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経済産業省独立行政法人評価委員会 

第２９回中小企業基盤整備機構分科会議事録 

 

平成２６年６月２６日 

 

○三又参事官 まだ時間が早いですけれども、委員の先生方、全員おそろいになられまし

たので、よろしければ始めさせていただきたいと思います。これより「経済産業省独立行

政法人評価委員会第29回中小企業基盤整備機構分科会」を開催いたします。 

 本日は、５名の委員の先生方、全員に御出席いただいておりますので、分科会としての

定足数は満たしております。 

 本日の議題は、平成25年度の業務実績と財務状況を踏まえました評価と、平成25年度を

もって第二期中期目標期間が終了することになりますので、第二期中期目標期間の評価等

を審議いただくことにしております。 

 最初に、中小企業庁次長の横田より一言御挨拶をさせていただきます。 

○横田次長 皆様、本日はお忙しい中、分科会にお集まりいただきましてありがとうござ

います。 

 毎回、分科会の際に最近の中小企業施策の動向について報告させていただいております

けれども、前回の分科会で御説明いたしました小規模企業振興基本法案、小規模支援法の

一部改正法案、何とか会期末直前、先週金曜日、６月２０日に参議院本会議で可決し、成

立するという運びになりました。これから、この法案に基づきまして基本計画の策定とい

ったことをやってまいります。アベノミクスの効果が地域・中小企業に行き届いていない

という声もありますので、なるべく早く基本計画の策定をしていかなくてはいけないとい

うことで、９月末とか１０月頭のタイミングで計画をつくっていきたいと思っております。 

 計画の中身は、法案に掲げました小規模企業基本政策、４本柱ございまして、人口減少

社会で、特に地域に行けば行くほどマーケットが縮小しているということで、販路拡大。

それから、経営者も高齢化しております。そういった中で廃業される方もふえております

ので、新しい経営者を呼び込んでいくということで、創業促進。あるいは、個社の支援も

大事だけれども、地域全体を活性化していかないと小規模企業の振興はなかなか難しいと

いうことで、地域活性化。最後に、支援体制の強化。 

 特に、これまでは中小企業庁も中小機構も数千社ぐらいのモデル的な、やる気と能力の

あるところをハンズオンで支援することをやってまいりましたけれども、334万社の小規模

事業者を支援することを思いますと、直接支援という手法だけではなかなか限界があると

いうことで、これから大きく間接支援ということで、全国の中小企業支援機関をうまく活

用しながら、うまく連携しながら支援していこうということで、多くの地域で６月２日か

ら始まりましたよろず支援拠点といったものを、中小機構に全国本部を担当していただい

ております。 
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 こんなところもうまく活用しながらこれから展開していくということで、基本計画がで

きた暁には、先日、御議論いただいたばかりでございますけれども、第三期中期計画につ

いても、場合によってはそれを反映して少し見直すことも御議論していただく必要がある

のかなと考えております。 

 もう一つ、成長戦略も改定されまして、この中でも地域活性化といったものが大きな課

題になってきております。地域にございますいろいろなリソース、地域資源をさらに活用

しながら、なるべく全国隅々まで活性化させようということで、場合によっては秋の臨時

国会に必要な法案提出についても、これから検討していくといった状況にございます。 

 ということで、今後こういう動きを踏まえまして、この中小機構分科会でもまた審議を

お願いする可能性があるということで、最近の動向について御紹介させていただきました。 

 本日は、先ほど参事官からございましたように、25年度の業務実績、それから第二期中

期目標期間における実績につきまして御審議いただければと思います。よろしくお願いい

たします。 

○三又参事官 それでは、本日の配布資料でございます。お手元にiPadが配られていると

思います。本年４月より経済産業省で開催する審議会等につきまして、原則ペーパーレス

にするということが決められておりまして、iPadを配布させていただいております。 

 お手元の画面で議事次第が出ているかと思います。その議事次第の資料ゼロとついてお

りますが、その下半分のところに配布資料１から10までが掲げてございます。画面の左上

をタッチしていただきますと資料一覧が出てくると思いますので、スクロールしていただ

ければ、ゼロから10まで、お好きなものを選べるようになっております。御確認いただけ

れば幸いでございます。万一、不足等ございましたらお知らせいただければと思います。 

 それでは、これから先の議事の進行は加護野分科会長にお願いいたします。 

○加護野分科会長 それでは、本日の議題（１）中小機構の平成25事業年度の業務実績及

び評価についてでありますが、事務局から25年度の業務実績の評価方法について御説明い

ただいた後、中小機構の船矢理事から業務実績について御説明いただき、その後、青木理

事から財務諸表についての御説明をお願いしたいと思います。 

 まず、評価方法について。 

○白川企画官 それでは、私のほうから評価方法につきまして御説明させていただきます。

事前に御説明に伺ったときに御説明させていただきましたが、改めて説明させていただき

ます。 

 今回は、25年度と第二期中期目標の評価がございまして、評価につきましての評価ウエ

イトが毎年度決められておりまして、それは24年度と同じで、お手元の資料にございます

けれども、（１）国民に提供するサービスの質の向上が70％。（２）業務運営の効率化が

15％、財務内容の改善が15％ということで評価ウエイトを置いております。 

 それから、（１）に４つの項目がありまして、新事業展開の促進が20％、経営基盤の強

化が25％、経営環境の変化への対応が20％、期限の定められている業務等が５％というこ
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とにさせていただいてございます。 

 それから、２ポツのところも24年度と同じで、総務省の政独委のほうからそれぞれの独

法につきましていろいろコメントが出ておりましたが、今年は全体を通してということで、

それぞれの評価の視点ということで、少し書かれているものがありますので、これを踏ま

えて審査いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 １ページめくっていただきまして、第二期中期目標期間の評価につきまして書いてござ

います。今回、25年度の評価を行っていただいて、評価結果が出ますので、既に21年度か

ら24年度までにつきまして評価していただいておりますので、その評価に25年度の評価を

足しまして、平均して総合評価するということにさせていただいて、後でその結果につき

まして御審議させていただくということになります。 

 それから、一番最後でございますけれども、評価の指標、点数でございますけれども、

これも例年と同じでございまして、AAが５点、Ａが４点、Ｂが３点、Ｃが２点ということ

で評価していただきまして、それを総務省に報告するということでございます。 

 以上でございます。 

○加護野分科会長 どうもありがとうございました。 

 先ほど申し上げるのを忘れたのですが、今回は第二期中期の最終年度ということでござ

いまして、25年度の評価が終わってから中期の評価も皆さん、御議論いただきたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、機構のほうから事業と財務の御説明をお願いします。 

○船矢理事 中小機構企画担当理事の船矢でございます。よろしくお願いいたします。資

料２で主に説明したいと思いますので、お開き願います。 

 平成25年度業務実績の概要ということでありますけれども、今お話がありましたように、

平成25年度は第二期中期目標期間の最後の総仕上げの年であるとともに、平成26年度以降

の第三期中期目標に向けたいろいろな布石を打つ過渡的な性格を持った１年だったと思っ

ておりまして、これまでの目標を着実に実行すると同時に、新しい日本再興戦略でありま

すとか、それから、今、次長のほうから御挨拶のありました小規模企業施策、それを体現

するものとしてのよろず拠点。あるいは、幅広い、数多い中小企業者に対してICTを活用し

た施策を展開しております。 

 これは第三期中期目標計画の審議でいろいろと御議論いただいたところでございますけ

れども、成果として出てくるのは今年度以降の話でございますので、若干時計の針を１年

前あるいは５年前に戻していただいて、過去の取り組みを御審議いただくということでご

ざいます。 

 そういう関係で、平成25年度の特徴を言いますと、従来業務は着実に実施するとともに、

これまでこの２年くらい特に力を入れてきた震災復興業務が、震災から３年を経過して仮

設の施設建設という業務量はかなり縮小しております。それから、産業用地業務が平成25

年度で最終年度でありましたので、私どもとしては、残された土地の分譲、完売に向けて
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全力を注いだというのが大まかな特徴であったかと思います。 

 以上を踏まえて、各論について、時間も限られておりますので、20分くらいでポイント

のみ御説明しようと思います。 

 最初に、目次にありますように、Ⅰ．サービスの質の向上という事業の内容について言

うと、新事業展開、経営基盤強化、環境変化への対応、期限の定められている業務という

４つの柱でございますけれども、順に新価値創造の事業展開の促進というところから参り

ます。 

 ３ページのファンド事業につきましては、オレンジの四角の青い字にありますように、

このファンドは、特にベンチャー企業とか中小企業の成長ファンド等でございますけれど

も、平成25年度は13ファンド組成。それから、機構が出資する契約額として315億円と書い

ておりますけれども、いずれも制度を創設して以来、最大の組成額を達成したということ

であります。 

 それから、右のほうに直接アウトカムで目標の30％以上に対して、売上高の伸び率47.8％

ということで、目標を上回る成果を上げたと認識しております。これは、後で財務のほう

でも説明がありますが、これに伴って、評価益も82億円と大きな数字を計上したところで

ございます。 

 それから、４ページは直接の目標値ではありませんが、IPO数が９社。うち、新興市場へ

の上場が８社ですけれども、国内全体のIPO上場が45社でありますので、約２割が中小機構

絡みのものであったことも一つの特筆すべき点であると思っております。 

 以上がファンドの関係でありますが、めくりまして５ページにインキュベーションでご

ざいます。こちらも、目標値としては事業化率、つまりインキュベーションを卒業した企

業が売り上げを立てるに至った企業の数の比率、30％以上という目標を立てておりますけ

れども、これについては70％を超える実績を達成したということでございます。ちなみに、

第三期中期目標については、この目標を30％ではなくて、全ての企業の事業化が実現する

ように目指す。単年度では65％という高い数字を平成26年度以降は掲げているところでご

ざいますが、第二期中期目標及び成果としてはこういう数字だということでございます。 

 それから、このページの右下に入居率、目標は90％以上でございますが、この目標もぎ

りぎり達成したところでございます。 

 続きまして、６ページに専門家継続派遣、販路開拓支援とありますが、新事業展開の専

門家派遣、販路開拓であります。これにつきましても、例えば課題解決率とか、右側のマ

ッチング率というのはおおむね目標値を達成しております。ただ、一方、これについては

売上高の伸び率25％以上という目標に対して、これも24年度に引き続いてですけれども、

14.2％ということで、目標には届かない数字となっております。これは当然、リーマン・

ショック以後の全体の景気を反映して、下に小さい文字で書いておりますけれども、中小

企業全体の売り上げがマイナスになっているという状況の中で、何とかプラスは達成した

ということかと思っております。 
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 さらに、７ページに法律に基づく新連携の事業。これも同じく事業化率が50％以上とい

う目標値でありますが、それを上回る84.4％を達成している。 

 さらに、８ページの総合展のマッチングですけれども、これもマッチング率50％以上に

対して55％以上を達成しているということでございます。 

 これらの点については、また第三期中期目標あるいは平成26年度の目標はさらにハード

ルを高く掲げているところでございますけれども、これもあくまで第二期中期目標とその

達成率ということであります。以上が１番目の柱の新事業展開関係のポイントでございま

す。 

 続きまして、９ページに経営基盤の強化という項目で、ここに機構のさまざまな取り組

みが数多く含まれているところであります。実は、５年前に第二期を策定した時点におい

ては、海外展開支援というのは柱としては掲げておりませんで、一般的な経営基盤強化の

小さな中身として掲げられているにすぎなかったのでありますけれども、今年度の最後に

なるにつれて、この海外展開支援がこの項目の中で大きな柱に成長してきております。 

 海外展開支援でいくつかの事業がありますけれども、一番大きいのはF/S調査の実施でご

ざいまして、ここにありますように、平成25年度180社に対してF/Sを実施して、課題解決

率も98％程度を達成したということであります。これは、前の年、128社に対して実施して

いるということで、アウトプットも増加しているということでございます。ちなみに、本

論から外れますけれども、平成24年度までは圧倒的に中国がF/Sの調査対象国として最上位

にございましたけれども、平成25年度には様相ががらりと変わりまして、ここにあります

ように、タイを初めとするASEAN各国のニーズが高くなっていて、中国が後退しているとい

う特徴がございます。 

 それから、右の欄に内外での国際関係の展示会、これはJETROが開催したり、あるいは海

外の私どもの提携先の支援機関が実施する展示会に日本の中小企業が出展するのを支援す

るということであります。ここにありますように、例えば海外であれば66社、国内であれ

ば196社への支援をした。実は、この数字自身は、平成24年度の数字からはかなり減少して

おりますが、これは国からいただいた補助金が削減されましたので、それを反映してアウ

トカムは減少しております。 

 それにかわりまして、次の10ページの⑤海外企業との商談会を積極的に開催とあります。

これは、私どもがCEO事業と呼んでいるものでございまして、海外、特にASEAN各国の経営

者を日本にお呼びして、日本の中小企業経営者と業務提携とか技術提携といった商談をア

レンジする。事前に双方のニーズを下調べして、マッチング率が高まるように調整して成

果を出そうということで取り組んでいるものでございますけれども、これについて、ここ

にありますように、企業数としては717社、商談件数、成約額、いずれも前年を大幅に上回

るような数字を達成しております。 

 国についても、インドネシア、ミャンマー、タイ、ベトナムという二国間のものと、そ

れからASEAN10カ国をまとめてやったものと、計２回ずつ、それぞれについて開催して大き
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な成果を上げているというのが大きな柱となっております。 

 それから、10ページの右下に小さくSMEワールドビジネスサポートの立ち上げとあります

が、これは私どもだけでは日本再興戦略で１万社海外進出・展開を支援するというのは到

底届きませんので、今後の新しい手法として、中小企業の海外展開をサポートする、いろ

いろな民間ビジネスが育ってきておりますので、そういうところとネットワークを構築し

て、いろいろ紹介していくという事業に着手しつつありますけれども、これについて本格

的な展開は、第三期中期目標の中の一つの柱として、今年度以降、本格的にやっていきた

いということで、今、芽出しをしているという状況でございます。 

 以下、同じように11ページ以降に、いわゆる３法の中での地域資源とか農商工連携、あ

るいは各種の長期・短期の専門家派遣という事業を、それぞれ目標値を上回る形で成果を

出しておりますけれども、時間の関係がございますので、説明は省略いたします。 

 さらに、14ページに人材育成、大学校の関係がございます。これも、目標値は今まで受

講者の役立ち度でございましたので、90％以上の目標に対して98％弱ということになって

おります。これも、今後はできるだけ多くの方に受講してもらう形で、よりハードルの高

い目標値を第三期中期目標では設定しているところでございます。 

 大学校の関係で言いますと、②に運営の効率化に向けた取組みを実施ということで、い

わゆる市場化テストを完全に実施して、着実な成果を出したということも記載させていた

だいております。 

 その他、この項目について15ページ以降に新たな政策課題への対応ということで、例え

ば金融円滑化法期限切れに伴う認定支援機関制度、その認定支援機関である税理士等に対

する研修とか、消費税転嫁対策の研修会・講習会を、当局からの要請に応じて精力的に開

催するという形で、国からの期待に応えてきているところでございます。 

 さらに、16ページに地域支援機関等との連携強化、（８）として事業承継問題への対応

とあります。この辺も、先ほど横田次長からも御挨拶のありました、今後の目玉としての

よろず支援拠点、あるいは事業承継の抜本的強化とも関係してくる項目でございますけれ

ども、これらについても本格的な取り組みは今年度以降ということで、成果をこれから出

していきたいと思っております。 

 時間の関係もありますので、しばらくページが飛びますけれども、19ページに３．経営

環境の変化の関係でございます。ここは、再生支援、共済、震災対応という大きく３つの

内容が含まれます。 

 最初の再生支援関係ですけれども、これも円滑化法の期限切れに伴って、量的にも質的

にも大いに強化しなければいけないという当局からの要請を踏まえて、私どもとして再生

支援の全国本部の体制を抜本的に強化いたしまして、各地からの相談に応える。9,000件の

助言件数とありますけれども、これは前年の5,000件強を大幅に上回るような助言を実施し

ております。 

 それから、再生ファンドの関係も、ベンチャーファンドと同様に、20ページに飛びます
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けれども、ファンドの組成促進ということで10ファンド、契約額ベースで154億円。これも

最大の金額を達成しております。再生ファンドは、機構が各地の金融機関に呼びかけをし

て組成しておりますけれども、既に自主的に取り組んでいる地域もございますが、そうで

ないような地域に我々が働きかけをして、空白であった地域も埋めるような形で、平成25

年度は三重・山口で組成した結果、自主的にやられているものも含めて、全国を大体カバ

ーしたと思っているところでございます。 

 それから、21ページ、共済の関係です。これは、右側の上のほうに加入件数、セーフテ

ィーネット共済、小規模企業共済、両方書いておりますが、いずれも加入件数は目標値を

上回る件数を達成しておりますし、微増ではありますけれども、前年度を上回る在籍者数

をそれぞれ確保しているところであります。ただ、いずれにしましても、例えば小規模の

場合、在籍者数が122万人でありますが、小規模企業者は334万人いると言われていますの

で、まだまだ伸びしろがあるというか、さらに抜本的に増加していくというのが今後の課

題であるかなと認識しているところでございます。 

 続きまして、22ページに災害への対応ということで、特に仮設の施設建設に過去注力し

てきたところでありますけれども、震災から３年経過いたしまして、さすがに平成25年度

になりますと完成案件数が41案件。前年が257、その前の年が318でありましたので、業務

量としてはかなり減少いたしました。福島県を中心に、まだ若干ニーズが残っております

けれども、我々も業務は縮小させております。 

 一方で、被災者に対するソフト的なアドバイザー事業というのが23ページ以降あります

けれども、継続して実施しておりまして、これについては今後も引き続き力を入れてやっ

ていきたいと思っております。 

 以上が３番目の柱でございます。 

 ４番目に、期限の定められている業務ということで、これは25ページでございます。産

業用地業務、残されたのが486haでございましたけれども、最後の１年でこれを完売したと

ころであります。左下の棒グラフでありますように、最後の年にどんと譲渡したというこ

とです。内訳としては、民間企業への譲渡が78ha、残りが地方公共団体ということであり

ますが、うち、福島のいわき、四倉と相馬には無償で譲渡しておりまして、他の350haにつ

いては、営業努力、それから企業誘致についてのノウハウ提供といった形で、引き続き公

共団体に協力するということで説得を重ねまして、何とか完売にこぎつけたというところ

でございます。 

 以上が業務内容についての御説明でありますが、次のページ、業務運営の効率化の関係

であります。 

 27ページに目標値と実績を簡単に図で示しておりますけれども、一般管理費、人件費、

業務に係る運営費交付金、いずれについてもそれぞれ目標が毎年度３％以上減とか６％以

上減プラスα、それから毎年度１％以上と、それぞれの目標に対して、それを上回る減少

を達成しつつ、今まで御説明したような業務のアウトカムについては減少させずに、何と



8 

 

か達成したと思っております。 

 それから、28ページの契約の適正化関係でありますが、随契については、真にやむを得

ないものを除いてゼロにするという目標については、平成24年度に引き続いて、平成25年

度もゼロを達成しております。 

 その他、現場重視の組織運営ということで、今まで国内・国外の販路開拓支援業務につ

いては別の組織で行っておりましたけれども、販路支援部という一元的な組織を設置して、

ウエブの活用による販路開拓、新たな展開も含めて、そこで強力に推進する体制を整えた

ところでございます。 

 その他各地域本部へのいろいろな自主的な取り組みの御説明のページが続いております

が、その辺は省略いたしまして、31ページに定性的にいろいろな業務の改善、あるいは新

たなニーズへの対応ということを書かせていただいております。 

 この中で、左下の③に事業の見直しへの対応ということで、行革の関係で指摘されてい

たような事項がいろいろありました。１つは、中小企業者の利便性を考えて、JETROとでき

るだけ同じオフィスになるようにという指摘がございまして、平成25年度については近畿

本部、大阪ですけれども、同一のビルに入居した。従来の仙台と沖縄と合わせて、３事務

所については同一の事業所ということで実現しております。 

 それから、大学校の東京校については、売却等も含めた処分の検討という指摘がござい

ましたけれども、中小企業者とか地元の産業界等のニーズなども勘案した結果、売却とい

うことではなくて、施設の有効活用という観点で、宿泊棟の一部を小規模事業者のスター

トアップ支援のための施設ということで開始するという方針を定めて、平成26年度から実

施を始めようとしているところでございます。 

 それから、右側のほうに理事長のリーダーシップとございますけれども、新たな再興戦

略への対応とか、小規模事業者への支援、ICTの活用といったことを踏まえて、いろいろな

組織体制とかウエブの活用等々についての取り組みを始めています。タブレットというの

もありますけれども、中小機構でも役員会を初めとする内部の会議は、既にペーパーレス

の導入を進めたということであります。これらについても、成果が数字で出てくるのは今

年度以降、第三期中期目標期間の話になろうかと思っております。 

 以上、大部分を省略して説明いたしましたけれども、時間になりましたので、私の説明

は以上といたしまして、財務の説明に移りたいと思います。 

○加護野分科会長 ありがとうございました。 

 引き続きまして、財務の説明を青木理事からお願いします。 

○青木理事 財務担当の青木でございます。平成25年度の財務諸表について御説明申し上

げますが、時間厳守ということでございますので、概要を用いてポイント中心に御説明さ

せていただきます。 

 それでは、資料３をご覧いただきたいと存じます。平成25年度損益計算書・貸借対照表

の概要という資料でございます。 
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 まず、１．損益計算書の概要について４点ほど申し上げたいと存じます。 

 １点でございますが、法人としての総利益でございます。黄色の列の一番下の欄にござ

いますが、2,823億円となりました。この2,823億円という総利益でございますが、機構発

足以来、平成17年度に2,996億円という数字がございましたが、それに次ぐ高い水準でござ

います。 

 ２点目でございます。この総利益でございますが、上から４番目、小規模企業共済勘定

の利益、これも黄色のところにございますが、2,621億円に大きく依存いたしております。

同勘定の利益は、備考欄の収益の２つ目、資産運用収入の括弧書きのところにありますよ

うに、株式市況の好調とか円の下落によりもたらされました信託運用益の2,404億円に支え

られたものでございます。 

 ３点目でございます。一般勘定について申し上げます。利益が182億円ということになり

ました。これは備考欄にございますが、先ほどもお話がありましたファンド事業で、費用

のところには持分評価損５億円がございますが、収益の２段目で評価益87億円、差し引き

で82億円という評価益が貢献しております。また、平成25年度は、たびたびお話が出てお

りますが、第二期中期目標期間の最終年度に当たりますので、経常収益の欄の交付金補助

金等という列がございますが、410億円とございます。この下に内訳括弧書きがございまし

て、精算収益化とございますが、これは運営費交付金の執行残109億円を収益化したもので

ございます。 

 それから、４点目、上から５番目でございますが、中小企業倒産防止共済勘定でござい

ます。これも備考のところをご覧いただきますと、掛金等収入が1,832億円となりまして、

これは前期より422億円という増加になっております。これは、平成23年度に制度改正がご

ざいまして、掛金の月額、さらには積立限度額の上限が引き上げられたといったことが主

な要因と考えております。 

 以上、１．の損益計算書でございまして、次の２ページの貸借対照表の概要をご覧いた

だきたいと思います。これにつきましても４点ほど申し上げます。 

 まず、第１点目、一番下の段の右端の備考のところにございますが、純資産額が9,236

億円となりました。前期6,467億円でございましたので、率にしますと４割超、額で2,769

億円という増加になっております。機構発足以来、最も大きな純資産額となりました。 

 ２つ目でございます。上から４番目の小規模企業共済勘定の繰越金欠損金でございます

が、縦の紫の列にございますように2,000億円となりまして、備考欄にございますが、前期

と比べますと2,621億円の減少となっております。機構が発足しました際の繰越欠損金は、

備考のところに小さい※がございますが、9,363億円でございますので、そこから比べます

と、すぐ上の下線のところがございますけれども、7,363億円の減、約８割の減少となりま

した。 

 ３点目でございます。資本金の異同について申し上げます。一般勘定の備考欄に※がご

ざいますが、ファンドの原資として10億円の出資を受け入れております。また、不要財産
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として45億円を国庫に納付いたしました。 

 ４点目、最後でございますが、６番目の工業再配置等業務特別勘定、それから７番目の

産炭地域経過業務特別勘定でございますが、平成25年度末をもって、それぞれ業務を終了

いたしましたので、当該勘定に所属する権利・義務は一般勘定に引き継がれることとされ

ております。 

 以上、簡単でございますが、財務諸表の御説明をさせていただきました。 

○加護野分科会長 どうもありがとうございました。 

 既に皆さんには評価をしていただいておりますが、追加の御質問等ございましたらいか

がでしょうか。御質問がないようでしたら、評価に入りたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

 それでは、25年度の評価に入らせていただきたいと思います。 

（中小機構退室） 

○加護野分科会長 それでは、25年度の評価に関する結果表を配ってください。この結果

表には、各委員の評価の評点と、参考値として平均値が示されております。それぞれの項

目について委員会としての最終評価を決めさせていただきたいと思います。 

 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ましては、全ての委員の

評価がＡでございますので、最終評価としてＡというのを採用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 次の１の（２）経営基盤の強化に関しても、各委員の皆さん方の評価

はＡでございます。この中で、海外展開支援については、国内外での展示会回数の減少、

は予算の減少により、商談件数の減少が見られますが、24年度から実施しております海外

企業との招聘型商談会、CEO商談会においては昨年度を大幅に上回る実績を上げており、確

率の高い商談会として成果を上げております。その他中小企業大学校による人材育成、専

門家派遣事業等、いずれの事業も目標を上回る実績であり、皆さんのＡ評価を委員会の評

価にするのが妥当ではないか。 

 それから、委員の中からの御意見としまして、事業継承課題への円滑な対応については、

事業引き継ぎセンターへの相談も増加傾向にあることから、より一層の機能充実をお願い

したいという意見がございました。 

 それから、消費税転嫁対策への対応支援については、２段階にわたる引き上げが予定さ

れているため、周知活動の一層の強化を図られたいという御意見がございました。 

 委員会としてＡという評価、全体としてＡ評価にさせていただくことでよろしゅうござ

いますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○加護野分科会長 第３番目、経営環境の変化への対応の円滑化でございますが、これは

お一人、AA評価がございますが、そのほかの委員の評価はＡでございます。従来の評価は、



11 

 

東日本大震災への機動的な対応や、再生支援ファンドが近年にない10ファンドの組成など

が評価されて、３年連続AAで最高の評価でございました。しかしながら、東日本大震災に

関連する業務量は、23年度のピーク時からすると大幅に減少し、業務が平準化しているこ

とから、再生ファンドの10ファンドの組成、小規模企業共済の加入件数の増加という高い

水準での実績はあるものの、平均しますと皆さんのＡ評価というのは妥当ではないかと私、

思いますが、いかがでございますでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○加護野分科会長 では、Ａ評価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は、評価が随分分かれております。AA評価がお

二人、Ｂ評価がお二人、真ん中のＡ評価がお一人になっております。AA評価というのは、

用地の売却が予定どおり進んでいるところを評価されたのではないかと思うのですが、実

際、25年度内に全ての用地売却が終わっております。 

 そういう意味では、AAというのも妥当な評価だと思いますが、評価のコメントの中には

次のような御意見がございます。本来、期限が定められた業務を着実に行うとした点では、

Ｂ評価が妥当と思われる。現実問題としては、かなり困難を伴う業務であったことを斟酌

し、Ａ評価にするということも妥当なのではないか。最終年度での追い込みは評価できる

けれども、今から考えてみると、もっと計画的に進めることはできなかったのか。これは、

中期的な評価ともかかわる問題でございますが、地方自治体への一括譲渡をどう捉えるか。

これは、目標達成できなかったところがこれになってしまったのではないかという評価も

ございます。 

 よく頑張っていただいたのですが、ここはどう評価するか。皆さん、御意見いかがでし

ょうか。 

○杉浦委員 これは、最終的に売却できないので地方公共団体に押しつけたという感じで

はないかと思います。 

○加護野分科会長 そういう考えもございますね。そう考えると、Ｂ評価ぐらいが妥当と

いうこと。 

○荒牧委員 期限を定めているということは、ここで終わらなかったらだめということで

ミッションが決まっていたので、それを達成して、少なくともAAはないと。 

○加護野分科会長 ただ、売却に関して、もっと早くから値段を下げるというフレキシビ

リティーがあったら、こうはならなかった可能性があると思いますが。値段を下げること

に関する対応というのは十分じゃなかった。今後は、そういうことをもっと早く考えてい

く必要があるのではないか。 

○佐藤委員 ほかと違って売却できて当たり前で、それ以上は早くやる以外はないわけで

すね。早く売却するか、予定よりすごく高く売ってという以外は本来AAにはならない。だ

から、私もそこはどうしようかなと思ったのです。そういう意味では、本当はちゃんとや

ってＢなのです。 
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○加護野分科会長 本来は。 

○佐藤委員 だから、私も甘くてどうしようかと思ったのだけれども、この評価はほかの

ものとちょっと違うのです。目標を上回るというのは、早くやるか、すごく高く売れるか

以外ない。 

○加護野分科会長 売って当たり前のもの。 

○渡邊委員 売れ残ったものを地方公共団体に押しつけた。 

○佐藤委員 押しつけたのが偉かったという考えもある。残すよりよかったという議論は

あるかも。 

○渡邊委員 それをどう評価するか。 

○加護野分科会長 今後のサポートをきっちりしていかないと、これは単なる押しつけに

なってしまう可能性が。 

○杉浦委員 期限の定められている業務、25ページにグラフがあるのですけれども、譲渡

面積486ha、最後の年にぼんと上がっているのです。その中から、地方公共団体への譲渡を

引くと78で、昨年よりも下がっています。だから、本来これでいいのかなと思いますけれ

ども、全部押しつけるにしても、やったのだから、この期としてはＡでいいと思います。

ただ、通期だったらＡではない。 

○加護野分科会長 後ほどの中期の評価とかかわることでございますが。本年度の評価も

意見が分かれてございますが、中期の評価との結びつきを考えていったら、本年度の評価

もＢでいいのではないかと私は思いますが、いかがでしょうか。 

○荒牧委員 逆に、期限を定めて中期の中でやればいいということを、そもそも各年度で

評価することに無理がある。５年間まとめて、できたか、できなかったかというだけの評

価の気もします。 

○佐藤委員 今まで、単年度は厳しく。だから、それも踏まえて少し見てあげる。短期に

厳しくやらなくてもよかった。 

○渡邊委員 今まで売れなかった。 

○佐藤委員 その期間にやればよかったと考えると。単年度ごとにやらなくてよかった。 

○加護野分科会長 それじゃ、ここは単年度もＢということにさせていただきたいと思い

ます。Ｂというのは、決して悪い評価ではなくて、頑張ったという評価でございますので、

それは口頭できっちり機構のほうにお伝えしたいと思います。 

 それでは、２．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は、皆さ

んの評価がＡということで一致しております。一般管理費、人件費、運営費交付金など、

いずれも大幅に目標を上回る効率化を維持しております。既存事業の一層の効率化を図る

ための組織体制、人員配置が適切に行われたことなど、Ａ評価が妥当ではないかと思いま

す。 

 委員からの御意見としましては、地域本部人員配置率が中期計画目標の50％以上を達成

したことは評価できるが、今後も地域本部に人員を重点配置するとともに、地域の支援機
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関と連携しながら中小企業を支援されたいという意見がありました。 

 Ａ評価ということにさせていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○加護野分科会長 はい。 

 最後は、３．財務内容の改善に関する事項でございます。これは、今までの評価の基準。

冷静に考えてみると、機構の評価をしているというよりも、市場の評価をしているという

感じもしなくもないわけであります。今までは、市場のものも含めて、結果として数字が

上がっているかどうかということを評価してまいりましたので、ことしは数字が上がって

いることを考えたら、財務効率も非常によくなったと考えていいのではないか。実際に資

産運用効率が悪いときは、ＢとかＣという評価を与えたこともありますので、今回はＡ評

価ということで妥当じゃないかと思います。 

 最終年度に合わせて市場が値段を上げてくれたという感じもしなくてもないわけで。よ

く企業で、ツキも実力のうちという言い方をすることがありますが、まさにことしはそう

いう結果になったのかもしれないと思います。 

 では、以上を踏まえて総合評価というのを決めたいと思います。平均値によりますと、

皆さんの評価はＡになります。この総合評価Ａというのをそのまま採用させていただいて

よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○加護野分科会長 では、Ａにさせていただきたいと思います。 

○白川企画官 足し込みで総合評価を決めるのですけれども、一番右の委員のところは同

じ評価でして、横のそれぞれウエイトを掛けて計算しますと3.95になりますので、Ａの評

価が3.5から４点の間になりますので、評価としてはＡということになります。 

○加護野分科会長 それでは、平均値の数字も参考にしてＡということにさせていただき

たいと思います。 

 これは、個別の評価結果は、機構の皆さん方にお知らせするわけですね。 

○白川企画官 はい。 

○加護野分科会長 引き続きまして、第二期中期目標期間の評価に移りたいと思います。

評価シートをお配りください。 

 この評価シートには、中期期間21年度から25年度までの評価結果が示されております。

そして、第二期の評価の平均点が右から２番目の項目に示されております。平均値を考慮

して総合的に判断することをさせていただきたいと思いますが、まず第１の新たな価値を

創造する事業展開の促進は一貫してＡでございますし、平均もＡということですので、中

期目標期間の評価としてはＡにさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○加護野分科会長 （２）経営基盤の強化も今のと同じ理由でＡにさせていただきたいと

思います。平均もＡでございますし、一貫してＡでございますので、Ａにさせていただき
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たい。 

 それから、（３）経営環境の変化への対応の円滑化ということに関しましては、平均値

が4.74でAAでございます。これをAAにすると、親委員会でかなり明確な説明を要求される

わけですね。確かに震災、頑張ったということはありますが、通期でAAというのはちょっ

と緩過ぎるような感じも。最後、戻っているわけでございますし、通期ではＡというのが

妥当ではないかと私は思いますが、これはいかがでしょうか。ＡかAAか、皆さんの御意見。

悩ましいところでございます。 

○佐藤委員 最終的に問題になるのは、総合評価。 

○加護野分科会長 はい。 

○白川企画官 項目ごとも公表。 

○佐藤委員 するけれども、最終的には。 

○白川企画官 総合評価です。 

○荒牧委員 このAAは、震災後３年間で説明できることですから。 

○加護野分科会長 震災への対応というのは、極めて機敏にしかも上手に行われたという

ことであれば、AAという評価も。それじゃ、AAという評価にさせていただきたい。 

 その他期限の定められている業務は、一貫してＢでございますので、難しい業務ではあ

りますが、Ｂにさせていただきたい。いかがでしょうか。 

（「異議なし」と声あり） 

○加護野分科会長 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

ては、AAが２年度、Ａが３年度ということで分かれておりますが。 

○荒牧委員 AAが２年並んで、21年度の配点割合が高いから総合評価としては結果として

AAなっていますけれども、３年度の感覚はＡだったわけですので、ここでAAはちょっと感

覚的には。数字上はそうなるのでしょうけれども、Ａで。 

○加護野分科会長 では、今の御意見を採用しまして、皆さんの御意見もＡ。では、全体

の評価はＡということにさせていただきたいと思います。 

 最後の財務内容の改善に関する事項。これは、最初の２つの年度はＢ、その後AA。これ

は、市場の回復に対応したものでございます。これは、多数のＡということにさせていた

だいてよろしいでしょうか。運用益だけではなくて、ベンチャーのほうの出資も一応成果

を上げていることを考えれば、Ａというのは妥当ではないかと私も思いますので、Ａとさ

せていただきたいと思います。 

 総合評価は、以上の平均でもＡということになると思いますし、横の平均でもＡという

ことになると思います。 

○佐藤委員 24年度と一緒ですね。 

○白川企画官 そうです。 

○佐藤委員 24年度と同じで、4.15でＡ。 

○加護野分科会長 それでは、総合もＡにさせていただきたいと思います。 
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 事務局のほうで、以上の評価に関して何か御意見とか、ございませんでしょうか。 

○三又参事官 ありません。 

○加護野分科会長 では、もう一度確認しますと、１の（１）がＡ。１の（２）がＡ。１

の（３）がAA。１の（４）がＢ。それから、２がＡ。３の財務内容がＡ。総合評価がＡと

いう形でお知らせしたいと思います。 

○三又参事官 お配りしたシートそのものは、後ほど回収させていただきます。 

（中小機構入室） 

○加護野分科会長 それでは、評価の結果を御報告したいと思います。 

 委員の皆さん方に個別に評価していただいた後、個別の評価を見ていただいて、総合的

に委員会の意見をまとめるという順序で評価していただきました。 

 まず、個別の１．の（１）新たな価値を創造する事業展開の促進に関しましては、最終

評価はＡになりました。 

 １．の（２）経営基盤の強化も最終評価はＡになりました。 

 １．の（３）経営環境の変化への対応の円滑化、これに関しても最終評価はＡというこ

とになりました。 

○三又参事官 平成25年度ですね。 

○加護野分科会長 25年度、単年度のものです。 

 次に、１．の（４）その他期限の定められている業務、これは頑張っていただいたので

すが、Ｂということになりました。御意見としては、地方自治体への譲渡というのは、売

れなかったこととみなすこともできるということで、目標達成はされたのだけれども、あ

る意味でしんどかったという評価でございます。 

 次に、２．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は、

Ａということになりました。 

 それから、３．財務内容の改善に関する事項、これもＡということになりました。 

 以上を総合しまして、総合評価は、Ａということになりました。 

 若干コメントしておきますと、Ｂの評価が出ました期限の定められている業務に関して

は若干厳しい評価になってしまいましたが、皆さんの頑張りを評価したいという御意見が

ございましたけれども、ここはちょっと厳格に考えていっていいのではないかという御意

見が強かったということでＢになってしまいましたので、納得していただきたいと思いま

す。 

 次に、平成21年度から25年度の第二期中期目標期間の評価でございます。これは、これ

までの各年度の評価を総合的に判断して評価を決めさせていただきました。 

 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、これまでの年度

の評価を総合しましてＡということになりました。 

 １．の（２）経営基盤の強化に関しても、これまでの５年度全てＡでございますし、期

間全体としてもＡとするのが適切ではないかと我々は考えました。 
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 １．の（３）経営環境の変化への対応の円滑化、22年度、23年度、24年度の３年度はAA

でございます。これは、震災への対応が評価されてのことでございます。AAが５年度中、

３年度あるということで、全体としての期間の評価はAAにさせていただきました。 

 その他期限の定められている業務に関しましては、21年度から25年度まで一貫してＢと

いうことでございますので、期間全体の評価もＢにさせていただきました。 

 次に、２．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は、21年度は

Ａ、22年度、23年度はAA、24年度と25年度はＡということになっておりますが、５年度中、

３年度はＡということでございますので、その３年度のＡを採用させていただいてＡにさ

せていただきました。 

 財務内容の改善に関する事項、これは21年度、22年度がＢ、23年度以降がＡであります

ので、全体として最後の成績も含めてＡということにさせていただきたい。 

 総合評価は、以上の評価の平均値を参考、それからこれまでの総合評価のポイントを参

考にしましてＡということにさせていただきたいと思います。 

 今回は、委員の皆さん方の御意見がほぼ一致して、大きく分かれることはなかったと思

いますので、これで御報告させていただきます。どうも御苦労さまでございました。 

 期限の定められている業務に関して、厳しいＢという評価になってしまったのですが、

親委員会ではＢというのもかなりいい評価なのだ。この前は我々のところはAAという評価

があるということで、私は親委員会で大分とっちめられましたが、Ａ評価というのもかな

りいい評価でございますので、これを親委員会のほうにフィードバックしておきたいと思

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○三又参事官 評価の結果を踏まえて、高田理事長。 

○高田理事長 長時間にわたり、ありがとうございました。 

 平成25年度の事業実績あるいは第二期中期目標期間の実績につきまして、財務の実績な

ど、運用市場状況の環境の好転に助けられたというのもありましたが、全体で目標はおお

むねクリアすることができたという機構の自己評価を基本的には認めていただきまして、

本当にありがとうございました。 

 本年度は、第三期中期計画がスタートする年に当たりますけれども、これまでいただき

ましたいろいろな御意見を今後の活動に活かして、お客様第一をモットーにいたしまして、

より多くの中小企業、小規模事業者の皆様方に感謝され、あるいは必要とされる、中小機

構は絶対必要不可欠だということになるよう、役職員一丸となって新たな業務に取り組ん

でまいりたいと存じます。今後とも中小機構の業務運営につきまして、御指導、御鞭撻を

よろしくお願いいたします。 

 今日はどうもありがとうございました。 

○加護野分科会長 どうもありがとうございました。 

 では、以上で本日の分科会を終わらせていただきます。 
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○白川企画官 最後に一言。資料10、産業基盤勘定の国庫納付の件です。不用財産の国庫

納付につきましては、本来であれば分科会の意見を聞いてというのがありますけれども、

中期計画にそれをせずに国庫納付ができるとなっておりまして、機械的に計算して余って

いる金額を国庫納付するということでございまして、26年度につきましては、３に書いて

ございますけれども、4,023万円ほど国庫納付することにしておりますので、報告というこ

とです。 

 以上です。 

○加護野分科会長 ありがとうございました。御苦労さまでございました。 


