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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
【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 １ファンド（２４年度２ファンド）
・出資契約額 ５億円 （ファンド総額 １０億円）

①－２ 中小企業成長支援ファンド
・出資契約数 １２ファンド （２４年度８ファンド）
・出資契約額 ３１０億円 （ファンド総額 ８６３億円）

①－３ 合計
・出資契約数 １３ファンド（累積出資契約数１５２ファンド）
・出資契約額 ３１５億円 （ファンド総額 ８７３億円）
・累積出資契約額１，７２５億円（累積ファンド総額 ４，７４６億円）

【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 １７８社（累計 ２，９２１社）

【直接アウトカム】
・売上高平均伸び率 ４７．８％ ［中期計画目標 ３０％以上］
売上高平均 ８．５億円→ １２．５億円（＋４．０億円）

※２２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 ６１．３人 → １０５．５人（＋４４．２人、７２．１％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（２２年度調査と２５年度調査(速報）の比較）

売上高平均 ３．０億円→ ２．８億円 （▲４．９％）
従業員数平均 １５．２人 → １６．０人 （＋５．０％）

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

○著しい成長が期待されるマレーシアを中心にＡＳＥＡＮ及びその他イス
ラム・マーケットへの海外展開支援をテーマにした、日本初のイスラム
教の戒律に沿って投資するシャリア（イスラムの教義・思想）適格なファ
ンド（総額５０億円）に対して２４億円の出資契約。海外輸出を目指す日
本の食品企業などに投資し、製品のハラル認証取得をはじめイスラム
圏での事業に不可欠なノウハウも提供。

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。
※２５年度 専門家の派遣１１社、中小企業総合展出展１５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

○事業承継や企業グループからの独立等を支援すべく、日本経済を支
える固有の事業基盤やきらりと光る技術やサービスを有する中小・中
堅企業に対して投資を行い、Ｍ＆Ａによる経営資源の融合や経営管
理体制の高度化等、投資先企業が直面する様々な経営課題を克服
するためハンズオンで経営支援を実施し、企業価値の向上を目指す
ファンド（総額１１１億円）に対して５０億円の出資契約。

○平成２２年７月に細分化された５種類のファンド事業を３事業に再
編するとともに、中小企業向け投資比率の弾力化や出資限度額
の引き上げ等の出資要件の見直しの効果により、制度創設以来
最大のファンド組成額８７３億円（出資契約額３１５億円）。



【中間アウトカム（参考）】
・株式公開企業数（ＩＰＯ数） ９社 （累計 １３９社）

うち新興市場へ上場 ８社
※２５年度は新興市場全体で４５社がＩＰＯ、機構ファンドのシェア率１７．８％

・国内ＶＣ投資額に占める中小機構出資ファンドシェア ８．９％
（平成２１年～２４年までの平均）

・設立１０年以内にＩＰＯした企業数 ４６７社（平成１２～２５年までの全市場累計）

うち機構出資ファンド投資先 ９４社
・ＩＰＯまでの平均所要年数 ９．９年（新興市場平均 １９．６年）

４

［ＩＰＯの実績：ベンチャーファンド出資活用事例］

○ iPS細胞技術から次世代の創薬・医療ビジネスを創造

東大、京大の細胞技術を用いた次世代医療ビジネスの確立を目
指すベンチャー企業へ製品開発資金をファンドから提供。

ファンド運営会社は、ＶＣ紹介による資金調達、製薬企業の紹介に
よる販路開拓など創業時からハンズオン支援を実施。

ブランド構築や海外展開には、機構の専門家派遣制度を活用。

同社の研究試薬製品は、京大の山中教授のヒトｉＰＳ細胞の樹立・
培養に成功した際にも使用されており、ｉＰＳ細胞ビジネスのパイオニ
ア企業として平成２５年６月にジャスダックに上場。

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）

○創業補助金

起業・創業しようとする者や第二創業で新事業・新分野に進出し
ようする中小企業等への補助金交付を実施。採択件数６，２９９件。

○創業支援事業者補助金

産業競争力強化法に基づき国の認定を受けた創業支援事業計
画に従い市区町村と連携した民間事業者等が行う創業支援に要
する経費の一部を交付する補助金事業に着手し、公募を開始。

投資時 直近(H25.3期)

売上高 0円 420百万円

当期純利益 ▲8.7万円 6百万円

従業員 2人 27人

国内新興市場のＩＰＯ社数推移
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機構出資ファンド投資先のＩＰＯ実績（平成２５年度）

会社名 事業概要 公開年月日 市場

1 ペプチドリーム㈱
独自の創薬開発プラットフォームシステムを用いた特殊ペプチド創薬研究
開発

2013/6/11 東証マザーズ

2 ㈱リプロセル
ヒトiPS細胞及びヒトES細胞の技術を基盤としたiPS細胞事業と臓器移植等
に係る臨床検査事業

2013/6/26
JASDAQ

スタンダード

3 ㈱ネクステージ 中古自動車の販売事業 2013/7/30 東証マザーズ

4 オンコリスバイオファーマ㈱ 癌や重症感染症を対象にした創薬事業 2013/12/6 東証マザーズ

5 エンカレッジ・テクノロジ㈱
セキュリティ対策及び内部統制に対応したパッケージソフトウエアの開発・
販売

2013/12/11 東証マザーズ

6
アーキテクツ・スタジオ・ジャパ
ン

建築家を活用した建物づくりの選択肢を提供するASJ建築家ネットワーク
事業の展開

2013/12/18 東証マザーズ

7 ㈱ウィルグループ
販売員、オペレーター及び軽作業員の人材派遣、業務請負、人材紹介等
を展開する人材ビジネス

2013/12/19 東証2部

８
ヒューマン・メタボローム・テクノ
ロジーズ㈱

メタボローム解析試験受託事業及びバイオマーカー開発事業 2013/12/24 東証マザーズ

9 ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ㈱
医療・介護福祉・生活支援分野等で活用されるロボットスーツの研究開発
製造・販売及び製品を利用したサービスの提供

2014/3/26 東証マザーズ



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］ 縫製技術を活かして医療・福祉の分野へ
第二創業型企業Ａ社は、皮革製品の下請け中心から、自社製品の割

合を常に増やす努力を継続。

大手医療機器・福祉機器メーカーからリハビリ用の牽引器の装具製造
の依頼があったことをきっかけに、医療・福祉用サポートの分野に進出。

縫製技術を活かしつつ、独自の通販・物流体制と商品開発力により、整
骨院等の医療・介護用サポーター分野でシェア６割を確保。

【アウトプット】
・入居者数 ５７１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 ３１，６５１件
【直接アウトカム】
・事業化率 ７０．６％ ［中期計画目標 ３０％以上］
※２５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 ４社
中小企業総合展等マッチングイベントへの出展企業 ５４社
機構出資ファンドの投資先企業 ３９社

④適切に施設を管理

○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。

【アウトプット】
・平均入居率 ９０．０％ ［中期計画目標 ９０％程度］
（２５年度末入居率 ９０．５％ ２４年度末入居率９１．５％）

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）

インキュベーションマネージャーのサ
ポートなど機構の支援により、新分野
への展開、新商品開発、経営体制の
強化等を推進。

また、アジアへの海外展開を視野に、
中小機構のＦ/Ｓ調査事業も活用。

人口筋を応用したパ
ワーアシストウェア

全身カバータイプの
サポーター

・ 大企業とのビジネスマッチングを全国の支援機関と共有・拡大するこ
とをテーマにしたネットワークでは、機構５施設（東工大ＹＶＰ、Ｔ－Ｂｉｚ、
Ｄ－ｅｇｇ、農工大多摩小金井ＶＰ、浜松ＩＣ）を含む１９機関が連携。
２回のマッチングフォーラムは３５９人が参加し、中小企業４７社と大

企業４２社のマッチングにより面談総数２３１件を実施し、６４件が継続
交渉中。

複数のBI（ビジネスインキュベーション）と機構が連携し、互いの
ネットワークや支援ノウハウを共有しながら、企業支援に取り組む
ことにより、支援効果の最大化を図ることを目的とした事業（２５年
度７案件実施）。
［ＢＩネットワークの事例］

・北陸地区における新事業創出のための産官学金の連携促進をテーマ
とする、機構BIのiーBIRDを中心とした２０機関のネットワークでは、企業
訪問、ヒアリングの上、マッチングイベントを実施。
３８７名が参加し、機構３施設（i-BIRD、D-FLAG、くま大インキュ）を含

む８８社がブース展示し、延べ４２６社とのマッチングのうち５０社が商談
継続。

マッチングイベント
「北陸メッセ」の様子



（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 ６９社、支援回数 ８３０回
【直接アウトカム】
・課題解決率 ９６．８％ ［中期計画目標 ８０％以上］
・売上高平均伸び率 １４．２％ ［中期計画目標 ２５％以上］
（売上高平均 １１．５億円 → １３．１億円（＋１．６億円））
※２２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（２２年度調査と２５年度調査（速報）の比較）

売上高平均 ３．０億円 → ２．８億円 （▲４．９％）

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）

○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 ８６社、８６６回）。

［支援例］ 「遮断の技術」を横展開し、太陽光パネル関連製品の
事業化で、売上のＶ字回復に成功

・特殊パネルを使用した無線基地シェルター等の製造･販売を行う企業
が、コアとなる「遮断の技術」を横展開し、電磁波シールドシェルター、
断熱性防災倉庫、防音ルーム等の商品を開発。売上を順調に伸ばして
いたが、リーマンショックにより売上が大幅に減少。

機構は、大震災の直後のため、防災インフラや産業インフラとしての
商品開発の可能性があると判断。専門家を派遣し、先ず商品化の方向
性を明確にするためのフィージビリティスタディ、次に官需への対応と、
需要が急増した太陽光パネル関連製品の事業化を支援。
その結果、売上は大幅に増加し、Ｖ字回復に成功。

○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 ７２．１％ ［中期計画目標 ５０％以上］
※２４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］小型移動式ネットワークカメラを開発。マーケットの声を
聞き、新市場開拓と全国展開を目指す

・電気設備業者向けにＩＴシステム・ＣＡＤの販売等を行っていた企業が、１
０年近くの歳月をかけ、小型で屋外対応力のある移動式ネットワークカメ
ラを開発。

機構は同製品のテストマーケティングを支援。専門家が同行し、建設関
連（不審者等監視）、農業関連（盗難監視、育成状況確認）、観光関連（ラ
イブ映像によるＰＲ、防犯）等のマーケットの声を聞くことで、マーケティン
グ企画の精度向上・製品改良点が明確化。併せて販路開拓の流れとポ
イントを習得。

その結果、地元大手建機レンタル会社や大手ハウスメーカー等との受
注に結びつけるなど、販路開拓力を高め全国展開に向け邁進中。

太陽光発電用パワーコンデンサー収納庫

※売上高の推移 ２２年９６６百万円
→２５年１，４６０百万円（５１．１％増）

経常利益の推移 ２２年度８百万円
→２５年８３百万円（９３７．５％増）

※新規事業の直近売上高 ２４年４３百万円
（全売上高に占める割合３４．１％）

６移動式ネットワークカメラの製品例



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 ４，３８９件
【直接アウトカム】
・法律認定件数 ６９件（累計９２７件）
・事業化件数 ５０件（累計７３４件）
※販売達成金額累計 １,６４７億円

・事業化率 ８４．４％ ［中期計画目標 ５０％以上］
※２２年度認定企業（認定後３年経過時点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１６００
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
会への出展支援等を実施。

※「中小企業総合展（東京・大阪）」７３社、「びわ湖環境ビジネスメッセ２０１
３」９社、「ｎａｎｏ ｔｅｃｈ ２０１４」１４社

［支援例］ 工場・倉庫の屋根の改修ニーズに対応した新工法を

開発し販路を拡大。新たな太陽光発電システムも開発中

・新たな施工方法を積極的に提案・実行している塗装業の企業が老朽
化した工場・倉庫のスレート屋根や鋼製屋根の改修必要性に着目。

企業間連携で特殊な樹脂を専用吹付機で３層に吹き付け、一度に防
水・断熱・補強できるスプレーカバー工法を開発し、新連携事業を認定。

認定後は各種展示会（中小企業総合展等）への出展や機構のハン
ズオン支援で知名度を向上させ、着実に販路を拡大。

また同工法と特殊金具を活用し、設置が困難なスレート屋根にも太
陽光パネルが設置可能となる、新しい太陽光発電システムも開発中。

※２６年３月末新製品の販売金額累計 １，７３８百万円
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（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】
・「中小企業総合展東京２０１３－１４」
「中小企業総合展①」 ※1 出展企業数 ３７９社 （来場者数 ５４，１１９人）
「中小企業総合展②」※2 出展企業数 １９２社 （来場者数 ２９,１０５人）
「中小企業総合展③」 ※3 出展企業数 １０８社 （来場者数 １９６，３７８人）

「中小企業総合展④」 ※4 出展企業数 ７４社 （来場者数 ７５，７６６人）
・「中小企業総合展 ｉｎ Ｋａｎｓａｉ」 出展企業数 ５８５社 （来場者数 ７０，１９４人）

※1 ものづくり製造技術を主な出展対象として開催
※2 エレクトロニクス機器を対象とした、インターネプコン内で開催

※3 ギフト・生活雑貨を対象とした、インターナショナル・ギフト・ショー内で開催
※4 食品・飲料を対象とした、Ｆｏｏｄｅｘ内で開催

・「ベンチャープラザ等」 発表企業数 ３０社 （来場者数 ２６８人）

【直接アウトカム】
・マッチング率 ５５．４％ ［中期計画目標 ５０％以上］
※２４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 ５４．７％、資金調達マッチング ７７．８％

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
の連携強化により投資家の来場促進を図るとともに、プレゼンを
効果的に行えるよう、ベンチャーキャピタル経験者などによる事
前アドバイスを発表予定企業に実施。

【アウトプット】
・開催回数 ５回、発表企業数 １７社
・商品評価及び販路先に係る情報提供数 ８０件
【直接アウトカム】
・マッチング率８１．８％ ［中期計画目標 ５０％以上］
※２４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））

①－２ 資金調達マッチング（ベンチャープラザ等）

○過去の来場者リスト等を活用し、商社・バイヤーに対する来場募
集。ＶＩＰ招待状の発行など出展者自身の来場促進策の実施を
サポート。

○ステージを複数設け、プレゼンを行う機会を増やしたほか、サン
プルの有料販売を許容し、マッチングを推進。

○開催前日に出展者集会、初日にビジネス交流会を開催し、出展
者間のビジネスマッチング、来場ＶＩＰ等との交流を促進。

○大手商社・メーカー等との商談会・製品相談会等を開催するほ
か、民間商用サイト（イプロス）との提携により､多様なビジネス
マッチングの機会を提供。

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 １５６人（１４箇所）
・参加企業数 ４０８社
・販路開拓提案書提出件数 ５２７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。

○会場内で出展者と多数のバイヤー
が接触できるよう、バイヤーにブー
スを回遊してもらい、出展者に対す
るアドバイスを実施。



９

【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 ５,２３０件
【直接アウトカム】
・利用者の役立ち度 ９９．８％ ［中期計画目標 ９０％以上］

①海外事業可能性調査（Ｆ／Ｓ）の実施

○海外投資や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］ソフトウェアのベンダー企業が顧客の海外展開に対応

・既存顧客のメーカー等の東南アジアへの展開につれて、現地子会社でも
ソフトウェア導入ニーズが高まっていることから、海外での提携、駐在員事
務所設立等を視野に事業化可能性調査を実施。

シンガポールとタイでのアウトソーシングパートナー候補の検証を行い、

②国内外での展示会出展支援

④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 １８０社

【アウトプット】 ・支援企業の課題解決率 ９７．８％
（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 ７展示会、出展企業数 ６６社
・国内の国際展示会 ７展示会、出展企業数 １９６社

【アウトプット】
・商談件数 ３，５７８件

【アウトプット】
・セミナー回数１５９回、参加企業数３，９２３社、参加人数５，２２９人

③海外展開等を目指す中小企業の掘り起こし

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、日本貿易振興機構の海外展示会事業を活用。
また、ＭＯＵを締結している海外支援機関が主催する展示会にお
いて、機構支援企業用に出展ブースを確保

順位 対象国 支援数

１ タイ ３０

２ ベトナム ２９

３ インドネシア ２１

４ 中国 １０

５ 香港 ９

対象地域（上位５カ国）
26%

27%

8%

28%

5%

6%

製造拠点設⽴（海外直接投資）

販売拠点設⽴（海外直接投資）

委託生産・加工

輸出

輸入

その他

専門家のアドバイス等により、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。

６００社の候補から１０社以下まで絞りこみ訪問。

それぞれの国で、海外展開可能な目途を立て
ることを実現。

現地プレゼンテーションの様子

（１） 海外展開支援（１） 海外展開支援

２．経営基盤の強化



⑤海外企業との商談会を積極的に開催

⑥ＳＭＥワールドビジネスサポートの立ち上げ

海外展開支援を行う民間企業のネットワークを構築し、中小企業を
サポート（ＳＭＥワールドビジネスサポート懇談会＜略称：SWBS＞）

【アウトプット】 ・商談企業数 ７１７社

【アウトカム】 ・商談件数 ２，２６８件
・成約額（見込みを含む） 約１１７億円

①－３中小企業総合展に海外企業を招聘

○機構が有するネットワークを活用し、海外志向の中小企業とこ
れを推進・サポートする組織とのビジネスマッチングの場を構築。

・インドネシア商工会議所と連携し、自動
車部品や金型などの成長が加速するイ
ンドネシア企業２０社を招聘し、東京と福
岡で商談会を開催（日本企業参加者数１
００社、商談件数２９０件、成約額（見込
みを含む）約１８億円）。

中小企業の海外進出ニーズの高まりを受け、海外企業を招聘し
ての商談会を開催。

ＭＯＵ締結機関等と連携し、中小企業総合展ｉｎ Ｋａｎｓａｉ に海外
企業を招聘。日本企業とのマッチングを促進（商談件数５１９件）。

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。

・ベトナム計画投資省企業開発庁、ベトナム商工会議所と連携し、産
業用機械、輸送機器部品、インフラ関連企業２０社の経営者等を招
聘し、東京と石川で商談会を開催（日本企業参加者数９７社、商談
件数３６０件、成約額（見込みを含む）約１３億円）。

ミャンマー商談会

・ミャンマー商工会議所連盟と連携し、イン
フラ関連、エネルギー、電気・情報通信、
機械関連企業２２社の経営者等を招聘し、
東京と大阪で商談会を開催（日本企業参
加者数１２０社、商談件数３７０件、成約額
（見込みを含む）約１９億円）。

・タイ工業省と連携し、航空機、鉄道、医
療機器部品分野の企業２２社経営者等
を招聘し、東京と広島で商談会を開催
（日本企業参加者数１２０社、商談件数３
８８件、成約額（見込みを含む）約２９億
円）。

１０

・ミャンマー、ラオス、タイ、ベトナム、フィリピ
ン、ブルネイ、カンボジア、シンガポール、マ
レーシア、インドネシアのＡＳＥＡＮ地域各国
の企業５０社を招聘し、東京と大阪で商談
会を開催（日本企業参加者数２８０社、商談
件数８６０件、成約額（見込みを含む）約３８
億円）。

①－１ 日・ＡＳＥＡＮ商談会＆交流会を初めて開催

○日・ＡＳＥＡＮ友好協力４０周年記念事業として「日・ＡＳＥＡＮ商談
会＆交流会」を東京と大阪で開催。 １０か国から現地企業を集め
た商談会は機構初。

①－２ ＭＯＵ締結国等の海外企業を招聘し商談会を開催

○ＡＳＥＡＮ地域を中心とする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。

インドネシア商談会

タイ商談会



（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 ８，２９６件
【直接アウトカム】
・法律認定件数 １１８件（累計 １，２１４件）
・事業化件数 １１９件（累計 ９９８件）
※販売達成金額累計 ８５９億円

・事業化率 ７９．６％ ［中期計画目標 ５０％以上］
※２３年度認定企業（認定後２年経過時点において事業化に至った割合）

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 ５，７５３件
【直接アウトカム】
・法律認定件数 ６７件（累計 ６１２件）
・事業化件数 ４６件（累計 ４６８件）
※販売達成金額累計 ４８５億円

・事業化率 ８１．７％ ［中期計画目標 ５０％以上］
※２３年度認定企業（認定後２年経過時点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

・織物業から建設業へ業態転換し、ログハウスの設計・施工・販売を行
う企業が、従来欧米からの輸入に頼っていたログ材を、国内調達に切り
替えるにあたり、安定した供給先の確保を喫緊の課題としていた。

一方で、需要減で伐採されないままのスギの老齢樹の計画的な伐採・
活用方法を模索していた地元森林組合との思惑が一致し、連携して事
業に取組むこととなり、農商工連携事業を活用。

機構のハンズオン支援により、これまでは社長一人が判断することが
多かったが、引き合いから顧客のアフターフォローまでのオペレーション
をマニュアル化し、組織的な対応が可能となるとともに、原価計算の見
直しを行った結果、経費削減や営業の効率化など大幅に改善。

［支援例］ スギの老齢樹の活用により、ログ材の輸入依存から

安定的な国内調達を実現

［支援例］ ＯＥＭ単独事業からの脱却を目指し、現代的デザイン

のニット製品を生産し、国内外への販路開拓に成功

・大手アパレルメーカー等へのＯＥＭ生産を主とした企業が、ＯＥＭ単独事
業からの脱却を目指し、「交編」（色・形状・素材が異なる糸を組み合わせ編
む）の技術等をベースに、現在に通用するデザインのニット製品を製造から
販路開拓まで一貫して取り組むことを計画し、地域資源活用事業を活用。

販路開拓では、パリの展示会や機構が開催した「クリエイティブ東京」へ
の出展支援・海外商談アドバイスにより、ニューヨークの高級セレクトショッ
プや国内有名百貨店と契約。現在、全国の百貨店や国内外セレクトショッ
プで取り扱われている。

開発製造面では、機構のハンズオン支援により、
事業の成長段階に応じた「社内生産協力体制の
確立」や「新たな人材確保による営業とデザイン
の強化」を実現。

現在、機構のＦ/Ｓ支援事業を活用し、香港・台
湾への販路を開拓中。

※２６年３月末新製品の販売金額累計 ２１８百万円

※２６年３月末新製品の販売金額累計
２０６百万円



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

②－２ 地域活性化パートナー企業との連携

②－１販路開拓・販路拡大に向けたフォローアップ支援

○販路開拓を支援するため、機構主催のマッチングイベントや各種展示
会への出展支援等を実施（出展者数 ９３社※）。
※ 「中小企業総合展」９１社、「第２５回 国際宝飾展」２社

○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

②－４ 地域本部独自の工夫による販路開拓支援

○近畿本部及び九州本部が連携し、食品分野の商談会である「テンク
ウマルシェ九州＋近畿」を開催。近畿地区のバイヤーと九州・近畿地
区の食品メーカーとのマッチングを支援（出展者数４８社、来場者数
約３００人、バイヤー名刺交換数延べ９５０枚、見積依頼・商談１３７件、
大手バイヤーとの個別相談６６件）。

〇中国本部において、中国５県をカバーする地元金融機関（４行）との
連携により、首都圏への販路拡大を目指す企業に対し、「販路開拓
サポートプログラム」を実施。プログラムは基礎的なセミナー、模擬商
談会、個別相談会、WEB相談会、フォローアップ個別相談会からなる
５つのステップで構成。WEB相談会については、スカイプを活用する
ことで、広島にいながら普段接触できない首都圏バイヤーとの商談を
実現。 （参加企業３１社、バイヤー１９社、商談件数１０１件、成約件
数７件）

○四国本部において、地元百貨店と連携して百貨店内に年間を通して
常設展示・販売スペースを設置。事業者の新商品開発に関する情報
発信・テストマーケティングの場として活用。１５社が参加。

こだわり商品展示会（五味商店）

JAPAN SHOP 2014（日経PR）

ときめき調味料選手権 2013
（日本野菜ソムリエ協会）

○日本野菜ソムリエ協会との連携により、調味
料選手権への参加機会を企画・提供。バイ
ヤー等からの商品評価を事業者へフィード
バック（参加企業数３３社）。東武百貨店、
エースとも連携し、店頭での試食販売による
審査を実施。３部門ある最優秀賞のうち２部
門を認定事業者が獲得。

○伊藤忠食品、五味商店、トレードショーオーガ
ナイザーズ、集中ＦＭエージェンシーとの連携
により、食品展示会に出展し、百貨店、スー
パーマーケット、レストラン等のバイヤー等と
のマッチング機会を企画、提供（６回、参加企
業数５６社）。

○繊研新聞社、スペースメディアジャパン、日経
ピーアール、ＵＢＭメディアなどのパートナー
企業との連携により、主にファッション・雑貨・
ギフト・専門分野関係の展示会に出展し、専門
バイヤーとのマッチングやプレゼン商談会等
の機会をそれぞれ企画、提供（８回、参加企業
数１０８社）。

大手百貨店、スーパー、商社等の地域活性化パートナーとの連携
により、新商品・新サービスの首都圏等における販売機会等（小売店
でのイベント会場確保、展示会・商談会の開催等）を提供。

※２５年度末地域活性化パートナー企業登録数 １０８社

②－３ 地域資源商品等の情報をバイヤーに向けて発信

中小企業者の自発的な販路開拓・情報発信力の向上を目的とした
事業であるＲｉｎ ｃｒｏｓｓｉｎｇは、支援企業（メーカー）と会員バイヤー
の間に入り、市場ニーズのマッチングの場となるＷＥＢサイトや商談
会等を提供（会員バイヤー３２８名、支援企業１３７社）。



（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ＩＴ人材を育成。

【アウトプット】
・支援企業数 ３９社、支援回数 ５９２回
【直接アウトカム】
・課題解決率 ９５．７％ ［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 ２３４社、支援回数 ３，０９１回
【直接アウトカム】
・課題解決率 ９７．４％ ［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］ 経営システムの構築で計画経営を徹底し利益の出る
管理体質を構築し、黒字化を達成

鶏肉のフライ、カツや非加熱製品、鳥ガラ各種、冷凍食品等の生産を行う
企業は、３期連続赤字で収益性改善による黒字化が喫緊の課題。

機構は専門家を派遣し、年度事業計画や行動計画を策定し、月次のＰＤ
ＣＡを回し、年度事業計画を達成する経営システム構築を支援。

この支援を通して全員参加の風土・文化が醸成された結果、利益の出る
管理体質が構築され、黒字化を達成。また、経営基盤の強化により将来発
展のための自社商品開発に計画的に着手できるようになった。

※売上高の推移 ２２年８４７百万円→２４年８６１百万円（１．７％増）
経常利益の推移 ２２年▲４百万円→２４年１４百万円

【アウトプット】
・支援企業数 １５８社、支援回数 １，０１６回
【直接アウトカム】
・課題解決率 ９５．７％ ［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］ 経営管理情報の迅速かつ的確な収集・分析による
「攻めの経営」で改革実行に着手
乳酸菌複合飲食料品・菓子類の製造販売を行う企業は、市場環境変

化への対応力不足と製造設備の老朽化に伴う生産性の低下で収益低
迷が続き、抜本的な経営改革が必要であった。

また次世代幹部の入社により「現場改善プロジェクト」を開始したもの
の、抜本的な改革の道筋に苦慮。

機構は専門家を派遣し、経営基盤を整備するシステム導入を支援。

その結果、収益体質の強化に欠かせない経営管理情報の迅速かつ
的確な収集・分析が可能となり、「攻めの経営」に向けて営業・製造の各
部門で改革実行に着手。

※売上高の推移 ２２年２，８５７百万円 → ２５年３，０８５百万円（８．０％増）

経常利益の推移 ２２年９百万円→ ２５年５０百万円（４５５．６％増）

［支援例］海外取引の拡大に向けて経営基盤を強化

除雪機、草刈り機、高所作業機等の製造販売を行う企業は、近年、国内
需要の成長が見込めなくなったため、海外取引の拡大を検討。

ところが、①海外環境規制対策、②海外取引対策、③海外人材管理対
策等に問題を抱えていた。

機構は、海外取引の実務経験豊富な専門家を課題ごとに派遣し、課題
整理、対策の検討、体制構築、マニュアル作成等を支援。

その結果、海外取引を拡大するための経営基盤が強化された。

※売上高の推移 ２１年１，５４１百万円→２５年３，１０１百万円（１０１．２％増）

経常利益の推移 ２１年▲２０百万円 → ２５年２８０百万円



（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 ２９，１７４人
（中小企業者向け研修 ２５，１７７人、支援者向け研修 ３，９９７人）

・研修回数 １，１６２回
（中小企業者向け研修 １，０４６回、支援者向け研修 １１６回）

【直接アウトカム】
・受講者の役立ち度 ９７．７％ ［中期計画目標 ９０％以上］
（中小企業者向け研修 ９７．６％、支援者向け研修 ９７．８％）

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

○従来の企業向け短期研修及び施設の管理・運営業務に加え、
２５年４月から企業向け長期研修及び地域支援機関等向け研
修のうち研修企画に係るものを除いた業務についても民間競
争入札による民間委託を実施。

○企業及び中小企業支援担当者向け研修に係る業務のうち研
修企画に係るものを除いた業務並びに施設の運営等業務につ
いて、２６年４月から市場化テストによる民間委託を実施するこ
ととし、 ２６年２月に民間競争入札を実施（東京校を除く）。 １４

○工場管理者養成コースの受講者が、研修で学んだ改善手法を、自社に
合った形に工夫し部下を指導することで、「工程内不良」の半減を実現。

○経営管理者養成コースで「新規事業の立ち上げ」をテーマに課題研究
で取り組んだ受講者が、研修で学んだ財務やマーケティング面から改
善を試み、採算性の確保の目途が立ったことで、新規事業へ踏み出す
契機となり、県内産黒豆を活かしたコーヒー店を開店、初年度の年商目
標を達成。

○工場管理者養成コースの受講者が、課題研究で取り組んだ「鋳造不良
低減」を自社で実践したところ、不良率の３．９％低減、月額３５０万円
のコストダウンを実現し、顧客からのクレームが激減。

○工場管理者養成コースの受講者が、課題研究で取り組んだ「生産管理
部門の業務改善」を自社で実践したところ、帳票合わせ業務の作業時
間を月間６００分、受注処理業務を月間７００分削減。さらに「受入・払
出・棚卸業務」の改善に取り組み、作業時間を月間４４時間、人件費を
月間１１．３万円削減。

【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 ９６．６％
・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 ８９．９％

○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、ＩＴ化、小規模企業支援等の政策課題に対応した研
修、経営課題の解決策を見出す力を習得する長期研修や、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実施。

○研修前後も機構内の有機的な連携による支援を実施（専門家
継続派遣、中小企業総合展、Ｆ／Ｓ支援事業の活用等）。

【事例】

Ｆ／Ｓ事業に採択された金属製品製造業の企業が、Ｆ／Ｓ調査前に
大学校の「海外展開事業管理者研修」を受講。研修時に海外展開に向
けた事業計画書を作成し、事前にデータの整理や事業が成り立つかを
検証。これにより、海外でのＦ／Ｓ調査事業をスムーズに実施。



１５

【アウトプット】
・窓口相談件数 ５８件、出張相談件数 ６１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

○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、情報提供等を実施。

①経営改善・事業再生への対応

【アウトプット】
・受講者数 ２０，７４２人
・研修回数 ４５５回（４７都道府県）
【アウトカム】

・受講者の役立ち度 ９５．１％ ［中期計画目標 ９０％以上］

○認定経営革新等支援機関に対し、中小企業の経営改善・事業
再生計画の策定能力の向上を目的に、基礎的な知識習得を目
指す【基礎編】から計画策定、フォローアップ等まで実務能力を
高める５段階の「経営改善・事業再生研修」を実施。

【アウトプット】
・受講者数 ６３４人
・研修回数 １７回（理論研修 ４回、実践研修１３回）
※実績値は（５）人材育成実績の内数

○認定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。

○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を助成。

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。

【アウトプット】
・利用申請：２，２８１件（うち計画策定完了４９６件）

②消費税転嫁対策への対応

○平成２６年４月の消費税増税に備え、「消費税転嫁対策特別
措置法」の周知をはかるため、フォーラム及び認定支援機関
と連携した講習会を開催。中小企業者向けの講習会に先立
ち、認定支援機関向けに講師養成のための研修会を開催。
あわせて、パンフレット等による周知を実施。

【アウトプット】
・講師養成研修会（認定支援機関向け）

研修回数 ２４回、受講者数 ２，５０７名
・講習会（中小企業者向け）

開催回数 ８８８回、受講者数 １６，５７２名
・フォーラム

開催回数 ５回、受講者数 ３２２名

①－１経営改善・事業再生研修の実施

①－２ 経営改善計画策定支援

③認定経営革新等支援機関への支援

③－２ 認定経営革新等支援機関に対する協力

③－１ 認定経営革新等支援機関の認定を受けるための研修



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

○このほか、全国商工会連合会、日本商工会議所等が主催する
研修会等への講師派遣、情報提供等の協力（２７回） 。

①地域支援機関等への支援

（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

○地域支援機関等への訪問等を通じて把握したニーズを基に
地域支援機関等の担当者向けに講習会等を実施。

【アウトプット】
・受講者数 ７，０４５人 ・講習会回数 ２２３回
【直接アウトカム】
・受講者の役立ち度 ９７．８％ ［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事業引継ぎ支援全国本部の機能強化

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３８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、支援機関等のネットワークの強化を目的
として、事業承継支援者会議を開催（３０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、
地域金融機関等職員）を対象とするセミナーを実施（１４５回、受
講者６，１９７人、役立ち度９７.７％）。

○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
務家を対象としたセミナーを実施（２５回、受講者数２，４９２人、
役立ち度９６．４％）。

○中小企業経営者や税理士・中小企業診断士等の支援者を対象と
した事業承継/知的資産経営フォーラムを開催（参加者数４０７人）。

【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 ２，７４９件

○４１都道府県の連合会毎に商工会等の経営指導員等を対象に
中小企業支援力レベルアップ講習会を実施。

②優れた実績等を有する支援機関へのインターンシップ

【アウトプット】
・受講者数 １，２１５人 ・講習会回数 ４１回
【直接アウトカム】
・受講者の役立ち度 ９９．２％ ［中期計画目標 ９０％以上］

〇地域に密着し経営支援に取り組む地域金融機関職員、税理
士等を、経営支援に優れた実績等を有する支援機関へイン
ターシップ型で派遣する長期実践的な研修を実施。

【アウトプット】
・受講者数 １７５人（派遣先数 １７機関）

○全国４７都道府県に設置された事業引継ぎ支援センター等に対し、
専門家による助言、情報交換会（２回、参加者数７４人）を実施。

○事業引継ぎ支援全国本部の機能強化の一つとして、機構本部に
新たに「事業引継ぎ支援統括プロジェクトマネージャー」を配置し、
都道府県事業引継ぎ支援センター等からの情報収集や助言等を
実施。

○経営課題に応じた支援ナビ１１件、支援に活用できる支援ツー
ル９件、優れた支援事例１８件を作成し、ＨＰや講習会等で提供。



（９） 高度化事業（９） 高度化事業

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 ６３．０億円、貸付決定先数 ２２先
・交付額 ５０．３億円、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

３５０．６億円の貸付決定・資金交付。

・新規案件の初期段階における現地支援等件数 ７２３件
年度計画目標の１．２倍 ［年度計画目標 ６００件以上］

・貸付先に対する経営支援先数 ８８先、支援日数 ３８５人日

・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
２３１先
年度計画目標の１．８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
９５.０％ ［中期計画目標 ８０％以上］
※２１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）

（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 １８５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 ３９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 ３１地域、支援日数 ５３０．５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 ２４１先、支援日数 ７１２．５日

【直接アウトカム】
・利用者（協議会）の役立ち度 １００.０％
・利用者（商店街）の役立ち度 ９９．６％
［中期計画目標 ９０％以上］

１７

○正常償還先３２５先の決算書等の経営情報を整理分析し、経
営状況を把握の上、フォローアップを実施（１８３先）。

○償還猶予先・予定先に対して、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（３３先）。

○債権保全方法等の見直し（組合員貸付けの促進）について、都
道府県に対する説明会を実施（７回）。

宮崎県日南市では、中心市街地の活性化プロジェクトとして、住宅やク
リニックモール、商業等の複合機能をもつ施設を計画。

機構は、専門家などを活用して、当該施設の商業計画（コンセプト、テ
ナントミックス計画等）を中心に提言。

支援先の中心市街地活性化協議会からは、事業推進に具体的なアド
バイスを受け役に立ったとの評価を受けた。

事業主体となるまちづくり会社においては、商業床の構成や運営手法
について見直しが行われた。

その後も経営基盤強化のために、収益事業の構築や採算性の確保、
運営主体の強化について引き続き継続支援が求められている。

［事例］中心市街地商業活性化支援の例（日南市）

［事例］ 高崎卸商社街協同組合

昭和４１年建設の展示ホールの利便性・耐震性向上
のため、施設の建て替えを計画。事業構想の初期段
階から群馬県と連携し、施設計画・運営計画策定など
積極的に支援し、２５年度に高度化事業の貸付を決
定（総事業費１１．８億円、貸付決定額７．９億円）。 同組合の展示ホール



１８

①中小企業のものづくり支援

○各地域本部等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
アップから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 ２，３４４件
・フォーラム・ビジネスマッチング開催回数 １６回

（１１） 特定課題への対応（１１） 特定課題への対応

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 ５１２件

○廃棄物処理法、労働安全衛生法、省エネ法、化学物質管理
規制、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、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（１０７社
出展）。

中部地域のほか東北、関東、北陸、近畿、
中国、四国の中小企業も出展。

（商談件数２７３件、商談成立９件、来場
者数２，４５２人）

○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推進を支
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。

［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 ２６，００６件
・メールマガジン配信数 ９７，１７１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 ６，２０１万件 ［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

○日次で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
２６，００６件掲載、１日平均７０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」等で中小
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 １２，３９７件※このほか震災に係る経営相談を実施２，０６３件

【直接アウトカム】
・利用者の役立ち度 ９９.７％ ［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

全国本部の体制を強化し、３２人（統括プロジェクトマネージャー
１名、プロジェクトマネージャー３１名）を配置し、各再生支援協議
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

・中小企業再生支援全国本部の体制強化
専門家 ２４年度 ２４人→２５年度 ３２人

【アウトプット】
・再生支援協議会への助言件数 ９,１０７件
・再生支援協議会との協働支援件数 １７７案件（３９協議会）
・再生支援協議会への再生支援専門家の派遣４案件７０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を実施。

【アウトプット】
・研修受講者数 １８７人、研修回数 ３回
【直接アウトカム】
・受講者の役立ち度 ９９．４％ ［中期計画目標 ９０％以上］

①－１ 中小企業再生支援全国本部の機能強化

①－２ 再生支援協議会の専門家等に対する研修等

○金融機関、専門家、協議会向けに、「金融円滑化法終了後の
中小企業再生の進むべき方向とは」をテーマとしたセミナーを
開催（２回、受講者数８５３人、役立ち度９６．９％）。

３．経営環境の変化への対応の円滑化

金融円滑化法期限終了への対応として、平成２４年４月に公表さ

れた政策パッケージで示された方針に従い、「暫定リスケ」といった
再生手法等について新たなスキームを確立し、助言等を行うなど、
全国の中小企業再生支援協議会の再生現場での活動を支援。

○全国本部にプロジェクトマネージャーを新たに８人配置し、再
生支援協議会による再生支援体制を強化。

○再生支援協議会事業の円滑化を図るため、全国４７協議会
の統括責任者が一同に会する実務者会合を開催（２回）。

○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、
利用企業・金融機関・外部専門家からの外部評価を実施。ア
ンケート集計結果は、各再生支援協議会へフィードバック。

②事業引継ぎ支援全国本部の機能強化（再掲）

○全国４７都道府県に設置された事業引継ぎ支援センター等に対し、
専門家による助言、情報交換会（２回、参加者数７４人）を実施。

○事業引継ぎ支援全国本部の機能強化の一つとして、機構本部に
新たに「事業引継ぎ支援統括プロジェクトマネージャー」を配置し、
都道府県事業引き継ぎ支援センター等からの情報収集や助言等
を実施。

１９

（参考）

○各再生支援協議会は、サブマネージャー３７人を新たに配置
して中小企業支援の拡大及び質の向上を図り、体制を拡充。
１，２９４社に対し、再生支援専門家を派遣を実施。

○各再生支援協議会における再生計画策定数は、２，５３７件
（２４年度１，５１１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
【アウトプット】
・出資契約数 １０ファンド （累積出資契約数 ４３ファンド）
・出資契約額 １５４億円 （累積出資契約額 ６０８億円）
・ファンド総額 ３２８億円 （累積ファンド総額１，３６４億円）
【直接アウトカム】

・投資先企業数 ３７社 （累計 ２４７社）

【中間アウトカム（参考指標）】
・再生終了企業数 ２５社 （累計 １６１社）
・再生終了企業の雇用者数 １，９３９人 （累計 ９，３２９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。

※ニーズの把握等のための地域金融機関、財務局等への訪問回数

地域金融機関２１回、財務局２回、都道府県２回、協議会３回

○組成実績のなかった三重県や山口県における県内の金融機
関、信用保証協会と連携したファンドなど、昨年度に引き続き
過去最多となる１０ファンド、総額３２８億円（出資契約額１５４
億円）の中小企業再生ファンドを組成。 ○これまで１６１社が再生を果たし、９，３２９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 １社、保証件数 １件、保証額 ９８百万円
・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。

経済産業局、都道府県、中小企業再生支援協議会等と連携し、
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の投資事例］

長崎県佐世保市の老舗観光ホテルは、団体客から個人・少数への旅行形
態の変化や景気低迷で業績が悪化、借入金返済が滞り苦境に陥っていた。

多くの地元取引先や従業員を抱え、地域経済や雇用に大きな役割を果たす
同社の再生のため、機構出資の「九州中小企業支援ファンド」が投資を実行。

ファンドが金融機関から債権を買い取り借入金を大幅に圧縮、ホテル再生
の専門家を新社長として招聘、リニューアル投資など再生に取り組んできた。

経営改善の効果が出てきたことから新たなスポンサーを探していたところ、
地元地銀の紹介により冠婚葬祭業大手（本社：長崎市）へのＭ＆Ａが成立。

スポンサーへの株式売却、地元地銀へのリファイナンスによりファンドのエ
グジットが完了し、スポンサーとの事業シナジーにより業績拡大に取り組む。



［中小企業倒産防止共済］
・貸付件数 １,２１８件、貸付額 １０６億円

・審査期間１０営業日以内の割合 ９５．９％
［中期計画目標 ８０％以上］

・平均審査期間 ６．３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

②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、地方公共団体の役員等に対して制度普
及等の連携協力を直接働きかけ（役員の訪問先数 ８９先）。

○インターネットによる小規模企業共済の動画広告を確定申告時
期に合わせて約１か月配信。機構ＨＰに新たに小規模企業共
済をわかりやすく紹介したページを掲載。

④契約者サービスを向上

［中小企業倒産防止共済］
・加入件数 ３６，９６４件 ［年度計画目標 １６，０００件］
２４年度加入件数 ３９，９７８件、在籍者数 ３５．２万社

［小規模企業共済］
・加入件数 １０６，６４７件 ［年度計画目標 ７０，８００件］

２４年度加入件数 ９９，４９３件、在籍者数 １２２．６万人

［小規模企業共済］
・共済金支給件数 ７１,１９０件、共済金支給額 ５,４４４億円

③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
ターにおいて顧客ニーズの蓄積・分析。オペレータ向けＦＡＱを適宜
作成（３５件）、修正（２２件）。

○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（２１，７９４件／年、昨年度比１．３倍）

○インターネット、スマートフォン用の制度説明用ページを作成し顧客
への情報提供を強化。

【２５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（３１８回）

○地元関係機関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、２市
・小規模企業共済：１県、２市

○代理店や委託団体別の加入促進運動

○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、幅広い加入促進の効果により、過去
１５年間で最多の実績を確保。

【金融機関の加入促進の例】

○四国地域の信用金庫と連携し、小規模企業共済制度の加入
者および加入予定者向けに貸出金利を優遇する融資制度を
同信用金庫が創設。加入実績は前年度の約３倍（２４年度３８
件→２５年度１２３件）に増加。

○具体的な加入促進策を策定し、積極的に加入促進を実施す
る金融機関に対しインセンティブを与える特別手数料制度（モ
デル代理店制度）を拡充。制度エントリー代理店数が大幅に
増加（２１９先→２８０先）し、金融機関からの加入実績は前年
同期比１２．９％増加。

○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。

機構HPの制度紹介ページ 配信した動画



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 ４１案件（累計完成案件数 ６１６案件）
・完成区画数 １５７区画（累計完成区画数 ３，４１７区画）
・完成面積 １０，４４６㎡ （累計完成面積 ２１９，８６８㎡）
※累計完成面積は東京ドームグラウンド換算で17個に相当

・市町村数(累計） ５１市町村
【アウトカム】
・入居事業者数 ２，８１９事業者（前年同期比３５者増）
・仮設施設での従業者数 １１，９８３人（前年同期比２１４人増）

（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、迅速に仮
設施設を整備。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。

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
避難指示解除準備区域だった田村市の一部への避難指示が２６年
４月に解除されることを踏まえ、避難住民の帰還支援の一環として、
被災中小企業６社（小売業５社、飲食業１社）と商工会が入居する共
同店舗を田村市に２か所整備。

共同店舗（田村市 岩井沢）

④被災中小企業施設・設備整備支援事業

○被災道県（北海道、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。

※青森県は、25年度の貸付実績なし。

○機構は被災県に対して必要な資金を貸付け。併せて、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
（２４先 ４１．０人日）。

○中小企業大学校仙台校において、中小企業者を対象とした復
興支援セミナーを自治体と連携して実施。

③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 ５回、受講者数 ６１人

②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

○地方公共団体や中小企業庁・国土交通省等から要請のあった
６市町（大船渡市、陸前高田市、南三陸町、気仙沼市、女川町、
富岡町）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（６８回）。

【アウトプット】
・貸付先数 ５道県、貸付額３５０．６億円 (累計１３２９．２億円）
【アウトカム】
・貸付対象者への貸付決定先数 ２８４先(累計５３９先）
・貸付決定額 １５６．２億円（累計３５６．３億円）



⑤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。

○被災中小企業並びに被災地域の地方公共団体及び支援機関
に対して震災復興支援アドバイザーを派遣し、中小企業の事
業再建並びに地域経済の再生及びまちづくりに向けた再建計
画の策定等の支援を実施。

○仮設施設入居事業者の本格復興を支援するため震災復興支
援アドバイザーによる巡回助言を実施。

※仮設施設入居事業者に対する支援
（岩手県４３５社、宮城県３３４社、福島県１２５社、計８９４事業者）

○被災した商工会、商工会議所からの要請に応じて、現地で定
期的に出張相談窓口を開設。

※石巻商工会議所 派遣人日数５１．０人日、相談件数合計８５件

南三陸町商工会 派遣人日数４７．５人日、相談件数合計１０２件

○福島県内の商工会議所に対し公認会計士を派遣（日本公認会
計士協会との業務提携 相談件数５０件、派遣人日数１０．０
人日）。

【アウトプット】
・経営相談件数（出張相談を含む） ２，０６３件
・アドバイザー派遣支援先数 ３００先

（中小企業２３８先、地方公共団体等６２先）

・アドバイザー派遣回数 ３，１１３回
・アドバイザー派遣人日数 ２，８２４．０人日
【アウトカム】
・役立ち度(アドバイザー派遣） １００．０％

【復興支援アドバイザー支援事例】

○岩手県北部で水産加工を行っていた食品加工業組合は、被災により事
務所、加工場等建造物や製造設備関係が全壊し甚大な被害を受けた。

同組合は、復旧工事を完了し、本格稼働したものの、その間に取引先
が離れてしまい、販路拡大、売上拡大を模索していた。

機構は､売上拡大に向けた新商品開発
のため、経営士、中小企業診断士を派遣。

社内公募制による３アイテムの商品化、
継続的に商品改良のための開発体制の
基礎作りの支援も併せて実施。

開発した新商品

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。

⑥「産業復興機構」（再生ファンド）への出資

【アウトプット】
・出資（支出）額 ７１億円 （機構出資契約済額 ２９６億円）
【アウトカム】
・債権買取先数 １４８先 （累計２２４先）
・債権買取額 ９８億円（累計１５９億円）

○組合員集会への参加（５回）のほか、投資委員会へのオブ
ザーバー参加等（７３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。

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。

⑦「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

【アウトカム】
・助成件数２０件、助成金額 ４９百万円

２３



○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。

⑧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 ２２８件 利子補給額 ９．５億円

○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、県の財団法人を経
由して利子補給を実施。

⑨利子補給を行う基金を運営

【アウトカム】
・利子補給件数 ４，１９２件 利子補給額 ４．６億円

⑬被災地域の中小企業等への販路開拓支援を実施

【アウトプット】
・東北３県いただきマルシェ 参加企業 ２２１社

○被災中小企業の商談・展示会「東北３県いただきマルシェ」を
東京、大阪で開催。延べ２２１社の出展者に対して震災復興
支援アドバイザーが販路開拓に関するヒアリング、アドバイス

⑩被災地域への企業誘致支援

○小規模企業共済事業について、災害緊急相談窓口で災害時貸
付に係る相談に対応するとともに、被災者の緊急な資金需要に
迅速に対応できるよう即日貸付を実施（小規模企業共済災害時
貸付 １５件、６０百万円）。

○小規模企業共済の災害時貸付けの適用及び特例（２７年３月末
まで延長）として、通常の災害時貸付けを適用するとともに、直接
被害については、無利子（無利子貸付３３件、１６６百万円）。

⑫小規模企業共済制度の特別措置

⑭警戒区域等に設定された地域の賑わい回復支援

○原子力発電所事故に伴い、警戒区域等に設定された福島県
の１２市町村を対象に、住民の帰還や賑わいの回復を通じて、
地元中小企業の活性化を図るための復興イベントを実施す
るために必要な経費を助成。

※２５年度助成実績：富岡町、南
相馬市（小高区）、川内村）。

川内村のイベント

東京会場

を行い、課題解決へのアドバイス要望の
あった１４社に対して震災復興支援アドバ
イザーを派遣し、販路開拓の支援を実施。

⑪被災地方公共団体への用地の無償譲渡

２４

○福島復興再生特別措置法の認定重点推進計画に基づき、福
島県及び相馬市からの要請を受けて、２５年７月にいわき四
倉中核工業団地を福島県に、相馬中核工業団地を相馬市に
無償で譲渡（２団地、５８ｈａ）。

○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により
用地等情報を提供（閲覧実績 ２，５２２件）。



４．期限の定められている業務

①業務期限の定められた産業用地は全て譲渡

２５

【アウトカム】
・譲渡面積 ３２団地４８６ｈａ

・企業への譲渡 ３６件 ７８ｈａ ※7団地が完売

・地方公共団体への譲渡 ２３団地 ３５０ｈａ

・福島特措法に基づく無償譲渡 ２団地 ５８ｈａ

産業用地分譲業務等産業用地分譲業務等

＜事例＞
○団地特性や設備投資動向の動きのある業種へのアプローチ等によ
り以下の譲渡が実現。

○立地動向に即した分譲促進活動等

・地方公共団体と協働した企業訪問、立地セミナー等の誘致活動を
強力に推進。

・既立地企業や団地所在地域の企業へ増設の働きかけ。

・設備投資や物流面で動きのある業種や企業へアプローチ。

・ＢＣＰを考慮して新規立地を検討している企業への提案。

○地方公共団体等への一括譲渡に向けた取組み

・地方公共団体と協働し、従来以上の積極的企業誘致活動を期限
終了まで展開。

・残用地が多い団地について、地方公共団体に対し企業誘致の継
承を打診。全ての地方公共団体の了解を得て、一括譲渡。

・一括譲渡した地方公共団体等に対し、企業誘致手法、価格決定
方法、分譲手続等のノウハウを移転。

・各団地総点検を行い、産業用地機能維持に必要な整備を実施。

②期限内業務終了に向けた具体的な取組み

○業務期限内に１件でも多く企業立地を実現するとの方針のもと、
分譲促進活動を実施。

○企業への譲渡による完売が困難と見込まれた団地は、所在地
方公共団体へ一括譲渡の協議を実施。

○業務期限の定められた産業用地は全て、企業または地方公共
団体等に譲渡（３２団地４８６ｈａ）。

○機構設立時保有の６３団地１,２１１ｈａを全て譲渡し業務終了。
５３２件の企業立地を実現。

○工配勘定の平成２５年度末純資産は１４９億円。産炭勘定の平
成２５年度末純資産は０。

○各地方公共団体等との協議を重ね、引受を依頼した２２の地方公
共団体等への一括譲渡を実施。

○福島特措法に基づき福島県及び相馬市に無償譲渡を実施。

・震災復興の動きを背景にした東
北地域の物流関連施設が立地
（７件１４ｈａ）。

・既立地企業の買増や団地所在地
域企業の域内増設（６件９ｈａ）。

完売した旭川リサーチパーク



Ⅱ．業務運営の効率化

２６



２７

一般管理費
（管理部門の

人件費・管理費）
平均▲４．３％

人件費

運営費交付金
（業務経費） 平均▲６．０％

２５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 ４．３％の削減 ※２０年度比 ２１．５％の削減
【中期計画目標 毎年度平均で前年度比 ３％以上削減】

○旅費の削減、法定外福利費の見直し等

○公用車の見直し

○給与特例法に基づく役職員給与の削減

２０年度 ２５年度

■人件費の削減・給与水準の適正化
・１７年度比 ２５．２％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］

○地域手当の適用率の抑制、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 １１２．３ （地域・学歴勘案１０３．３）
※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、２４年度１１２.６

■運営費交付金（退職手当を除く）の削減
・平均 ６．０％の削減 ※２４年度比 １．１％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 ▲２５．２％

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 毎年度平均▲３％以上

目標 抑制に努める
（参考） ▲６％以上(18年度～23年度）

目標 毎年度平均▲１％以上

※常勤職員数（任期付職員等を含む） ２１年度期初 ８８０人→ ２５年度末 ７６０人（２４年度末 ７５９人）



２８

○「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年度に引き続き、真にや
むを得ない随意契約を除くその他の随意契約の０件を達成。

○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（１７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、２４年度後半及び２５年度前半の契約のう
ち、１者応札案件を中心に点検を受けた。

○仮設施設整備事業の工事契約は、主として緊急随意契約等により行い
竣工までの時間短縮を図った。業者選定方法は、特定業者間の見積
競争方式、登録業者間の見積競争方式、一般競争入札方式の３種類
の方法を併用し「仮設工場等工事契約先決定委員会」で審議し、競争
性、公平性の確保に努めた。

○２５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２４件（１８．４億円）と
前年度より７件（７．０億円）増加。全体では、１００件（４４．０億円）と、
前年度より１６件（１４．１億円）増加。

・件数ベース 前年度比 ▲１４件（前年度比▲５．９％）

・金額ベース 前年度比 ▲５３．８億円（前年度比▲４６．０％）
※震災関連の契約 （うち随意契約）

３７件、１５．０億円（３３件、１３．４億円）
創業関連契約及び再生関連契約 （うち随意契約）
１４１件、３３．６億円 （９４件、２６．３億円）

【震災・創業・再生関連を除く真にやむを得ない随意契約の実績】
・件数ベース 前年度に比べ＋１７件（前年度比＋２２％）

・金額ベース 前年度に比べ＋２．０億円（前年度比＋９％）
※増加要因：近畿本部の移転に伴う契約等

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年度に引き続き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新規事業の実施、既存事業の一層の強化・効率化を図
るための組織・人員配置の見直し

①－１ 財務会計部門の効率化

○財務会計部門のより効率的な業務運営を図るため、調達・管
理グループと経理グループを統合し、財務会計部門全般を所
掌する「財務部」を設置（４月）

①－３ ワンストップサービスのための効率化・一元化

○地域本部によるワンストップサービスを本部がより効率的かつ
一元的にバックアップできるよう、新事業支援部と経営基盤支
援部を統合し、経営支援部を設置。（１０月）

①－２ 販路支援の強化

○Ｗｅｂによる国内外の販路支援を推進するため、企画部に「販
路支援企画課」を設置（４月）。

〇国内・海外の販路開拓支援を強化するため販路支援部を新た
に設置し、部に販路支援課を設置（１０月）。

①－４ 重点事業の推進のための体制整備

○ものづくり連携支援課、支援機関サポート課（経営支援部）、大
学校運営支援課（人材支援グループの設置）（１０月）

〇国内・海外の販路開拓支援を強化するため販路支援部を新た
に設置し、部に販路支援課を設置（１０月）。（再掲）

①－５ 組織活性化と業務改革のための体制整備

○東日本大震災への対応（仮設施設整備事業）のため、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

②機構をあげて緊急の課題に対応

○組織活性化と業務改革に取り組むために、総務部に２６年４月
から「業務改善推進室」を設置することを決定。



○離島などの地域をまるごと支援

【九州本部】

○従来の個社支援から一歩踏み込んで、特定の地域全体に対し
地元自治体や支援機関と連携した支援を行うことで、より効果的
な地域活性化目指す「地域まるごと支援プロジェクト」を立ち上げ。

九州地域の抱える大きな課題である離島振興の新たな取組み
として、長崎県新上五島町（五島列島）に対し、同町を代表する
特産品「五島手延べうどん」について、業界の現状分析を皮切り
に、マーケティングやブランディング、販路開拓（ネット通販の基
礎知識習得）まで、ワークショップ形式で一貫した支援を実施。

２９

【近畿本部】
○ｉＰＳ関連産業を日本の成長産業に押し上げるための一助となる
べく、ｉＰＳビジネス促進拠点の形成、ｉＰＳ関連機器開発への参入を
促進。

具体的にはＣＣ京都御車をｉＰＳ関連の情報集約・発信、マッチング
拠点として位置付け、確立するためにｉＰＳアカデミアジャパン（株）と
連携し、次の取組を実施。
◇ ｉＰＳ関連機器開発参入促進セミナーの開催
◇ ＣＣ京都御車内にビジネス促進拠点としてショールームを開設。

ｉＰＳビジネス促進拠点の活動を通じて、近畿管内のものづくり企業
を中心に、開発プロジェクトが７件始動し、うち３件が既に製品化まで
進んでいる。

○地域の創意を結集し新事業・新商品を創出

【北海道本部】
○北海道のものづくり産業の活性化に取り組むため、北海道発
の次世代ＥＶの研究開発・利活用プロジェクトを立ち上げ、道内も
のづくり企業７社をコア企業とした「北海道発ＥＶ研究開発・利活
用研究会」を発足。

平成２５年度北海道自動車関連産業等展示会において、当研
究会の取組を紹介。

○女性の感性を活用した特徴ある取組

【四国本部】

○ ２１年度に四国内の地域資源を活かし、中小企業者、農林水
産業者等、地域が一体となった新商品・新サービスの開発及び
地域振興モデルの輩出に着手（四国サイコーダイガク）。

２５年度は、食に関する地域資源を活用した事業を行う小規模
事業者等を対象に、女性の感性・意欲を事業にどのように生かし
ていくかというテーマの講義と新商品開発等の個別支援を実施。

◇ 講義等：ワークショップ形式を中心とした講義を８回開催。地
域において面的な広がりを見せている企業での実地研修（２
回）、この種の取り組みを志向する事業者との交流会（3回）を
実施。

◇ 個別支援：講義において、支援の動機づけと基礎知識の習
得を行った後、参加者ごとにテーマを決めて、専門家派遣やテ
ストマーケティングの実行による支援を実施。

◇ 上記支援の結果、創業2件、事業化4件、商品化6件という成
果が出ており、大手企業と商談中の参加者も存在。

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 ５０．３％ ［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

３０

○関東本部において、地域金融機関等と一体となって中小企業支
援を推進。これまで４３金融機関と業務提携を締結。

山梨中央銀行とは「山梨連携ソリューション会議」を開催（２回）
し、支援案件の対応等を協議。県内経済を担う有望中小企業へ
の専門家派遣事業による新規支援（１社）、継続支援（２社）、
ニーズ調査（２社）を実施。また当行が主催したタイへの食品輸
出をテーマとしたセミナーに講師を派遣。

［業務提携の締結］
・２５年度における新たな業務提携締結機関 １０機関
金融機関等 １０機関

（大垣信用金庫、神奈川銀行、大同生命保険株式会社、
京葉銀行、宮崎信用金庫、都城信用金庫、南郷信用金
庫、高鍋信用金庫、延岡信用金庫、湘南信用金庫）

・業務提携締結機関（累計） ２４７機関
金融機関等 １７４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 ４８テーマ、研修回数 ５６回、受講者数延べ ３１６人

各階層別研修のほか、若手職員を対象とした企業の計数管理・分析の能力
向上をねらいとした研修、中堅課長代理職員を対象とした「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」に資する研修等を実施。

※中小企業診断士養成課程 １人、省庁や外部研修機関が実施する新政策、
会計事務、内部監査、ＩＴ活用能力、投資事業管理等専門分野の研修 ５１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（５回）、新事業創出支援事業担当職員（２回）

②外部人材を有効活用

○専門性・多様性の確保・強化のため、外部専門家の選考は、公募
のほか、関係機関や専門家による推薦等のネットワークを活かし
た人材発掘を行い、特定分野に深い造詣を有する人材を確保。

［職員の専門性］ ※２６年１月現在
・資格保有者 ３２４人
中小企業診断士 １０８人、宅地建物取引主任者 ７０人、行政書士 １６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 ５人、ファイナンシャルプランナー（ＡＦＰ） １４人、
ファイナンシャルプランナー（ＣＦＰ） ５人、情報処理技術者 ３２人、
１級土木施工管理技士 １６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 ６人、商業施設士 ２人、証券アナリスト ７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 ７４人
博士（工学） １人、ＭＢＡ（経営管理学修士） ５人、ＭＢＡ以外の修士 ６８人

・外部人材総数 ２５年度当初 ３，７７１人→ ２５年度末 ４，１６９人

○近畿本部において、地域支援機関、大学等と連携し、特徴あるベ
ンチャー・中小企業が新たなビジネスチャンスを見出し、市場創
造を展開していくことを目的とした新事業開発の推進をコーディ
ネート。

具体的には、３つの分野（①リチウムイオン電池関連、②有機Ｅ
Ｌ、③食品加工装置、④自動車）でベンチャー・中小企業と中堅
企業・大企業が参加する「イノベーション会議」を開催し、大企業
からは市場ニーズや業界環境など情報提供、ベンチャー・中小
企業からは保有技術の情報交換等を実施。

具体的な成果として、次世代有機ＥＬ照明の技術開発に取り組
むベンチャー企業が、大手住宅メーカーの課題解決に向けた提
案を実施。また機構は、「イノベーション会議」参加企業に対し、
専門家派遣等による経営支援を実施。



３１

①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、Ｊ－Ｎｅｔ２１ 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（５
回開催、４７社出席）。お客様の意見やニーズは機構内で情報
共有し、意見を参考に適宜業務改善や新たな事業を実施。

③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の地方事務所の共用化等については、
近畿本部がJETRO大阪本部と同一ビルに入居（２６年１月）。
すでに同一ビルに入居している東北及び沖縄に加え、その他
の事務所においても、会議室の相互利用を促進等（機構会議
室３９回、ジェトロ会議室３３回）。

○東京校施設の売却等については、中小企業者や中小企業支
援機関等のニーズ、利便性に配慮しつつ、処分に向けた検討
を進めた結果、効率性・利便性の向上、小規模事業者、支援
機関等向け研修の充実や創業支援等新たな政策課題への対
応の観点から、現東京校は長期研修に重点化する一方、小規
模事業者等向けの研修は都心部で賃貸施設を用いて実施（２
６年１０月から研修開始予定。）することにより、機動的な研修
体制を構築することとした。また、東京校施設の一部（宿泊棟）
を創業支援施設に改修し、地域の創業拠点とすることとした（２
６年１０月から支援開始予定。）。

（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

⑥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）。

②事業・業務の廃止・効率化等を推進

○中心市街地商業活性化アドバイザー（商店街）派遣事業、商業
活性化アドバイザー派遣事業を、２５年度をもって廃止すること
を決定。

○高度化出資業務及び中心市街地活性化法に基づく出資業務
については、学識経験者及び商店街関係の外部有識者からの
意見聴取を行い、２５年度をもって業務を廃止することを決定。

④受益者負担の見直し

⑤理事長のリーダーシップ等

○理事長のリーダーシップのもと、日本再興戦略や小規模事業
者への支援の重点化など国の政策展開に貢献する強化業務
を定め、２６年度から始まる第３期中期計画に反映。販路支援
部の新設など組織体制を整備し、その取組に着手。

○第３期中期計画を着実に実施していくため、理事長が担当役
員及び地域本部長に対し、主要業務の目標達成のための具
体的な取組みを中心にヒアリング、意見交換を開始。

○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→２５年度１９０万円 ※都道府県職員等は据置。

経営後継者研修は、２２年度は１１２．５万円であった受講料を
１２０万円に引き上げ。

○機構の認知度向上を図るため、動画共有サイト（ＹｏｕＴｕｂｅ）、
ＳＮＳ（フェイスブック）等を活用した広報活動を実施。

○幹部職員の円滑な情報交換、事務所以外での情報収集を行う
ため、タブレット型情報端末を導入。



Ⅲ．財務内容の改善

３２



平成２５年度損益計算書

３３

（金額単位：億円）

勘定区分 主な業務 経常費用 経常収益
経常利益
／損失

臨時損益等
前中期目標
期間繰越

積立金取崩
当期総利益

一般勘定

専門家派遣、新連携、インキュベーション事業（大学連携型）、ビジネス
マッチング、ファンド出資事業、地域資源活用支援、農商工連携支援、中小
企業大学校における研修、高度化事業、海外展開支援、仮設施設整備事業等
震災復興関連事業 等

375 551 176 4 1 182

産業基盤整備勘定 債務保証 2 5 3 8 0 10

施設整備等勘定 インキュベーション事業（新事業創出型）、産業用地（集積団地）の販売 20 19 △ 1 1 - △ 0

小規模企業共済勘定
共済金の給付、契約者への貸付
（参考）加入件数 １０．７万件、脱退件数 ９．６万件、

在籍者数 １２２．６万人
6,327 8,948 2,621 0 - 2,621

中小企業倒産防止共済勘定
契約者への貸付
（参考）加入件数 ３．７万件、脱退件数 ２．０万件、

在籍件数 ３５．２万件
1,878 1,891 13 △ 12 - 1

工業再配置等業務特別勘定 産業用地（中核団地、ＯＡ団地、頭脳団地）の販売【附則業務】 49 52 3 △ 5 10 7

産炭地域経過業務特別勘定 産業用地（産炭団地）の販売【附則業務】 13 33 20 △ 20 - -

出資承継勘定 旧産業基盤整備基金出資株式等の管理 0 2 2 0 - 2

法人単位 8,662 11,499 2,837 △ 25 11 2,823



平成２５年度貸借対照表

３４

（金額単位：億円）

勘定区分 主な業務 流動資産 固定資産 合計 負債
資本金

資本剰余金
利益剰余金
繰越欠損金

合計

一般勘定

専門家派遣、新連携、インキュベーション事業（大学連携型）、
ビジネスマッチング、ファンド出資事業、地域資源活用支援、農
商工連携支援、中小企業大学校における研修、高度化事業、海外
展開支援、仮設施設整備事業等震災復興関連事業 等

8,375 2,306 10,681 1,096 9,310 274 10,681

産業基盤整備勘定
債務保証
（参考）債務保証残高 ５８億円 116 348 464 12 435 18 464

施設整備等勘定
インキュベーション事業（新事業創出型）、産業用地（集積団
地）の販売

73 282 355 13 526 △ 184 355

小規模企業共済勘定
共済金の給付、契約者への貸付
（参考）加入件数 １０．７万件、脱退件数 ９．６万件、

在籍者数 １２２．６万人
36,415 56,532 92,947 94,793 153 △ 2,000 92,947

中小企業倒産防止共済勘定
契約者への貸付
（参考）加入件数 ３．７万件、脱退件数 ２．０万件、

在籍件数 ３５．２万件
4,753 4,968 9,721 9,240 473 7 9,721

工業再配置等業務特別勘定 産業用地（中核団地、ＯＡ団地、頭脳団地）の販売【附則業務】 159 2 160 12 44 105 160

産炭地域経過業務特別勘定 産業用地（産炭団地）の販売【附則業務】 95 10 105 105 △ 0 - 105

出資承継勘定 旧産業基盤整備基金出資株式等の管理 12 62 74 0 89 △ 15 74

法人単位 49,932 64,510 114,443 105,207 11,030 △ 1,794 114,443



（２） 一般勘定（２） 一般勘定

３５

（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） ▲５４億円
うち回収による削減▲３３億円、一般債権化による削減▲１８億円、
償却による削減▲５６億円、新たな不良債権化による増加＋５２億円

・（ファンド）出資金収益 ８２億円
※出資金収益８７億円と出資金損失▲５億円の相殺差額

○共済制度を安定的に運営していく上で必要とされる収益を長期的に確
保するため、共済金の支払いに必要な流動性を十分に確保するととも
に、安全かつ効率的な運用を行い繰越欠損金の削減に注力。

○運用状況は、３月開催の資産運用委員会に報告、併せて、基本ポート
フォリオの効率性について検証、効率性が保たれていることを確認。

○運用機関と四半期ごとにミーティングを行うとともに、２２年度に策定し
た評価基準に基づき、運用受託機関の運用状況について確認、的確
に評価し、モニタリングを適切に実施。

○運用状況の評価に基づき国内株式の運用受託機関構成を見直し。

○運用利回りは４．２８％を確保。繰越欠損金が２，６２１億円減少。

（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 ２，０００億円 （２，６２１億円の削減）
（機構発足時９，３６３億円、機構発足から２５年度までの削減
額合計 ７，３６３億円）

・運用利回り ４．２８％

（高度化事業）

○正常償還先の決算書等の経営情報を整理分析し、経営状況を把握の
上、フォローアップを実施再掲） 。

○償還猶予先・予定先に対して、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（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
面談等を通じてファンドごとのモニタリングシートを整備、運営状況を
適時・的確に把握。

投資報告により投資状況を定期的に把握するとともに、ファンドの決
算資料より投資先企業の財務状況等から企業の成長段階を把握。必
要に応じて、地域本部の経営支援を行う部署と機構の支援ツールの
活用について情報交換。

○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、回収業務
に関わる各種マニュアルの充実・改訂、債権保全調査員への業績評価
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
修の実施等の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、保有の必要性の
判断を行うとともに、会計検査院による指摘等を踏まえ、国庫納付
を実施。

・産業基盤整備勘定（経過業務）１５百万円（９月）

・一般勘定資産 ４５億円（３月）

（５） 保有資産の見直し（５） 保有資産の見直し

○法人全体で、２，８２３億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 ５，３９６億円（２４年度比９９億円増）

○在籍件数の増加及び平均掛金の増加等による収入増。

・掛金等収入 １，８３２億円（２４年度比４２２億円増）

○在籍件数の増加及び平均掛金の増加等による収入増。


