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独立行政法人中小企業基盤整備機構の中期目標期間評価の項目別意見取りまとめシート 

大項目：Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置  

中項目：２．経営基盤の強化                                                      

小項目：（３）未来志向の地域経済の活性化への取組み  ③中心市街地、商店街等における商業機能強化支援 

中 期 目 標 機構は、中心市街地が地域社会・経済に果たす役割、商店街が地域コミュニティに果たす役割

の重要性を踏まえ、地方公共団体をはじめとする関係機関と連携を図りつつ、調査研究、人材育

成、資金面で中心市街地や商店街等の活性化の支援等を行うとともに、中心市街地活性化協議会

や商店街振興組合等の商工団体に対する助言、調査等を通じて商店街等の商業機能及びマネジメ

ント能力の向上を支援する。 

中 期 計 画 中心市街地活性化に係る債務保証又は出資の申込みについては、業務方法書等に定めるところ

に従い信用力、採算性等について的確な審査を行い、リスクの合理的な分散と管理が確保され得

るかを適切に判断するとともに、標準審査期間１００日以内に諾否を決定する案件の割合を

８０％以上とする。 

業務の実績 ○第２期中期目標期間中における実績はなし。 

 

○中心市街地活性化法に基づく出資業務・債務保証業務については、「独立行政法人の事務・事

業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）等により、平成２３年３月９日に

新規受付停止。 

 

意見 の 指 標 ○標準審査期間１００日以内に諾否を決定した案件の割合 

○的確な審査に基づく、リスクの合理的な分散と管理の確保の状況 

意 見 等 評      定 （ 理由・指摘事項等 ） 

 

 Ａ＋    Ａ     Ｂ     Ｃ     Ｄ 
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独立行政法人中小企業基盤整備機構の中期目標期間評価の項目別意見取りまとめシート 

大項目：Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置  

中項目：３．経営環境の変化への対応の円滑化                                          

小項目：（１）中小企業の事業再編・転換等の促進  ②再生ファンドの組成促進等                    

中 期 目 標 企業が生産性向上を図るための事業活動等を支援する債務保証については、法律に基づき着実

に実施する。 

中 期 計 画 生産性向上を図るための事業活動等に係る債務保証の申込みについては、業務方法書等に定め

るところに従い信用力、採算性等について的確な審査を行い、リスクの合理的な分散と管理が確

保され得るかを適切に判断するとともに、標準審査期間１００日以内に諾否を決定する案件の割

合を８０％以上とする。 

業務の実績 ≪債務保証の申し込みに対する的確な審査の実行≫ 

○事業者の信用力、事業計画の実現性、事業計画に基づく資金回収の可能性、金融機関の支援体

制等について審査を実施。 

○保証の決定にあたり、機構役職員以外の有識者により構成された債務保証審査委員会を開催

し、保証案件の適否を審議した。 

○新規保証実行にあたり、既存保証先と業種、企業規模、業歴が集中しないよう、リスク分散を

図った。 

○的確に審査を実施し、機構設立以降の新規保証案件の保証履行（代位弁済）は無し。 

 

≪債務保証実行実績≫ 

○第二期中期目標期間中の保証応諾は、２５社、保証金額１３３億円。問合・相談５４６件、諾

否決定２５社。（債務保証の申込みは２５社） 

○保証審査に係る１００日以内に諾否決定した割合は９６％（２５社中２４社）であり、中期計

画の目標８０％を上回った。なお、平均審査期間５３日。 

 

＜第二期中期目標期間中の保証実績＞ 

 業種 業歴 売上高 資本金 従業員数 保証応諾額 審査期間 

平成21年度 

1 金型製造 52年 125億円 9億円 450名 10億円 76日

2 惣菜製造販売 28年 117億円 0.6億円 277名 3.2億円 39日

3 不動産 14年 338億円 38億円 125名 5億円 30日

4 寿司販売 59年 125億円 3億円 191名 2.2億円 33日

平成22年度 

5 はんだ製造 54年 43億円 0.5億円 119名 7.5億円 58日

6 自動車部品製造 66年 554億円 9億円 1,505名 15億円 40日

7 百貨店 60年 672億円 31億円 789名 5.1億円 95日

8 分析機器販売 62年 115億円 0.1億円 149名 5億円 47日

9 照明器具販売 25年 26億円 10億円 83名 1億円 117日

10 めっき加工 52年 24億円 1億円 109名 1億円 59日

11 壁材製造 3年 5億円 0.1億円 27名 0.7億円 24日

12 アパレル 27年 98億円 0.5億円 362名 15億円 25日
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13 建設業 64年 291億円 24億円 385名 4.7億円 72日

14 半導体関連製造 53年 300億円 40億円 357名 5億円 72日

平成23年度 

15 観光業 30年 316億円 8億円 3,888名 10.5億円 90日

16 特定人材派遣 36年 49億円 8億円 982名 3.75億円 27日

17 精密機器製造 36年 95億円 9億円 93名 1.5億円 56日

18 介護福祉業 1年 ― 0.8億円 13名 0.2億円 49日

19 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成型 57年 140億円 9億円 241名 2億円 66日

20 めっき加工 53年 23億円 1億円 109名 1億円 16日

21 副教材製造 55年 69億円 0.5億円 141名 9.5億円 29日

平成24年度 

22 電力サービス 9年 31億円 19億円 19名 3.5億円 45日

23 呉服小売業 63年 117億円 0.5億円 549名 5億円 76日

24 電子部品製造 58年 272億円 174億円 445名 15億円 43日

平成25年度 

25 建築資材製造 9年 10億円 1.8億円 12名 1億円 51日

 

≪制度普及のための取組≫ 

○債務保証業務の周知を図るため、本部及び地域本部において、債務保証制度を利用する金融機

関（都市銀行、地方銀行、信用金庫等）を中心に、ベンチャーキャピタル、事業者等、延べ 

１，０９５先に対して、訪問するなどの債務保証制度のＰＲ活動を実施。 

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 合計 

156先 188先 245先 198先 308先 1,095先 

○金融機関担当者と勉強会を行い、保証制度の活用方法等について意見交換を実施（１７回）。

○機構主催の連絡会、イベント・研修等で説明やパンフレットを配布（１５１回）。 

 

意見 の 指 標 ○標準審査期間１００日以内に諾否を決定した案件の割合 

○的確な審査に基づく、リスクの合理的な分散と管理の確保の状況 

意 見 等 評      定 （ 理由・指摘事項等 ） 

第二期中期目標期間中、保証審査に係る 100 日以内に諾

否決定した割合は 96％（25 社中 24 社）であり、中期計画

の目標80％を大幅に上回る水準が達成されており評価でき

る。ただし、審査期間が短くなったといったような傾向は

見られない。 

有識者による債務保証審査委員会が開催され、信用力、

採算性等について的確な審査が行われており評価できる。

また、業種、企業規模、業歴等に関してリスク分散が図ら

れており評価できる。 

債務保証業務の周知を図るために、期間中1,095先にPR

活動を実施した他、各種会合でパンフレットを配布した。

Ａ 
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独立行政法人中小企業基盤整備機構の中期目標期間評価の項目別意見取りまとめシート 

大項目：Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置       

中項目： ３．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      

小項目：                                                    

 

中 期 目 標 事後評価を徹底し、十分成果が得られていない事業や他の支援機関が十分類似のサービスを提

供している事業については、改善又は廃止して、新たなニーズに対応した事業やより効果の見込

まれる新たな手法での事業に資源を集中する。 

中 期 計 画 中心市街地活性化法に基づく出資業務・債務保証業務、商業基盤施設に限定する高度化出資業

務については、業務ニーズの的確な把握に努めるとともに、今後の業務実績等を踏まえた上で、

中期目標期間内に廃止等の見直しを行う。 

業 務 の実 績 ○ 中心市街地活性化法に基づく出資業務の一部・債務保証業務については、「独立行政法人の

事務・事業の見直しの基本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）等により、新規受付を

停止。（平成２３年３月） 

 

○ 当該業務に係る政府出資金については、同方針に基づき、平成２３年３月に国庫納付を実施。

１種信用基金（債務保証業務）については、２８億円を国庫納付。産業基盤整備勘定の出資

等業務に係る出資金については、その一部（４億円）を国庫納付。 

  

【参考】 

独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成２２年１２月７日閣議決定） 

・第１種信用基金（約２８億円）を国庫納付する。 

・産業基盤整備勘定の出資等業務に係る出資金について、その一部（４億円）を国庫納付する。

 

  

意 見 の指 標 ○業務ニーズの的確な把握 

意 見 等 評      定 （ 理由・指摘事項等 ） 

 

 Ａ＋    Ａ     Ｂ     Ｃ     Ｄ 
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独立行政法人中小企業基盤整備機構の中期目標期間評価の項目別意見取りまとめシート 

大項目：Ⅲ．財務内容の改善に関する事項                                    

中項目： １．財務内容の改善                                           

小項目：                                                       

中 期 目 標  その他出資事業については、出資先の経営状況を適切に把握するとともに、出資者として、当

該事業の政策的意義、地域経済への諸影響に留意しつつ、業務の改善等株主としての権利を活用

して適切に対処する。 

中 期 計 画  その他出資事業については、出資先の経営状況を適切に把握するとともに、出資者として、当

該事業の政策的意義、地域経済への諸影響に留意しつつ、業務の改善を求めるなど、株主として

の権利を活用して適切に対処する。 
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業 務 の実 績 ≪出資先第三セクター（以下、「出資先」という。）の経営状況の把握及び対応≫ 

○株主総会への出席をはじめ、現地訪問による中間決算ヒアリングや他の出資先及び地方公共団

体との協議等（延べ１８０回）を通じて、出資先の経営状況を適切に把握。各出資先に必要な

経営改善を求めるとともに、関係する地方公共団体に支援の継続・強化を要請した。 

○平成２２年度からは、経営知識の向上や出資先同士の交流を目的として出資先を対象とした

「研究会」を開催し。財務体質改善（平成２２年度）、省エネルギー対策による経費削減の効

果的な進め方（平成２３年度）、事業継続計画（ＢＣＰ）（平成２４年度）、リーシング・リニ

ューアル（平成２５年度）に関する講演及びグループディスカッションを通じた経営改善に向

けた取り組みの支援、各出資先間のネットワークの強化等に取り組んだ。 

○平成２３年４月、りんくう国際物流が借入金の返済に窮し債務超過状態となり民事再生手続き

を開始、平成２４年２月に会社解散し、平成２４年６月に清算を完了。 

○平成２４年度に制定した出資金の自己査定規程を基に、出資に係る株式の自己査定を実施し、

出資先のリスク管理の充実を図った。 

 

≪上記取組みの結果≫ 

○平成２２年度機構決算において、投資有価証券評価損５８８百万円を計上した（出資金回収

０）。 

○出資先に対し経営改善を求めた結果、平成２５年度末管理する出資先９社のうち、４社が繰越

剰余金を計上しており、なお５社が繰越欠損の状態であるが、５社中４社は欠損額を減少させ

ている。 

○出資先のうち、黒字かつ繰越利益のある広島空港ビルディングからは、６期連続で配当を受け

ているが、うち第２期中期目標期間中に受け取った配当金は５，２５０千円である。 

 

＜ＦＡＺ出資先決算状況＞ 

損益状況区分 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

黒字 ６社 ４社 ６社 ８社 ７社 

償却前黒字 ４社 ６社 ３社 １社 ２社 

償却前赤字 － － －  －  － 

 

財政状況区分 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度 平成２５年度

繰越利益(剰余金) ３社 ２社 ４社 ４社 ４社 

繰越欠損(資本金の1/2以下) ６社 ６社 ４社 ５社 ５社 

繰越欠損（資本金の1/2超） １社 １社 １社 － － 

債務超過 － １社 － － － 

注）平成２２年度から平成２３年度に1社減少したのは、平成２３年４月民事再生手続きを開

始、その後平成２４年２月に会社解散し、平成２４年６月清算を完了したもの。 

 

意 見 の指 標 ○出資先の経営状況の把握の状況 

○上記を踏まえた対応状況 
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意 見 等  評      定 （ 理由・指摘事項等 ） 

第二期中期目標期間中において、出資先及び地方公共団

体との協議等を延べ 180 回実施した点や、各出資先に必要な

経営改善を求めるとともに、関係する地方公共団体に支援の

継続・強化を要請した点で評価できる。 

期間中、1 社については債務超過に陥り民事再生手続を経

て解散に至ったものの(投資有価証券評価損 588 百万円)、残

り 9 社については、経営改善がみられたかあるいは横ばいの

状態が続いており、財務状況は徐々にではあるが改善されて

いる点も評価できる。 

引き続き、株主としての権利を活用した適切な対応が望ま

れる。 

Ａ 
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独立行政法人中小企業基盤整備機構の中期目標期間評価の項目別意見取りまとめシート 

大項目：Ⅲ．財務内容の改善に関する事項                                  

中項目：１．財務内容の改善                                          

小項目：                                                    

 

中 期 目 標 出資業務、債務保証業務、融資業務、施設整備等業務、共済業務といった財務の健全化を確保

すべき業務については、貸倒実績等を踏まえ、債権管理の徹底等を行うなど、適切な措置を講じ

る。 

中 期 計 画 債務保証業務については、新規保証に係る代位弁済率の抑制を図るための確実な審査の実施及

び債務保証先の業況に応じた適切な層別管理の実施、求償権の回収管理の徹底・適切な償却処理

を行う。 

業 務 の実 績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪代位弁済率の抑制を図るための審査≫ 

○事業者の信用力、事業計画の実現性、事業計画に基づく資金回収の可能性、金融機関の支援体

制等について審査を実施。 

○保証の決定にあたり、機構役職員以外の有識者により構成された債務保証審査委員会を開催

し、保証案件の適否を審議した。 

○新規保証実行にあたり、既存保証先と業種、企業規模、業歴が集中しないようリスク分散を図

った。 

≪債務保証先の層別管理≫ 

○債務保証先に対しては、 その業況に応じた層別管理を徹底し、貸付金融機関と連携し

て保証先の業況や返済状況を確認するなど、適切に対応を行った。 

○延滞・条件変更先及び業況悪化先については、今後の回収見込み等の状況の把握に努

めた。 

○完済先１２社、うち２社は、業況の良化等により、資金繰りが好転し金融機関借入を

全額繰上返済。 

○第二期中期目標期間中の、新規保証実行先に係る保証履行（代位弁済）は無し。 

※ 平成２２年に実施した保証履行（代位弁済）は、中小機構設立の際に旧産業基盤

整備基金から承継した新規事業法の案件。 

 

＜第二期中期目標期間 保証先・層別管理状況＞ 

層分類 平成21年度末 平成22年度末 平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

正常先 5社 13社 16社 19社 16社 

延滞・条件変更先 2社 2社 4社 3社 2社 

業況悪化先 1社 0社 0社 1社 1社 

保証履行先 0社 1社 0社 0社 0社 

完済先 3社 3社 0社 1社 5社 

合計 11社 19社 20社 24社 24社 

 

≪求償権の管理について≫ 

○求償権管理については、債権管理・回収の専門的知識と経験を有する専門員を活用し

回収の難易度に応じた求償権の効率的な管理を実施するとともに、実地調査による求
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償先の状況把握を行い、状況に応じた回収を促進した。 

○回収見込がなく償却要件を充たした求償権については償却処理をおこなった。 

 

＜第二期中期目標期間 求償先・層別管理状況＞ 

層分類 平成21年度末 平成22年度末 平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末

今後の回収見込みあり 31先 29先 25先 23先 20先 

(内訳) 難易度低 6先 5先 3先 2先 2先 

難易度中 17先 16先 12先 12先 11先 

難易度高 8先 8先 10先 9先 7先 

今後の回収見込みなし 49先 48先 37先 25先 24先 

(内訳) 法的清算 

手続実施 
26先 24先 17先 12先 14先 

その他 23先 24先 20先 13先 10先 

合計 80先 

（26社） 

77先 

（25社） 

62先 

（21社） 

48先 

（16社） 

44先 

（14社） 

 

＜回収・償却実績＞                            （百万円） 

項目 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 合計 

回収実績 41 

（12社） 

23 

（10社） 

22 

（10社） 

21 

（7社） 

15 

（8社） 

122 

（15社） 

償却実績 0 

 

53 

（2社） 

495 

（2社） 

562 

（5社） 

108 

（2社） 

1,218 

（11社） 

※回収実績の社数合計は、年度毎に重複があるため一致しない。 

 

≪財務の健全化への取組≫ 

○ 自己査定を的確に行い信用リスク管理を充実させたことにより、適切な引当金を計

上し、財務の健全性を確保。 

 

 

意 見 の指 標 ○新規保証に係る代位弁済率 

意 見 等 評      定 （ 理由・指摘事項等 ） 

債務保証先に対する業況に応じた層別管理の徹底、貸付

金融機関と連携した状況把握により、第二期中期目標期間

中の、新規保証実行先に係る保証履行（代位弁済）がなか

った点は評価できる。 

求償権管理について、債権管理・回収の専門的知識と経

験を有する人材を活用して回収の見込みに応じた効率的管

理が行われており評価できる。 

Ａ 
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独立行政法人中小企業基盤整備機構の中期目標期間評価の項目別意見取りまとめシート 

大項目：Ⅲ．財務内容の改善に関する事項       

中項目： ２．保有資産の見直し等      

小項目：                                                    

 

中 期 目 標 保有財産の見直し等について、独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成２２年１２

月７日閣議決定）を踏まえた措置を講じるものとする。 

中 期 計 画 第１種信用基金（２８億円）を国庫納付する。 

第２種信用基金については、経過業務に係る債務保証残高の減少に応じて、不要額が生じれば随

時国庫納付する。 

また、事業再生円滑化債務保証、事業再構築円滑化等債務保証について、平成２３年度末までの

実績を踏まえ、それ以降の制度利用見込みについて把握する。その結果、必要な場合には基金規

模の見直しを行い、不要額について国庫納付する。 

産業基盤整備勘定の出資業務に係る出資金について、その一部（４億円）を国庫納付する。 

業 務 の実 績 ＜第１種信用基金＞ 

○第１種信用基金（債務保証業務）については、平成２２年度において２,８１０百万円を国庫

納付した。 

 

＜第２種信用基金経過業務＞ 

○第２種信用基金については、経過業務である旧産活法等に係る債務保証業務に関し、不要額 

を国庫納付した。各年度の国庫納付額は以下のとおり。 

・平成２２年度・・・  ４０百万円 

・平成２３年度・・・ １５８百万円 

・平成２４年度・・・  ２２百万円 

・平成２５年度・・・  １５百万円    ≪計 ２３５百万円≫ 

 

＜事業再生円滑化債務保証、事業再構築円滑化等債務保証見直し＞ 

○事業再生円滑化債務保証、事業再構築円滑化等債務保証については、平成２３年度末までの実

績を踏まえ、今後の債務保証制度の利用見込みについて分析し、基金規模を見直した結果、平

成２４年度において不要となる政府出資金８，０６７百万円を国庫納付した。 

 

＜出資業務＞ 

○産業基盤整備勘定の出資等業務に係る出資金については、平成２２年度において、その一部（４

００百万円）を国庫納付した。 

 

【参考】 

独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針（平成２２年１２月７日閣議決定） 

・第１種信用基金（約２８億円）を国庫納付する。 

・第２種信用基金について、経過業務に係る債務保証残高の減少に応じて、不用額が生じれば

随時国庫納付する。 

・事業再生円滑化債務保証、事業再構築円滑化等債務保証について、平成２３年度末までの実

績を踏まえ、それ以降の制度利用見込みについて分析・評価する。その結果、必要な場合に
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は基金規模の見直しを行い、不用額について国庫納付する。 

・産業基盤整備勘定の出資等業務に係る出資金について、その一部（４億円）を国庫納付する。

 

 

 

 

 

 

意 見 の指 標  

意 見 等 評      定 （ 理由・指摘事項等 ） 

独立行政法人の事務・事業の見直しの方針を踏まえ、期

間中、第１種信用基金について 2,810 百万円、第２種信用

基金経過業務について 235 百万円、事業再生円滑化債務保

証、事業再構築円滑化等債務保証について 8,067 百万円、

産業基盤整備勘定の出資等業務に係る出資金について 400

百万円をそれぞれ国庫納付したことは評価できる。 

Ａ 
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独立行政法人中小企業基盤整備機構の中期目標期間評価に対する総括意見取りまと

めシート 

 

 

○全体意見：Ａ 

 第二期中期目標期間において、債務保証に関しては、的確かつ迅速な審査が実施されるとともに、

リスクの合理的な分散と管理が図られており、その結果、新規保証実行先に係る保証履行(代位弁済)

は発生していない。債務保証先の業況に応じた適切な層別管理や求償権の回収管理の業務も効率的

に行われている。また、出資事業に関しては、出資先の経営状況を適切に把握するとともに、経営

改善を継続的に促しており、株主としての権利を活用した適切な対処が試みられている。 

 当目標期間全体において、業務は概ね順調であると認められる。次期中期目標期間においては、

債務保証業務の展開をにらみ、平成 26 年１月施行の産業競争力強化法による制度の普及のための取

組がより一層望まれる。 

 

中期計画の項目 評定 理由・指摘事項等 

国民に対して提供する

サービスその他の業務

の質の向上に関する目

標を達成するためにと

るべき措置 

Ａ 

期間中、相談 546 件中保証応諾は 25 社で、保証審査に係る

100 日以内に諾否決定した割合は 96%と目標の 80%を上回った。

信用力や採算性について的確な審査を実施しており、また、リ

スクの合理的な分散と管理を行っており、第二期中期目標期間

中において新規保証実行先に係る保証履行(代位弁済)は発生し

ていない。 

 債務保証サービスの供給面はその質も含めて十分に目標を達

していると言えよう。 

 需要があまりないことは問題であり、改めて本当に需要が少

ないのか、あるいは潜在的な需要はあるが使い勝手が良くない

からかを検討する必要があろう。 

財務内容の改善に関す

る事項 
Ａ 

出資先等との協議やヒヤリング、研究会等を通じて、出資先

の経営状況を適切に把握するとともに、経営改善を求める具体

的な対応がなされており、株主としての権利を活用した適切な

対処が行われている。平成 25年度末管理する出資先９社中４社

は繰越剰余金を計上した。 

債務保証先に対しては業況に応じた層別管理を徹底した。期

間中の新規保証実行先に係る保証履行はなかった。また、求償

権に関しては無理に回収見込みを高めるのではなく、自己査定

を的確に行い信用リスク管理を充実させたことにより、適切な

引当金を計上し、財務の健全性を確保した点を評価したい。 

 さらに、保有財産を見直し、不要額について国庫返納した。




