮設整備事業、専門家派遣事業、インキュ

ベーション施設整備事業の実態を御視察いただきました。本当にありがとうございました。 

 東日本大震災を受けまして、中小機構におきましては、仮設店舗・工場等の整備、震災

復興支援アドバイザーの派遣、福島県の原発事故による被災事業者に対する特別支援、二

重ローン回避のための債権買い取りを行う「産業復興機構」への出資など、さまざまな支

援策を講じてきました。特に、仮設店舗・工場などの整備につきましては、多くの御要望

を受けまして、６月２１日時点で５５１カ所だと理解しておりますが、現在、５３１カ所

において完成し、被災事業者の早期事業再開に貢献しているところでございます。今後、

仮設入居事業者などへの本格的な事業再開に向けた事業計画策定など、ソフト面での支援

が引き続き中小機構に期待されているところでございます。 

 一方、中小企業庁といたしましては、震災復興もそうでございますが、それとまた別の

テーマでございます「小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を

改正する等の法律」、「小規模企業活性化法」という言い方をしておりますが、今期通常

国会に提出いたしまして、既に国会が終わって成立いたしまして、６月２１日に公布させ

ていただいたところでございます。この法律は、中小企業基本法の基本理念に小規模企業

の意義というものを規定するとともに、小規模企業者の範囲の弾力化、小規模企業への情
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報提供、小規模企業の資金調達の円滑化にかかわる支援等の措置を講ずることとしたもの

でございます。 

 このうちの情報提供に関しましては、インターネットを活用して国や都道府県の支援情

報や、専門家・先輩経営者等の支援者についての情報収集・整理。そして、既存の中小企

業支援機関の支援情報などをわかりやすく提供する「認定情報提供機関」を新たに法律で

位置づけたところでございます。「認定情報提供機関」に対して、中小機構が指導・助言

などの協力を行うこととなっておりますけれども、これまで中小機構において蓄積されて

きたノウハウを活用して、この「認定情報提供機関」の事業がより利用者の利便性向上に

資することを期待しているところでございます。 

 このように、東日本大震災でもそうでございました。また、小規模事業者向けの施策に

つきましてもそうでございますけれども、これらの施策を実施していくためには、中小機

構の役割は極めて大きいものがあると私どもも思っている次第でございます。 

 本日の中小機構分科会におきましては、第２期中期目標計画期間の４年目に当たる平成

２４年度の中小機構の財務状況・業務実績を踏まえた業績の評価が議題となっております。

委員の先生の皆様方におかれましては、適切な御評価をお願いしたいところでございます。 

 以上が本来、ここに座るべきでした次長のほうから申し上げようとした中身でございま

す。 

 それでは、これから会議を進めていきたいと思いますが、本日の資料でございます。お

手元のほうに資料１から資料４までを配付させていただいておりますが、不足や不備がご

ざいますればお知らせいただければと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、議事の進行を加護野分科会長にお願いいたしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○加護野分科会長 それでは、本日の議題（１）中小機構の平成２４年度財務諸表につい

て、事務局より説明をお願いします。 

○藤野参事官 それでは、御説明させていただきます。 

 独立行政法人は、独法通則法第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、その承認を受けなければならないとされております。また、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聞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２４事業年度の財務諸表と決算報告書につきましては、

監事及び会計監査人の意見が付されておりますが、平成２４事業年度財務諸表及び決算報

告書については、適正であるとの意見を頂戴しております。 

 以上のことから、私どもといたしましては、この財務諸表を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く業績評価の前提として必要な情報であるかと

思いますので、中小機構のほうから財務諸表を御説明させていただきます。 

○青木理事 中小機構の理事の青木でございます。 
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 それでは、平成２４事業年度の財務諸表について御説明申し上げます。時間厳守でござ

いますので、ポイントを中心に説明させていただきます。 

 まず、資料１の１ページ、損益計算書の概要につきまして４点ほど申し上げたいと存じ

ます。 

 １点目でございますが、法人としての総利益、黄色の列の一番下にございますが、２，

７５６億円となりました。前期の６０３億円に比べますと４．６倍、額にしまして２，１

００億円超の増加となっております。中小機構が発足して以来、平成１７年度に次いで高

い水準でございます。 

 ２点目でございます。このような総利益の増加は、上から４番目の小規模企業共済勘定

の利益の増加によりもたらされております。同勘定の利益２，７１２億円でございますが、

前期の４０７億円から大きく増加いたしました。その主な要因としましては、株式市況の

好転や為替の下落に伴いまして、評価益であるところの信託運用益が拡大し、経常収益の

項目の中のその他の収入が大きく膨らんだことがございます。 

 ３点目でございます。一番上にございます一般勘定でございますが、利益が４５億円と

なりました。備考欄の収益の２つ目にございますファンド出資の持分評価益５１億円が利

益に寄与しております。同じく備考欄に臨時損失とございますが、繊維関連業務及び助成

金等にかかります前中期目標期間の繰越積立金１０億円を、事業の終了に伴い国庫納付い

たしました。 

 ４点目でございます。上から５番目、中小企業倒産防止共済勘定の事業収入でございま

すが、１，４１３億円となり、前期の７５０億円から２倍近く増えております。２３年度

の制度改正で掛金の上限が引き上げられたことによる掛金収入の増加が主な要因と考えら

れます。 

 それでは、おめくりいただきまして２ページ、貸借対照表の概要につきまして３点ほど

申し上げます。 

 １点目でございますが、一番下の右のところに備考欄、純資産がございますが、６，４

６７億円となり、前期の３，７１５億円から率にして７割超、額で２，７５０億円ほど増

加しております。中小機構発足以来、最も大きな純資産額となっております。 

 ２点目でございます。上から４番目の小規模企業共済勘定でございますが、損益のとこ

ろでも申し上げましたような利益の増に伴いまして、繰越欠損金が紫の列でございますけ

れども、４，６２１億円となり、備考欄にありますように、前期から２，７１２億円減少

しております。備考欄の小さい米印に、機構発足時の繰越欠損金が９，３６３億円とござ

いますが、それから比べますと、すぐ上に下線を引いてございますが、４，７４２億円の

減となり、ほぼ半減いたしました。 

 ３点目、最後でございますが、資本金の異同について申し上げます。一般勘定におきま

して、備考米印にありますように、災害貸付等の原資として１３４億円の出資を受け入れ

ております。２番目の産業基盤整備勘定におきまして、やはり同様に米印、備考欄にござ
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いますが、債務保証の基金規模の見直しを行い、国庫納付を行ったことで８１億円の減資

を行っております。 

 以上、簡単でございますが、財務諸表の説明とさせていただきます。 

○加護野分科会長 ありがとうございました。 

 続きまして、中小機構の宇田川監事より監査報告をお願いします。 

○宇田川監事 監事の宇田川でございます。監査報告をさせていただきます。 

 初めに、平成２４事業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ます。監事としても適正であると認めます。 

 次に、業務監査につきまして、業務が適正かつ効率的に行われているかという観点から

実施いたしました。その結果、業務の運営は適法に行われていると認めます。 

 事業全般においては、年度計画の目標はおおむね達成されており、また東日本大震災に

対して組織を挙げて被災地のニーズに合わせた支援を継続して実施しており、多くの成果

を上げていることは大いに評価します。 

 随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況につきましては、外部有識者及び監事で構

成する契約監視委員会において、随意契約の見直しの取り組み、及び一者応札・応募の改

善状況等について点検・評価を受けておりまして、平成２４年度の全契約のうち随意契約

の占める割合は、全体の契約件数が減少したこともあって、件数ベースでは随意契約の割

合はアップしているのですが、金額ベースでは大幅に改善されています。 

 なお、一者応札・応募の状況につきましては、一般競争における契約件数及び金額の割

合、ともにアップしており、引き続き一者応札・応募の解消に向けての努力を期待したい

と思います。 

 給与水準の状況につきましては、平成２４年度は前年度から低下しており、適正化に向

けた取り組みを高く評価いたします。 

 内部統制につきましては、監査体制の整備が一部必要な面もあるものの、トップのリー

ダーシップのもとに対応しており、おおむね適切であると認めます。 

 私のほうからは、以上です。 

○加護野分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、今の議題１に関しまして、皆さんのほうから御質問、御意見ございますか。

いかがでしょうか。財務諸表のプロの荒牧さんのほうから何かありますか。 

○荒牧委員 連結財務諸表の２１ページの金融商品の時価情報のところの（２）事業貸付

金１兆９４５億円から貸倒引当金５６１億円を引いて１兆３８４億円のＢＳ上の簿価があ

って、元金をリスクフリーレートで割り引いて時価を計算されたものが、この横の９，８

０５億円ということで、時価情報として５７８億円の、時価的に言うと含み損失のような

ものが発生しております。これは金額的には結構大きいと思うのですが、いわゆる適用す

る金利の上昇と理解してよろしいのですか。 

○中小機構 次の２２ページ、（２）事業貸付金の高度化貸付金の有利子、それから高度
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化貸付金の無利子、記載のとおりでございまして、元金をリスクフリーレートで割り引い

ています。 

○荒牧委員 その適用するリスクフリーレートが、例えば昨年とかに比べてかなり動いて

いるという理解でよろしいですか。 

○中小機構 昨年との変更ということでございますか。 

○荒牧委員 いえ、実際の金利の情勢とか。それで、毎年リスクフリーレートを見直しさ

れているのではないかと思うのですけれど。 

○中小機構 毎年動いております。 

○荒牧委員 そうですね。それで、去年に比べて割り引き。 

○中小機構 適用したリスクフリーレートの率ですね。 

○荒牧委員 はい。大きいと思ってよろしいのですか。その辺、お聞きしたかったのでが。 

○中小機構 ちょっとお時間いただけますか。後ほど。毎回、その方法でやっているので

すけれど。 

○荒牧委員 そうですね。前年比と今年ので。 

○中小機構 レートを後で御回答させていただきます。 

○荒牧委員 すみません、お願いいたします。 

○加護野分科会長 どの割引率を適用したかを調べていただいて。 

○中小機構 会議中に御報告させていただきます。 

○加護野分科会長 どうぞ。 

○渡邊委員 今回は株高ということで、結構な収益が出たのですけれども、前回のリーマ

ンのときに結構損を出した。ですから、株が高くなったら利益が出て、株が安くなったら

利益が出ない。それだといけないわけで、株が高くてもそこそで、安くなったときにもそ

ここその利益が出るという努力というのはどうなのですか。低くなったときのほうが、い

かに損失を少なくするかというヘッジをかけなくちゃいけないと思うのだけれども、その

辺のところ、投資の基本姿勢をちょっとお聞かせください。 

○加護野分科会長 以前から大きな課題になっていたと思うのですが、全体的な水準でや

るよりも、東証の株価をベンチマークにして、ある種のベンチマークに対してどれだけで

きたかということで評価していくほうが、より妥当な評価ができる可能性があると思いま

す。特にいいときはよいのですが、悪いときにそれができるよう。 

○渡邊委員 悪いときにいかにヘッジするかが一番問題だと思う。 

○塩田副理事長 今、加護野先生からお話があったように、今の額では絶対評価で評価の

金額をお出ししていますけれども、実際上、ベンチマークでＴＯＰＩＸをベースにして、

それに対してどの程度収益性が上がっているのか、そこそこになっているのかというのを

個別のファンドごとに判断させていただいております。 

 それから、ファンドにも、例えば変動に強いものと、それから、その世界では逆相関と

言っていますけれども、相関性がむしろ下がったときに強いとか、上がったときに必ずそ
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のとおりに取れるかというところがあるのですけれども、その逆相関のファンドもあわせ

た形で運用していく。かつ、アクティブとパッシブを一定の比率で運用していくというこ

とを進めています。そういうことを専門家の方々の御示唆とか、実際上、投資をお願いす

るときのアドバイザリーの方にも専門家としてお入りいただいていますので、加入してい

ただいている方々の資産がちゃんと保全され、かつ増加させていくように日々努力を重ね

ていきたいと思っていますし、今もそういう形の努力をさせていただいております。 

○加護野分科会長 どうもありがとうございます。市場のボラティリティが非常に高いも

のですから、それが毎年の評価にそのままあらわれくるということをどう捉えるか、ずっ

と大きな課題でございます。よろしゅうございますか。 

○杉浦委員 運用は、何社ぐらいに依頼されているのでしょうか。 

○野村理事 現在、３月末で私どもの小規模共済は約８兆円の資産を持っていまして、そ

のうち７割は満期保有債券という形で、国際とか社債も含めまして債券を途中で売却する

ことなく、満期まで持つ債券で運用しています。この比率は、ほかの生命保険とか大口の

運用機関と比べますと極めて高い比率でございまして、逆に言えば株とか外債で運用して

いるのは１８％程度にとどまってございます。そういう意味で、リーマンショックのとき

には私どももかなり大きな負債を抱えたのですが、ほかの運用機関と比べると傷は浅かっ

た。そういう形で、１８％が時価評価の部分になっております。 

 この時価評価につきましては、国内の株式、国内の債券、外国の株式、外国の外債と分

かれますが、私どもが直接売り買いをしているわけではなくて、委託して運用しておりま

して、この委託先は今、副理事長がファンドとおっしゃいましたが、ファンドが４８先ほ

どございまして、そこに委託しながら専門家に委ねているという形で運用しております。 

○高田理事長 ダイレクトにうちから運用を委託している会社の数を申し上げて。 

○野村理事 失礼しました。数字を間違えました。現在は、２５ファンドに運用を委託し

ているという形になります。 

○加護野分科会長 ありがとうございました。 

 まだリスクフリーレートのチェックに時間がかかるということでございます。またわか

りましたら、後ほど御報告いただくということで、その件を除きまして、いかがでござい

ましょうか。特に大きな問題がないようでしたら、次の議題に移らせていただきます。 

 議題２の中小機構の平成２４年度事業業務実績及び評価についてですが、事務局から評

価方法についての御説明をお願いしたいと思います。その後、中小機構の岸本理事から業

務実績について御説明いただきます。 

○白川企画官 では、事務局のほうから、お手元の資料２、（独）中小企業基盤整備機構

の平成２４年度実績評価に基づきまして、評価の方法につきまして御説明させていただき

ます。 

 １番目、平成２４年度評価ウエイトでございますけれども、２３年度と比べまして、（１）

国民に提供するサービスの質の向上ということが、昨年度は６０％でしたけれども、ここ
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は今年変更させていただきまして、業務ウエイト７０にさせていただいております。その

内訳の①、②、③、④につきましては、業務に従事する人数の割合でそれぞれウエイトを

出してございまして、①は昨年１５％だったのですけれども、今回は２０％。②の経営基

盤の強化につきましては、２０％から２５％ということでウエイトが上がってございます。

それから、③と④につきましては、それぞれ２０％、５％と、それぞれウエイトを置かせ

ていただいております。 

 （２）と（３）につきましては、残りの３０％ということで、それぞれ１５％、１５％

で、昨年、６０％がその上のサービスの質の向上のウエイトでしたので、５％ずつダウン

ということで置かせていただいております。それが今回の評価のウエイトでございます。 

 それから、実績評価につきましては、２．特に留意すべき事項ということで、これは毎

年、政独委のほうから、今年は５月２０日付なのですけれども、平成２４年度の業務実績

評価の具体的取組ということで御指示がありまして、特に留意すべき点が書いてございま

す。その下に重点事項で幾つか書いてございまして、人材育成業務、内部統制、裏に行っ

ていただきまして、保有資産の状況等々をよく評価していただきたいということでござい

ます。それから、実績の把握・分析に係る観点、評価の妥当性・明確性に係る観点、それ

ぞれ以下に書いてあるようなところを見て評価をいただきたいということが示されており

ますので、これに基づきまして評価をお願いしたいと思います。 

 最後になりましたけれども、業務の実績に関する評価のための指標ということで、「Ａ

Ａ」評価から「Ｂ」評価まで５段階の評価ということで、「ＡＡ」評価については、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

実現したもの。 

 それから、「Ａ」評価につきましては、法人の実績について、質・量どちらか一方にお

いて中期計画を超えて優れたパフォーマンスを実現したもの。 

 それから、「Ｂ」評価につきましては、今年と去年とではここの部分に若干変更がござ

いまして、今年は、法人の実績について、質・量の両面におきまして中期計画を着実に達

成。昨年度は、おおむね達成ということになってございましたけれども、これは着実に達

成したものが「Ｂ」評価ということで、若干厳し目の評価の目安になっております。 

 それから、「Ｃ」、「Ｄ」評価につきましてはそこに書いてあるとおりでございますの

で、これをもとに実績評価をしていただければと思っております。 

 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。 

 ただいまの御説明に関しまして、御質問、御意見ございますでしょうか。特にないよう

でございましたら、岸本理事から平成２４年度の事業実績の報告をお願いします。 

○岸本理事 理事の岸本でございます。お手元の資料３を用いまして、平成２４年度業務

実績の要点につきまして御説明申し上げたいと思います。 

 先ほど中小企業庁の富田次長の挨拶の中でも言われましたとおり、２４年度は２３年度
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に続きまして震災復興業務に注力しておりますが、２４年度の特徴といたしましては、中

小企業の新たな活路を開拓する海外展開支援に重点を置いたことと、本年３月末に期限切

れを迎えました金融円滑化法の期限切れ対応に注力をしたという２点が特徴かと思ってお

ります。 

 また、ベンチャーファンドにつきましては、先ほど決算概要でも触れましたように、初

めて評価益が出たわけでございますけれども、ファンド運営についても良好な１年であっ

たかと思っております。このほか、昨年８月に成立・施行されました中小企業の経営力強

化法に基づく認定支援機関への研修事業についても、取り組みを強化しているところでご

ざいます。 

 そのあたりを中心にいたしまして、お手元の資料の２ページから、サービスの質の向上

について、幾つかの点に触れたいと思っております。 

 ３ページでございますが、ファンド出資事業でございます。ファンド出資は、２４年度

は１０ファンドを組成しておりまして、機構の支出額と民間支出額を合わせましたファン

ド総額は７１９億円と、昨年度の６３２億円を上回る最多の規模となっております。 

 ファンドの出資先中小企業の実績、３ページの右方になりますが、中期計画目標では売

上高の伸び率を設定しておりますが、売上高の伸び率及び従業員数、いずれについても相

当高い数値でございました。 

 次の４ページでありますが、支出先企業の株式公開でございます。２４年度は１３社と、

近年では一番多い数字となっておりまして、国内の新興市場のＩＰＯ総数４２社の３１％

を占めております。１３社の固有の名称について、４ページの右方にございますけれども、

この１３社について、２４年度末の評価益及び実現益を合わせました金額は３４億円とな

っておりまして、この１３社のうち上位５社でおおむね同じ３４億円の評価益あるいは実

現益をおさめることができました。 

 次は、５ページ、インキュベーションであります。インキュベーションについては、中

期計画の事業化目標率を３０％に設定しておりますけれども、２４年度は７６％、第２期

中期計画期間中、最高の数値となっております。今後とも事業化率の高どまり、あるいは

さらなる向上を目指しまして、他の機関が運営しておりますインキュベーション施設との

ネットワーク強化事業にも注力してまいります。 

 次いで、６ページで、専門家継続派遣事業でございますが、今回の実績評価に当たりま

して、全体では２００以上の評価基準が設定されております。そのうち定量的な数値を評

価するものが３８ございますが、そのうちで１項目、未達成のものがこちらの売上高平均

伸び率９．１％でございます。この数値につきましては、２２年度までは２５％を達成し

ておりましたが、昨年、本年度と２年連続で未達成となっております。 

 次いで、７ページで、新連携、法認定及び事業化についての実績でございますが、左方、

事業化率については、中期計画の目標を上回りまして、４年連続で８０％台となっており

ます。この事業化に加えまして、販路開拓についても各種の取り組みで売上向上の支援を
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強化しているところでございます。 

 その他の販路支援としまして、８ページでございますが、総合展等の展示会におけるマ

ッチング、あるいは販路開拓ナビゲート事業、それぞれについて中期計画の目標数値を上

回る成果をおさめることができております。 

 次いで、９ページ、海外展開支援であります。２４年度、新しい取り組みを幾つか行っ

ております。その１つは、アジアの中小企業の経営者を国内に招聘しまして、多くの中小

企業と商談会を行うというものでございます。これは、双方の関心事項をあらかじめ聴取

しましてマッチング率の高い商談会を開催いたしました。昨年１１月、ベトナム、本年１

月、インドネシア、３月末にはミャンマーのヤンゴンにミッションが訪問した際に商談会

をしておりまして、それぞれ５億円、１３億円、９億円、大きな成果を上げることができ

ました。そうしたことも含めまして、１年間の商談件数２，９３０件、成約額４４億円、

これはいずれも機構の近年にない高い数値となっております。 

 また、海外の企業との販路開拓についてＷebサイトの活用が有効であることが確認され

ておりますので、香港貿易発展局のＷebサイトあるいは世界最大級のＷebサイトを活用し

た中小企業の商談支援についても取り組みをしてございます。これらの取り組みについて

は、また改めて御説明申し上げたいと思いますが、第３期中期計画に向けた取り組みの中

でも重点事項と考えているところでございます。 

 次いで、１０ページでありますが、２３年度の補正予算あるいは２４年度の予算を活用

しまして、中小企業の海外展開事業の動向調査を行っております。支援企業は１２８社に

上りまして、そのほとんど全ての企業から評価をいただいております。進出先としまして

は、表にありますとおり、中国、タイ、インドネシア、ベトナムのアジア４カ国と米国が

大宗を占める状況になっております。 

 また、右下ですが、中小企業向けの海外展開の相談事業ですが、２４年度は１年間で５，

８７８件。前年の２３年度の４，８００件、その前年の２２年度の２，６００件と比べま

して大幅にふえておりまして、中小企業の海外展開の相談についても大きい成果を上げる

ことができたと考えております。 

 次いで、１１ページでございますが、地域資源法及び農商工連携法の認定事業支援です。

地域資源につきましては、３年ぶりに認定件数が１００件を上回る１１１件となっており

ます。農商工連携については、認定件数が６０件でございまして、いずれについても計画

目標である事業化率５０％を超えて、７７％あるいは８６％という成果をおさめることが

できております。 

 こうした法認定事業に関しましても、１２ページの右下にありますとおり、販路開拓あ

るいはWebの活用、海外展開と同種の取り組みを強化しようとしているところでございます。 

 １ページ飛びまして、１４ページでございますが、中小企業大学校の研修事業です。24

年度の特徴といたしましては、１点目が農商工連携あるいは海外展開支援。政策課題に対

応した研修を強化したということ。 
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 ２点目としまして、１４ページの左下ですが、長期研修についても、研修企画に係るも

のを市場化テストに付して民間の活力を活用するという取り組みを広げているという点で

あります。 

 ３点目は、先ほど申し上げました中小企業経営力強化法の実施との関係でございますが、

認定支援機関のための研修を幾つか行っております。特に、金融円滑化法の期限切れとの

関係で、本年１月３０日から３，４００人程度の方に参加いただきまして、企業再生計画

策定の支援に必要な研修を行っているところでございます。 

 飛びまして、１８ページに移らせていただきます。右側、施策情報の発信でございます

けれども、Ｊ-Ｎｅｔ２１について、２４年度初めて年間のアクセス件数が５，０００万件

を突破いたしました。今後の課題としまして、５，０００万件をさらに増やしていくこと

と、利用者の使い勝手をよくするという意味でのサイトの改良について、現在、作業を進

めているところでございます。 

 続きまして、経営環境変化対応、１９ページに移らせていただきます。再生支援につき

ましては、左方、助言件数が５，５６４件、相当な件数に上っておりまして、これは２０

０８年度、リーマンショックの５，８００件に次ぐ規模となっております。 

 ２０ページで、再生ファンドの組成について。現在、合計３３ファンドに至っておりま

すけれども、そのうち１０ファンドが２４年度の組成となっております。再生ファンドの

組成については、第２期中期計画期間中、２１年度から２３年度まで３年間で７ファンド

でございましたが、昨年度、ファンドの組成に注力いたしまして、１０ファンドの組成を

見ることができております。 

 次いで、２１ページ、倒産防止共済・小規模共済、いずれについても加入の促進に努力

した１年でございました。小規模共済につきましては、制度改正の効果が一巡しておりま

すが、加入促進に努めまして、２１ページの右方上でありますけれども、２３年度に少し

及びませんでしたが、９万９，０００件という加入件数となっております。また、中小企

業倒産防止共済については、制度改正の効果に加えまして、２４年度は金融円滑化法の期

限切れを見据えまして、各地域の金融機関と協力した加入促進に努めた結果、23年度を上

回る加入件数となっております。 

 次いで、２２ページ、震災対応に移らせていただきます。震災対応の中核事業でありま

す仮設事業所・工場等の整備につきましては、２４年度末で入居事業者数が２，７８４、

事業者数が１万人を超え、２３年度から見ても相当数ふえております。昨年の評価委員会

で、震災復興仮設整備事業について利用者の評価を確認する必要があるという宿題をいた

だいておりました。本年度、仮設事業の対象となる５０の市町村及び関係支援機関に対す

る調査、及び入居されている６３０の中小企業の方々のヒアリング調査を行っております。 

 まず、自治体支援機関からの回答でありますけれども、「被災事業者の廃業を免れた」

ということが最も高く評価されているところでありますが、仮設の店舗あるいは飲食店に

ついては、避難住民の利便性の向上、あるいは地域の被災者の交流の場の確保に貢献した



11 

 

という回答が多く寄せられております。また、岩手県の水産業を中心としまして、産業の

復興に貢献したという回答も多数寄せられたところでございます。 

 入居者の方々からは、仮設事業所の整備について、土地と建物、一体的に支援を受ける

ことができたという点が最も高く評価されているところでございます。特に、避難先の自

治体が違った場合に、避難先の市町村と中小機構の担当者が連携して迅速に土地・建物を

整備してくれたということについて、評価するという回答を多数いただいたところでござ

います。 

 このほか、２３ページから２５ページにかけまして各種の事業を行っております。 

 ２３ページの左方下になります。地方公共団体について、まちづくりの専門家の助言と

いうことを行っております。地元の市町村あるいは国土交通省からの要請に基づきまして、

現在、大船渡市、陸前高田市、南三陸町、気仙沼市及び女川町に対して支援を行っている

ところでございます。 

 ２４ページの左側になりますが、被災中小企業の施設整備、あるいは福島の原発事故に

より影響を受けた被災者の方々に対する貸し付けでありますが、貸付対象者が上のほうが

１８１先、１２５億円。下のほうが１５８先、１９億円となっております。 

 業務の最後、２６ページ、産業用地の分譲業務について御説明申し上げます。産業用地

分譲業務は、平成２５年度末が期限となっておりますので、２４年度は震災対応に相当注

力しました２３年度の分も含めまして、販売強化に努めたところでございます。その結果

としまして、５年ぶりに１００haを上回る１０２．２haの分譲をすることができました。

また、２５年度末の期限切れを控えまして、右方中ほどになりますが、団地の所在地方公

共団体に対して、工業用地の一括譲渡についても、並行した御相談を進めているところで

ございます。 

 以上が業務の説明でございました。 

 続きまして、業務運営の効率化について御説明申し上げます。 

 業務運営の効率化については、定量指標の大きなものが３点ございます。一般管理費の

目標、人件費の目標、及び運営費交付金（事業費）の目標でございます。これらについて

は、いずれについても第１期中期計画の最終年度である２０年度からの４年間を見ますと、

一般管理費が平均４．９％の減、人件費については、機構発足の１７年度と比べて２５％

の減、運営費交付金については、第１期最終年、２０年度から２４年度までの平均７．２％

の減。いずれも中期目標で設定した数値を上回る減少となっております。 

 職員数と人件費について補足を申し上げますと、人件費については、平成２４年度は国

家公務員給与に準じた給与削減を行った結果として大きく縮減しておりますけれども、そ

の部分を除きますと、平成１７年度比で２５％となっておりますのが１９．２％になりま

す。また、常勤職員数、一番下に書いてございますけれども、２１年度期初の８８０名か

ら、任期付職員を含めた数が今７５９人、任期付職員を除けば７００人まで職員数を大幅

に低減させているところでございます。 
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 次いで、２９ページ、契約の適正化でございます。先ほど宇田川監事からも御説明がご

ざいましたが、随意契約について、真ん中左側でございます。２４年度、真にやむを得な

いもの以外の随意契約は２３年度、２件、４．５億円ございましたが、２４年度は初めて

ゼロ件になったところでございます。 

 少し飛びまして３２ページでございます。２６年度からの第３期中期計画期間への展望

も含めまして、昨年７月、高田理事長が就任以来、理事長のリーダーシップのもとで幾つ

かの取り組みを始めているところでございます。 

 １点目は、中小機構のサービスを受けられる顧客としての中小企業、あるいは中小企業

の取引先である大企業、こうした方々のニーズを直接集めることを通じて、業務の効率化

あるいはサービスの質の向上を図るということでございます。具体的には、ものづくり中

小企業の連携事業あるいは海外展開支援、Ｗebサイトと実際の商談会を融合した販路開拓。

Ｊ-Ｎet２１の強化を中心としまして、中小企業に対する施策の認知度の向上、こうした点

について取り組みを強化しているところでございます。 

 また、これまで４年間の実績を「棚卸と改革」というタイトルのもとに機構部内で評価

しておりまして、業務内容、組織のあり方あるいは職員の専門性の向上を中心とする人材

育成について、今後の取り組みの検討の準備を現在進めているところであります。 

 最後に、財務内容について申し上げます。 

 ２４年度決算で触れていない点といたしまして１点申し上げますと、３６ページの左側、

高度化事業の不良債権でございます。不良債権については、新たな不良債権化による増加

が７５億円ありましたものの、償却による減、回収による減、あるいは返済適正化による

一般債権化による減を含めまして、２３年度末と比べ７４億円の減となったところでござ

います。 

 かいつまんで御説明させていただきましたが、説明は以上とさせていただきます。 

○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関しまして、御意見、御質問等ございますでしょうか。 

○杉浦委員 １つ質問したいのですが、９ページの経営基盤の強化の海外展開支援で、ミ

ャンマー、インドネシア、ベトナムとやっておられますね。この３カ国を選んだ理由と、

ほかにも選んだけれども、うまくいかなかったとか、そういうのはどうなのでしょうか。 

○岸本理事 この事業は、東南アジアの中小企業の経営者を日本にお招きするという事業

を数年間続けておりまして、その事業の一部として商談会を組んでいる関係で対象国が限

られておりますが、本年度はベトナム、インドネシア、ミャンマーに加えて、タイについ

ても実施する予定であります。この対象国の考え方は、商談に来訪される中小企業の関心

国、あるいは先ほど申し上げました現地動向調査の応募国を見ましても、中国及びタイ、

インドネシア、ベトナムの４カ国が他より一段多いということで、このあたりを中心に据

えております。 

○高田理事長 選んだのは、中小企業の皆様の関心の高いところということですね。 
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○杉浦委員 お客さんというか、企業さんの側からですか。 

○高田理事長 ミャンマーは、ちょっと別の経緯がありました。同じく、皆さん関心が高

いことは間違いないと思います。 

○加護野分科会長 ほか、いかがでしょうか。荒牧さん。 

○荒牧委員 先日御回答いただきました登録専門家が４，０００人登録。 

○白川企画官 ３１ページじゃないですか。一番下。 

○荒牧委員 この辺ですね。外部人材派遣とかを積極的になさっているということで、登

録専門家などが４，０００人を超えて人数も増加していると御説明いただいて。この中で、

実働というか、実際に登録するだけじゃなくて作業を行っていらっしゃる方をお聞きしま

したら、４００人ちょっとで、１０％ぐらいということで、思っていたよりもかなり低い

なというのが正直な印象だったのです。それは、４，０００人いても４００人ぐらいがプ

ロジェクト的にはいっぱいいっぱいなのか、あるいは必ずしも適正なニーズに合った人が

いないということなのか、その辺の状況を御説明いただけますか。 

○岸本理事 二、三に分けて御説明させていただきます。 

 全体で４，０００名程度おりますけれども、アドバイザーは内部の区分では２０種類程

度に分かれておりまして、その中には専門性の高いアドバイザーのグループもおられます

ので、それらについて稼働率はどうしても低くなるということでございます。それで、一

番多いグループは、専門家派遣の繰り返しいらっしゃる方々がおられるのですけれども、

この方々については、４，０００名のうち２４年度は９４７人、２割強おられますが、稼

働率が４９％となっております。１年間で支援する企業数は６００社程度ですので、そう

いう意味からも全員にはならないですけれども、同じ方の人気があって指名されることも

ありますので、稼働率としてはどうしても５割程度にとどまることになるかと思っており

ます。 

○荒牧委員 そうすると、余り稼働されない方も、見直しというのではなくて、登録はず

っと名簿としては維持される。 

○岸本理事 そうです。ただ、何年か実際に利用実績がないと、御本人のモチベーション

の問題もありますので、新規の登録の見直しを随時しています。 

○荒牧委員 わかりました。ありがとうございました。 

○加護野分科会長 ほか、いかがでしょうか。 

○杉浦委員 同じページで、職員の専門性向上のところで、資格保有者３２１人、修士以

上の学位取得者７３人というのは、中小機構に入られてからそういう資格を取られたのか、

それとももう資格を持って入ってきたのか、どちらなのでしょうか。 

○吉田理事 中小企業診断士は入社する前に取っている人はほとんどおりませんので、入

社してからということになります。 

○杉浦委員 例えば工学博士とかＭＢＡとか、修士６５人というのは、そういう資格を持

った方を雇われているということなのですか。 
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○中小機構 ほとんどの資格は、旧の事業団あるいは公団に入社されてから取った資格で

ございます。今、言われたＭＢＡのほうは、既に修士課程を卒業した者を採用したという

ことでございます。 

○加護野分科会長 ありがとうございました。 

 ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

○荒牧委員 小規模共済が年度計画を大幅に上回って加入されているのですけれども、こ

っちの別途いただいている別紙２の２４年度収支計画を拝見しますと、小規模企業共済の

事業収入というのが、年度計画と実績で実績が大幅に下回っているのですか、ギャップは

何なのでしょうか。 

○塩田副理事長 済みません、別紙２の何ページですか。 

○荒牧委員 別紙２、収支計画・実績というのがありまして、小規模企業共済勘定の事業

収入の年度計画が６億４，０００万円で、実績が５億２，９００万円で、収支計画として

は１億１，０００万円、実績が予定を下回っているのですけれども、実際は加入者が３万

件近くふえていて、恐らく上回るのではないかと思ったのですけれども、よくわからなか

ったのです。 

○中小機構 先ほどのわかったところから回答するということでよろしゅうございますか。 

○荒牧委員 どうぞ。 

○中小機構 先ほど２２ページのリスクフリーレートということですが、２３年度と２４

年度の影響。２４年度に適用しましたリスクフリーレートは国債の金利をもとにしている

のですけれども、２４年度、１年目は０．０５６、１０年目の節目だけお話させていただ

きますけれども、１０年目０．５６４、２０年目１．４０６、２３年度は１年目０．１０

９、１０年目０．９８８、２０年目が１．７５２。したがいまして、先ほどの（２）事業

貸付金のところの差額は、大きく出ている金利の低下。２３年度の財務諸表は持ち込んで

いないので、ネットで見ているのですけれどもね。 

○荒牧委員 なるほど。それで適用されて。では、むしろ評価差額の損というのはかなり

減っているということなのですね。 

○中小機構 いや、増えています。今、見ていただいているのは５７８．５ですね。 

○荒牧委員 ５７８。 

○中小機構 ５７８。それが、前年度は５２９．９です。資料はそこに載っていませんけ

れども、今、ネットで見たところでございますが。 

○荒牧委員 確かに回収の年度のばらつきによって、一概には。 

○中小機構 残高ベースで差がありますし、貸倒引当金の回収、区分の変更等もございま

した中での時価。その時価についても、かなり適用金利に、先ほどお話ししたように開き

がございますので、その影響が出ております。 

○荒牧委員 この節目でそれぞれ適用していらっしゃる。 

○中小機構 そういうことです。 
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○荒牧委員 やり方はよくわかりました。ありがとうございました。 

  

○加護野分科会長 後ほどでもわかった段階で。 

 それでは、まだ残っていることに関しては、後ほど御回答いただくということで、平成

２４年度の評価に入らせていただきたいと思います。 

（中小機構から、荒牧委員に対して、小規模共済に係る別紙２（２４年度収支計画・実績）

について、「太宗は事業収入（実績）で整理すべき資産運用収入等（加入者からの掛金等

収入による預金・有価証券利息・信託資産評価益等）が財務収益等（実績）に含まれてい

るため、事業収入の実績額が計画額よりも低く表記されたもの。」との説明し、了解を得

た。） 

 中小機構の皆様方、申しわけございませんが、ここで一時退室をお願いします。 

 

（中小機構退室） 

 

○加護野分科会長 それでは、既に皆さんの評価はこの表のとおりまとめさせていただき

まして、それぞれ個別の項目についての評価と最後の総合評価をもとにしながら、総合評

価をさせていただきたいと思います。 

 まず、個別の評価項目についての評価でございますが、１の（１）につきまして、事務

局のほうから御説明。特にないですか。 

 １の（１）新たな価値を創造する新事業の促進についての評価を行いたいと思います。

これは、皆さんがほぼ一致して「Ａ」という評価でございますので、この項目の評価を「Ａ」

にしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」と声あり） 

 

○加護野分科会長 よろしゅうございますか。 

 １の（２）経営基盤の強化に関しまして、お１人が「Ｂ」、それ以外の皆さんは「Ａ」

ということでございますので、これもＡという評価にしたいと思います。よろしいでしょ

うか。 

（「異議なし」と声あり） 

 

○加護野分科会長 経営環境の変化への対応の円滑化ということに関しては、「ＡＡ」が

３人、「Ａ」がお２人、平均しますと「ＡＡ」になりますが、荒牧さんは去年の親委員会

の雰囲気を御存じかもしれませんが、中小機構の評価はどうも甘過ぎるのではないかとい

うことをこの前の親委員会で指摘されたということもあります。しかし、頑張っていると

ころは高く評価する必要があると思います。これは、「Ａ」のほうがいいのか、「ＡＡ」
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のほうがいいのかということについて、皆さんの御意見を。 

○杉浦委員 大変よくやっていると思います。 

○加護野分科会長 そうですね。特に震災の後の。 

○杉浦委員 「ＡＡ」をつけてよろしいのではないかと思います。 

○荒牧委員 私もそう思います。 

○加護野分科会長 これは「ＡＡ」ということにさせていただきたいと思います。 

 （４）その他期限の定められている業務に関しまして、お２方が「Ｂ」、お２方が「Ａ」、

お１人が「ＡＡ」で、平均すると「Ａ」になりますが、これはいかがでしょうか。産業用

地の売却というのは、実際、進んではいるのですが、本年度までの事業でございまして、

積み残しも多いということで、もうちょっとここは頑張っていただいたほうがいいのでは

ないかと思いますので、ここは「Ｂ」でいかがでしょうか。 

 

（「異議なし」と声あり） 

 

○加護野分科会長 それじゃ、その他期限の定められている業務に関しましては、「Ｂ」

にさせていただきたい。 

 業務運営の効率化に関する目標を達成するためのとるべき措置に関しては、「Ｂ」がお

１方、残りの４人が「Ａ」になっておりますので、これは「Ａ」でいいのではないかと思

いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

 

○加護野分科会長 最後の財務内容の改善に関する項目は、「Ａ」が４人、「ＡＡ」がお

１人ということになっております。平均値として見ると「ＡＡ」になるのかもしれません

が、財務内容は難しいのですね。数字の上では確かにいいのですが、これは市場のよさに

かなり助けられている部分があって、それを「ＡＡ」と評価するのは若干難しいかなと思

いますので、ここは「Ａ」でいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」と声あり） 

 

○加護野分科会長 それじゃ、もう一度確認させていただきますと、１の（１）新たな価

値を創造する事業展開の促進に関しては、「Ａ」。 

 １の（２）経営基盤の強化に関しても「Ａ」。 

 それから、１の（３）経営環境の変化への対応の円滑化、「ＡＡ」。 

 それから、１の（４）その他期限の定められている業務に関しては、激励の意味も込め

て「Ｂ」にさせていただきたいと思います。 

 それから、２の業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置に関して
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は、「Ａ」ということで評価を決めさせていただきたい。 

 最後の財務内容の改善に関する事項。数字として見れば「ＡＡ」なのかもしれませんが、

実際上、これはかなり市場に助けられた部分もあると思いますので、「Ａ」にさせていた

だきたいと思います。 

 以上で総合評価でございますが、そうすると平均値を計算するとどのぐらいになります

か。 

○事務局 「Ａ」です。 

○加護野分科会長 総合は「Ａ」ということでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」と声あり） 

 

○加護野分科会長 それでは、中小機構の方々にお入りいただいて。 

○白川企画官 その前に、今の点数のものを回収させていただきます。 

 

（中小機構入室） 

 

○加護野分科会長 それじゃ、報告させていただきたいと思います。 

 まず、ことしの評価の文脈について１つだけ申し上げておきたいと思うのですが、実は、

去年この小委員会の報告を本委員会に出しましたところ、評価が若干甘過ぎるのではない

かという御指摘をいただきまして、修正とまでは至りませんでしたけれども、ことしは厳

し目に評価させていただくことにいたしました。それをお含みおきいただきたいと思いま

す。去年よりちょっと厳しくなっていると考えていただいたらいいと思います。 

 一つ一つの項目について、評価をお伝えしたい。 

 まず、１の（１）新たな価値を創造する事業展開の促進に関しては、「Ａ」でございま

す。 

 １の（２）経営基盤の強化も「Ａ」でございます。 

 １の（３）経営環境の変化への対応の円滑化、これは「ＡＡ」という評価になりました。 

 １の（４）その他期限の定められている業務に関しては、今年度が用地売却の最終年度

でもあり、頑張っていただきたいということで「Ｂ」になりました。 

 ２の業務運営の効率に関する目標を達成するためにとるべき措置は、「Ａ」でございま

す。 

 財務内容の改善に関する事項、これも「Ａ」でございます。 

 以上の評価を総合しました総合評価は、「Ａ」ということになりました。ことしも甘い

と言われるかもしれませんが、皆さんかなり頑張っていただいたので、それを考慮したの

だということで親委員会にお伝えしたいと思います。 

 それじゃ、以上の結果を踏まえまして、高田理事長から一言お願いします。 
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○高田理事長 私、昨年７月に前前田理事長からバトンタッチいたしまして、この１年間

やってまいりましたが、私の個人的な見方はいろいろあるにいたしましても、今日は平成

２４年度の業務実績に対しまして「Ａ」という高い評価をいただきましたことを心から御

礼申し上げます。ありがとうございました。 

 きょう、いろいろ的確なお答えがすぐにできなかったことについては、若干手抜かりが

あったという感じが否めませんが、これはこれでしっかりと締めてまいりたいと思います。

いただきました貴重な御意見、今後とも中小企業に対する実効性ある、あるいは質の高い

支援を実現できますように、役職員一丸となりまして取り組んでいく所存でございますの

で、よろしくお願いいたします。 

 また、平成２６年度から始まる新しい３期の取り組みにつきましては、別途御説明させ

ていただく時間を頂戴したいと思います。その節には、また忌憚のない御意見をぜひお願

いしたいと考えております。 

 今後とも引き続き御指導、御鞭撻のほどをよろしくお願いいたします。本日は、まこと

にありがとうございました。 

○加護野分科会長 ありがとうございました。 

 それでは、最後に事務局のほうから、第３期中期目標の策定スケジュール等につきまし

て御説明いただきたいと思います。 

○藤野参事官 本日は長時間にわたる御審議、ありがとうございました。 

 中小機構の第２期中期目標期間は平成２５年度で終了となります。このため、来年度か

らの第３期中期目標を今年度中に策定することが必要となっておりますので、今後の第３

期中期目標の策定スケジュール等につきまして、資料４でございますけれども、簡単に御

説明させていただきます。 

 本年８月１９日に第６５65回経済産業省の独立行政法人評価委員会が予定されておりま

す。こちらのほうで組織・業務全般の見直しについて当初案を説明する形となっておりま

す。そのため、大変恐縮ではございますが、８月上旬には２６回目の中小企業基盤整備機

構分科会を開催させていただいて当初案を固めていきたいと考えております。 

 また、この８月の議論を踏まえまして、その後精査をし、平成２５年１２月ごろには再

度お集まりいただきまして、見直しの最終案決定を頂戴したく、それを踏まえまして経済

産業省独立行政法人評価委員会のほうにおいて業務全般の見直し、最終案の説明をすると

いう形になっております。 

 最終的には、２６年２月ごろでございますけれども、第３期中期目標、中期計画に関す

る了承をいただくという形のスケジュールを考えているところでございます。 

 以上、簡単でございますが、今後の予定でございます。 

加護野分科会長 今後もさまざまな委員会で御意見を頂戴する必要があると思います。御

協力お願いしたいと思います。 

 どうもありがとうございました。これをもちまして本委員会を終了します。 
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（以上） 


