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(中略) 

【まち・ひと・しごと創生総合戦略 アクションプラン（平成２６年１２月２７日閣議決定）】 

１．検討の必要性 
【第６回日本の「稼ぐ力」創出研究会 事務局説明資料ｐ９６「考えられる施策」】 
① 「ローカルベンチマーク」の設定 
 産業構造や人口動態を踏まえて地域企業のビジネスモデルや生産性を比較・検討し、ローカル経済圏を担う企業
に対する経営判断や経営支援等の参考となる評価指標（「ローカルベンチマーク」）を設定すべきではないか。 
【評価指標の検討にあたって考慮すべき視点】 
 ① 規模、業種 ② 売上高と収益力（ローカル企業に適切な水準） ③ 労働生産性 ④ 雇用の推移と見通し 
 ⑤ 経営改善に向けた具体的な取組（知的資産経営等への取組） 
 



２．評価指標の射程① 
 評価指標を検討するにあたっては、地域経済を担う企業群の中長期的な事業性を踏ま

え、経営判断や経営支援に有益な示唆を含むものとすることが重要である。 
 こうした評価指標の目的を踏まえると、その主な対象は、成熟期から再生期に達した中

堅・中小企業となるのではないか。 
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２．評価指標の射程② 

（１）コネクターハブ企業 
○地域の中で取引が集中しており（ハブ機能）、地域外 
 とも取引を行っている（コネクター機能）企業のうち、 
 特に地域経済への貢献が高い企業（地域からより多く 
 の仕入を行い、地域外に販売している企業）を指す。 
 ※海外からの需要を取り込むグローバルニッチトップ企業も含まれる。 
○地域経済への波及効果が大きく、良質な雇用機会を提供する。 
○業種：主に、製造業等の域外市場産業であることが想定される。 
 
（２）地域コングロマリット企業 
○交通事業や小売事業など、地域における主要な生活基盤を構成する事業の複合体から 
 構成される企業を指す。 
○事業の社会的な意義や雇用の観点から、地域経済を支えており、撤退障壁が高い。 
○業種：不動産業、建設業、運輸業、小売業等の様々な業種のコングロマリットとなってい 
 る事例が多い。 
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 検討にあたって、コネクターハブ企業や地域コングロマリット企業といった、地域の経済
や雇用を支える中核となる企業群の収益性や持続可能性が適切に評価できるように
留意することが重要。 



３．評価指標検討の視点① ～主要事業毎の評価 
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 企業の評価にあたり、主要な事業毎の事業性を分析する必要がある。その際には、市
場環境、提供する製品・サービスの優位性、事業の実現性・収益性、事業の持続可能
性といった視点から分析することが有意義ではないか。 

 特に、地域における労働市場の逼迫といった事情を踏まえ、労働生産性の観点から、
従業員一人当たりのキャッシュフローを維持・向上させる視点が持続可能性の観点から
重要ではないか。 

(1)市場環境 ①市場規模・成長性 

②競合関係 

(2)製品・サービス ①新規性・独創性 

②優位性とその維持継続 

(3)実現性・収益性 ①販売方法・価格 

②生産・サービス・体制 

③売上高・利益計画 

(4)持続可能性 ①従業員一人当たりのキャッシュフロー 

具体的な視点（案） 事業毎の評価フレーム（イメージ） 
市場環境 

製品・ 
サービス 

実現性・収益性 

持続可能性 



（参考）「知的資産経営報告書」・「事業価値を高める経営レポート」 
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 事業性の評価にあたっては、財務諸表には現れない経営資源（知的資産）の棚卸しを
通じ、「業務の流れ」、「他社との差別化に繋がっている取組」、「SWOT分析」といった 

自社分析結果を元に、「方針・戦略」、「価値創造のストーリー」をまとめていく「知的資産
経営報告書」の枠組みの活用が有効ではないか。 

（イメージ） 



（参考）地域経済分析システム（RESAS）の概要 
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■  地域経済に係わる様々なビッグデータを、わかりやすく「見える化（可視化）」するシステム。 
■  取引・雇用・利益といった面で、地域経済の活性化に貢献している企業「地域中核企業」を抽
出することが容易に。 

■  地方自治体の自発的な地域産業政策や地域活性化政策の立案、実行を支援。 

山口県の企業別花火図（輸送用機械工業） 

※企業を点で、取引関係を線で示すことで、企業間の取引関係を見える化                       第９回 日本の「稼ぐ力」創出研究会資料より引用 



（参考）地域経済分析システムを活用した分析例 
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石川県では、周辺地域との繊維産業内取引が活発であり、取引のある近隣県と一体と
なった産業政策が有効。                   第９回 日本の「稼ぐ力」創出研究会資料より引用 

 

■地域の範囲を石川県から北陸３県に拡大すると、産業内域内取引を行う企業群の企業数、売上高規模は約４倍。 
■一方、岡山の地域の範囲を兵庫、広島まで含めた場合の企業数は１．６倍、売上高規模は１．３倍に止まる。 

 石川県の域内仕入産業内取引  岡山県の域内仕入産業内取引 

 北陸３県（福井・富山・石川）の域内仕入産業内取引 広島県・岡山県・兵庫県の域内仕入産業内取引 
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✓ 事業性評価を行う上で融資先企業の定性面の理解が必要となるが、特に製造業種の場合、一般的に理解・把握・分析が

困難とされる「技術ノウハウや知的財産権」等が、事業のコアコンピタンスとなっているケースが多いものと想定される。 

✓ 金融機関を対象とした調査でも、非財務情報を収集・活用する際の課題の一つとして「技術情報や知的財産など専門情報

に対する評価スキル」とする回答が多く、非財務情報で重視する項目として「技術：同一製品・技術分野における優位性」があ

げられている。 

➣ 従って、定性面を含めた事業性評価を実施するにあたり、製造業関連業種については前提として「技術

ノウハウ」等の理解・把握（いわゆる見える化）及び分析が必要であり、専門的知見を持った第三者による

技術ノウハウの評価報告書制度が有効なのではないか。 

特許庁「金融機関等から見た企業の知的財産を活用した資金調達に
関する調査研究報告書」（2013年2月） 融資先企業での技術ヒアリング 

非財務情報を収集・活用する際の課題 （複数回答）

No. カテゴリー名 %
1 渉外担当のﾋｱﾘﾝｸﾞｽｷﾙ 51.1

2
技術情報や知的財産など
専門情報に対する評価ｽｷﾙ

35.5

3 企業評価体系の未整備 22.4
4 行内ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの未充実 19.9
5 その他 15.0
6 情報の入手困難性 12.0
7 融資先の開示姿勢 10.9
8 専門情報に対する外部専門家との連携 8.2

３．評価指標検討の視点② ～製造業について 



（公財）ひょうご産業活性化センターにおける「技術評価制度」 

公的機関が中心となり、中小企業の技術力評価による金融機関の融資審査等に資する仕組みを構築し、民間に比べ割安な金
額の技術評価制度を創設・運営している。 

評価書発行件数 ９０９件 

   製造業５４％、サービス業１５％、建設業１３％ 

   卸・小売業１２％、飲食業・運送業・その他６％ 

制度を活用した融資実績 ５６７件 

           融資金額 約１４８億３７００万円 

（平成１７年７月制度創設から平成２６年１２月末までの実績） 

 

 申込企業[金融機関経由]  ※直接申込も可 

     （評価申込み）  

 

 ひょうご産業活性化センター 

 

      （評価委託） 

 

 評価機関        申込企業 （ヒアリング） 

     

      （評価報告書） 
 

 ひょうご産業活性化センター 

      （事務局と調査担当者による内容確認等）    

          （委員会審議、加筆修正、評価書発行） 

 

  申込企業 [金融機関経由] 

評価のステップ 
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○兵庫県では平成１７年より産業支援機関や地域金融機関等と連携して、評価機関や専門家等の専門的 

 知見を活用した「技術評価制度」を先行して実施しており、この取組は広島県及び福岡県へ波及。 

➣こうした取組が、専門的知見を必要とする定性評価項目（いわゆる「技術ノウハウ」や「特許権等知的財 

 産権」）の理解・把握・分析（見える化）を行う上で有効なのではないか。 

（参考）（公財）ひょうご産業活性化センターにおける「技術評価制度」 



３．評価指標検討の視点② ～業種特性を踏まえた分析 
 主要事業毎の評価を行うにあたっては、当該事業の属する業種の特性を踏まえた分

析を行うことが重要。 
 特に、地域経済や生活基盤を支える広義のサービス産業は、生産性の向上が大きな

課題となっており、それに即した分析を行うべきではないか。 
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＜日本標準産業分類（2013年改訂） 大分類より＞ 
 電気・ガス・熱供給・水道業 
 情報通信業 
 運輸業，郵便業 
 卸売業，小売業 
 金融業，保険業 
 不動産業，物品賃貸業 
 学術研究，専門・技術サービス業 
 宿泊業，飲食サービス業 
 生活関連サービス業，娯楽業 
 教育，学習支援業 
 医療，福祉 
 複合サービス事業 
 サービス業（他に分類されないもの） 
 公務（他に分類されるものを除く） 

広義のサービス業（第三次産業） 中小サービス事業者の生産性向上
のためのガイドライン（2015年2月） 



（参考）ＪＣＳＩ（日本版顧客満足度指数） 
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 業種の特性を踏まえた評価にあたって、顧客満足度を把握することが有益な場合があ
る。その際に、商品・サービスを購入・利用するときに共通する心の動きをモデル化し、
サービスの利用前から利用後までの全体を調査・分析する、ＪＳＣＩ（日本版顧客満足度
指数）の手法も有効ではないか。 

(1)顧客期待 ①全体期待 商品・サービスの総合的な質について、どれくらい期待していたか 

②ニーズへの期待 個人的な要望に対して、商品・サービスがどの程度、応えてくれると思っていたか 

③信頼性 商品・サービスが利用できない等の不具合が、どの程度起きると思っていたか 

(2)知覚品質 ①全体評価 利用経験から判断して、商品・サービスがどの程度優れていると思うか 

②バラツキ 利用経験から判断して、商品・サービスは、いつも問題なく安心して利用できたか 

③ニーズへの合致 商品・サービスが個人的な要望にどの程度応えているか 

④信頼性 商品・サービスが利用できなかい等の不具合がどれくらいあったか 

(3)知覚価値 ①品質対価格 支払った金額を考えた場合、商品・サービスjの総合的な質をどのように評価するか 

②価格対品質 商品・サービスの総合的な質を考えた場合、金額や手間ひまに見合っていたか 

③お得感 他と比べて、お得感があったか 

(4)顧客満足 ①全体満足 利用経験を踏まえて、商品・サービスにどの程度満足しているか 

②選択満足 商品・サービスを利用したことが、良い選択だったと思うか 

③生活満足 商品・サービスが、生活を豊かにすることに、どの程度役立っていると思うか 

(5)推奨意向 ①商品の魅力 友人等と話す場合、商品・サービスを好ましい話題とするか 

②会社としてのサービス 友人等と話す場合、会社としてのサービスを好ましい話題とするか 

③従業員・窓口対応 友人等と話す場合、従業員・窓口対応を好ましい話題とするか 

④適切な情報提供 友人等と話す場合、情報提供を好ましい話題とするか 

(6)ロイヤルティ ①第一候補 次回、当該商品・サービスを第一候補にすると思うか 

②関連購買 今後、これまでよりも幅広い目的で利用したいか 

③頻度拡大 今後、今までより頻繁に利用したいか 

④持続期間 これからも利用し続けたいか 

JCSIの評価枠組 



３．評価指標検討の視点③ ～グループ全体の視点 
 多岐にわたる事業を有するコングロマリット企業については、主要事業毎の業績管理

を徹底し、各主要事業の固有の業種特性を前提とした評価を実施する必要がある。 
 その上でグループ全体の評価に際し、①主要事業間の相乗効果、および、②事業管理

を徹底できる迅速・明確な意思決定体制（ガバナンス）に着目する必要がある。 

交通事業 
地域の人口減少に伴い、鉄道事業・バス事業とも利用者の減少が続く。 
 →バス事業は、赤字路線の見直し、事業統合による車両・運転手の効率化等の必要。 
   鉄道事業は、公共性が高いが、設備投資負担が重く、中長期的な変革が必要。 

小売事業 

観光事業 

【事業毎の業績管理の徹底】 

【グループ全体の評価】 

①相乗効果 

③ガバナンス 

経営のプロが不在であり、必要な投資を行わない漫然とした店舗オペレーションが継続。 
 →店舗のスクラップ＆ビルドや改装、店舗人員の生産性向上等による収益構造の改善が必要。 

計画性のないリゾート事業の買収と拡大による過剰債務がグループ全体の収益を圧迫。 
 →ホテル・旅館設備の改装、施設の特徴をふまえたマーケティングの実施等が必要。 

複雑な株式持合いとグループ各社に対する迅速かつ合理的なガバナンスの欠如。 
 →持株会社によるグループ経営の一元化を図り、迅速・合理的に意思決定できる体制が必要。 

相乗効果を追求するグループ全体の戦略の欠如。 
 →相乗効果の観点から主力ビジネスとする事業を取捨選択し、その他の事業は親和性・代替可 
   能性と収益の両面から売却・撤退を行う必要。 

②持続可能性 
過去の事業展開を要因とする過剰債務による持続可能性の欠如。 
 →過剰債務を解消するため、非事業資産の売却による債務の圧縮、及び、成長投資を行い将来

キャッシュフローを向上させることにより返済原資の確保が必要（例：Net Debt/（将来）EBITDA） 
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４．評価指標の活用～地域における早期・円滑な新陳代謝の実現 

 経営体制の合理化を通じた経営力の強化 

 社内各事業に対するグループ経営強化（グループ再編、持株会社化等） 

 社内におけるガバナンス体制の強化（外部人材の登用、社外取締役等） 

 成長分野の選定・強化 

 社内事業における中核事業の見極め 

 個別事業内での改善点の把握、オペレーションの強化 

 不採算部門の整理・合理化 

 不採算部門の中・長期的な事業見通し、課題の把握 

 抽出された課題に対する抜本的な対応（事業撤退・売却） 

 他の地域企業等との連携 

 生産性の向上、合理化のための連携（分社化した上での経営統合等） 
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 評価指標の活用により、成熟期にある企業の課題を早期に抽出・共有。 

 課題解決に向けた早期の取組着手により、地域における円滑な新陳代謝を実現 

評価指標の活用例 



（参考）コングロマリット再生事例 

一般路線バス（本社） 

一般路線バス 
（子会社４社） 

高速特急バス 

貸切バス（子会社５社） 

旅行代理業 

空港業務 

レストラン・売店 

熊本フェリー 

索道 

物販・卸し 

ターミナル 

ホテル 

貸店舗 

センター売店 

センター駐車場 

コンピューター 

自動車整備 

 

地域路線バス事業 
 

 

観光事業 
 

 

熊本ランドマーク事業 
 

その他 

九州産交グループの存在意義 
県民市民の便益確保に十分配慮しつつ、事業者と
しての経営効率化努力を実行すると同時に関係地
方公共団体等に対して支援を要請 

今後成長させるべき事業 
旅行代理店事業では国内主催旅行に注力し、県
内ナンバーワンの地位を維持・強化。貸切バスは
県下での圧倒的なバス保有台数を強みとして、営
業力強化。高速バス事業では、新規路線開拓等に
よる収益性改善 

街づくりに寄与する事業 
「熊本交通センター」は、熊本のランドマークであり、
バスターミナルでは日に延４万人の乗降客がある。
利便性とサービスを提供しつつ、熊本市の街づくり
に貢献 

グループ内向けのサービス提供が主であり、コスト
削減・効率化を通じ、割安な価格でのサービスを
適用していく 

売却、撤退 
駐車場 

博物館 

タクシー 

グアム 

広告 

ボウリング 

天草国際ホテル 

タクシー（天草） 

サイパン 

• 九州産業交通グループは、経営の行き詰まりから、事業再生に着手。 
• 明確な事業方針を策定の上、抜本的な事業体制の再編を行った事案。 
• 産業再生機構自身が過半の株主となって企業価値の向上に関与した、公共性が高い路線バス事

業の再生案件。 
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九州産業交通(株)の事業再生 

【出典】 我が国の事業再生の実態について 報告書（平成18年6月公表） 内閣府 
  地域経営の観点からの地方再生に関する調査研究 2010報告書 経済社会総合研究所 
      より経産省作成  



 検討の基本方針について、地域企業を製造業・非製造業・コングロマリット企業

に分ける方針の当否 

 業種別の検討に際し、下記指標の組合せによる成果物を目指す方針にて検討

を進めることについて、どう考えるか。 

① 基本的・業種横断的な定量的指標 

② 業特性別・（定量化されたＫＰＩ等で構築された）定性的指標 

 地域の製造業の検討に際し、技術力の評価等総合的な経営力や将来の成長

性をどのように評価するか。 

 非製造業の検討に際し、指標作成に当たり必要な視点、業種の括り方、有益な

指標例等をどのように考えるか。 

 コングロマリット企業（グループ企業）の評価に関し、以下の点をどう考えるか。 

① コングロマリット企業像の整理（検討対象の考え方） 

② 評価の視点、評価指標、検討の方針、ビッグデータの活用方法 

ご議論頂きたい論点 
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