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▷ 個人の創業支援

▷ インキュベーション施設に
おける事業化支援

▷ 新事業展開の支援
・ 異分野連携（新連携）の取り組み
・ 農商工連携による取り組み
・ 地域資源を活用した取り組み

▷ 販路開拓の支援
・オンラインマッチングによる支援
・展示会や商談会などの開催
・Ｅコマース活用支援

▷ 海外展開支援

▷ ハンズオン支援
経営課題解決のための専門家派遣

▷ 小規模企業共済

▷ 経営セーフティ共済

▷ 事業承継・事業引継ぎ

▷ 事業再生支援

災害時における
中小企業の復興支援

創業・新事業展開 セーフティーネット
事業承継・再生

成長・発展

災害対策

経営相談

専門家派遣
人材育成

（中小企業大学校等）

資金支援

（ファンド事業等）

情報提供
経営支援ツール提供

中小機構の概要

●起業・創業期から成長期、成熟期まで、企業の成長ステージに応じた総合的なサポート

●全国に広がるネットワーク（全国に地域本部：９箇所、大学校：９校、事務所：２箇所）
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◆支援対象 ：地域創生・活性化に資する中核企業等

◆支援テーマ：①新分野進出 ②新商品開発・販路開拓 ③生産性向上
④高付加価値化 ⑤海外事業展開 ⑥IT化
⑦組織の活性化 ⑧営業力強化

◆支援体制 ：専門家と職員で構成されるコンサルティングチームを編成

◆支援方法 ：コンサルティング計画を策定し、支援企業の社内チームと一体的な
プロジェクトチームで取組み、企業の自立的な成長基盤を強化

地域中核企業等、地域創生・地域活性化に資する有望な企業の様々な経営課題
の解決に向け、適切な専門家を継続的・計画的に派遣し、一定期間集中して支援。

・約１，０００名、全国規模の専門家ネットワークから最適な専門家を厳選
・派遣社数約８，４００社の豊富な支援実績（H１２～２８FY累計）

地域中小企業経営力強化・成長支援（ハンズオン支援事業）
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【中小サービス事業者のマネジメント強化による生産性向上】

＜支援企業＞

株式会社 ビック・ママ（宮城県仙台市）
・ 資本金：５０百万円
・ 従業員 正社員１３１名／パート１９１名（平成29年5月期）
・業 種 衣服裁縫修理業
・売上高 １４．８億円
・ 大手スーパーから寸法直しや衣服の補修などを請負っていたが、現社長
の事業承継を機に、 一般消費者を対象としたビジネスモデルに転換中。
【参考】
○「がんばる中小企業・小規模事業者３００社」
○「ＩＴ経営応援隊 ＩＴ経営百選」優秀企業
○「ハイ・サービス日本３００選」 他

◆経営課題
・作業効率の向上等による収
益性の改善
・売上拡大に向けた基盤整備

◆支援概要
・縫製作業での滞留のムダ取りによるリードタイム短縮。
・２Ｓ活動による作業場内の整理・整頓、レイアウト変更。
・現店舗を活用した新サービス（鞄・靴修理、古着買取代行）の導入等を
盛り込んだ経営計画の策定。
・管理会計を導入し月次で計画の進捗状況をチェックできる仕組みの構築。

◆支援結果
・大幅な売上げ増加による、経常利益の黒字転換。
・店舗のモデル化による新規出店の加速（国内 ６９店舗 、海外 ９店舗（シンガポール、ベトナム））。
・事業拡大による雇用の増加。

地域未来牽引企業支援事例 ①
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【全社活動（大幅なコストダウン）による経営危機からの脱出 】

＜支援企業＞

気高電機㈱ （鳥取県鳥取市）
・ 資本金：４６．８百万円
・ 従業員：２７０人(気高電機160名、気高プロダクツ110名)
・業 種 電機機械器具製造業
・売上高 １２２億円（2017年5月期）
・大手家電メーカーのＯＤＭ生産。
設計・金型・部品製造から組立まで可能な技術力と総合力を保有。
【参考】
○「元気なものづくり企業３００社」
○「ものづくり日本大賞」中国経済産業局長賞
○「製品安全対策優良企業表彰」商務流通保安審議官賞
○「省エネ大賞」中小企業庁長官賞 等

◆経営課題
・財務管理等の体制が脆弱。
・主要取引先の大手Ａ社が経営悪化により、大手
Ｂ社の子会社化。
・主力商品の圧力ＩＨジャー炊飯器の原価改善。

◆支援概要
・原価管理、部門別利益・目標管理等のシステムの構築。
・予算制度・方針管理等の充実。
・中期経営計画の策定。

◆支援結果
・１８ヶ月の支援で主要部門の生産性が１２％アップ等、緊急コストダウンに成功。
・全社挙げての損益改善活動の推進により、主要顧客交替に伴う経営危機を、リストラなしの改善で乗り切った。
・経営管理会計の体制を構築し、計画経営を実施。

地域未来牽引企業支援事例 ②
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Ｊ－ＧｏｏｄＴｅｃｈ（ビジネスマッチングサイト）

６

中小機構、また全国の支援機関等が、地域中核企業等、優良な中小企業を選定し、技術や

製品、サービスの強みなどの企業情報を日本語、英語で発信するビジネスマッチングサイト。

サイト上で関心のある国内外の会員企業と直接の情報交換ができます。情報交換に際しては

専門家がフォローします。また中小機構主催、共催による展示会、商談会と連携してリアルな

商談へつなげます。

ビジネスマッチングサイト

優
れ
た
日
本
の
企
業

海
外
企
業

・
大
手
企
業

平成30年1月末時点

約9,000社

約5,000社

約380社



地域未来牽引企業のサイト活用例

【企業概要】 プライミクス（株）（兵庫県）
・高速攪拌機（最高回転数22,000r/min)の専門メーカー。
医薬、化粧品、電池デバイスなど幅広い分野での粒体化を実現する技術を保有。

【課題】
・現在は、中国、韓国に拠点を設け、大手電池製造メーカーへ製品を販売。今後、
EV化が加速するタイを中心としたASEAN地域での業容拡大を目指す。

ジェグテックサイトでの自社情報発信（日本語・英語）
タイ企業とのサイト上での情報交換

↓
タイ現地での商談会参加支援

７



①計画書・提案書作成をサポート

STEP３
研究開発推進
（事業化）

STEP１
研究開発計画認定申請（法認定）

研究開発
の実施

提案書の
作成・提出

研究開発計画の認定研究開発計画の作成・申請

STEP２
サポイン事業提案申請

（補助金採択）（事業者） （経済産業局）

（経済産業局）（事業者）

事業化

（事業者） （事業者）

②研究開発の推進をサポート
（研究開発推進会議等）

③事業化をサポート

中小機構の
支援① ② ③

戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）に関する支援

●中小ものづくり高度化法の計画認定（国）を受けた中小企業が、大学・公設試等と連携して研究開発、
試作品開発及び販路開拓等への取組を最大３年間支援。
３０年度からは、地域未来投資促進法の計画承認（都道府県）を受けた中小企業も対象として追加。

●補助上限額：４，５００万円、補助率２/３

●中小機構のものづくり支援コーディネーターが、研究開発計画・サポイン事業提案申請に係る計画書
のブラッシュアップ、サポイン採択後の研究開発の推進及び事業化に向けた支援を実施。

採択審査・
採択決定

◆サポイン支援の流れと中小機構の支援

STEP１（※サポイン申請を念頭に置く場合）

地域経済牽引事業計画承認申請（承認）
（事業者） （都道府県）

地域経済牽引事業計
画の承認

地域経済牽引事業計画の作
成・申請（※サポイン支援の
活用を念頭に置く場合）

※事業計画のうち、サポイン事業の研究開発に係る箇所。
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主な出資条件

• 出資上限枠は、ファンド
総額の50%以下

• 中小企業向け投資（一定
割合）

●投資事業有限責任組合法に基づくファンドに対して、ファンド総額の原
則１/２以内の出資を通じた資金供給の呼び水としての機能を発揮し、
中小企業の起業、新事業展開、事業承継、事業再生等を支援。

●GPには、ハンズオン支援による投資先企業のバリューアップを期待。

成長・発展

ベンチャー企業
中小企業運営者

（ベンチャーキャピタル等）

ファンド
（投資事業有限責任組合）

出資

投資

・インキュベーション施設の提供
・経営・販路支援
・マッチングイベントの主催

出資

金融機関

地方公共団体

事業会社

その他

ファンド出資事業（資金調達支援）
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（平成30年1月末現在、金額単位：百万円）

区 分
出 資 先
ファンド数

最大出資約束額 ファンドへの実出資額 企業への投資累計額
投資先
企業数

IPO
企業数

ファンド総額
（他LP,GPの

出資約束額含む）
中小機構分

総額
（他LP,GPの出
資額含む）

中小機構分 総額 中小機構分

起業支援ファンド 107 214,471 79,317 183,723 69,999 137,606 52,879 2,709 156
中小企業成長支援

ファンド 99 659,803 193,646 454,244 145,139 387,010 119,831 1,325 55

中小企業再生
ファンド 51 168,057 74,449 113,425 50,134 95,297 41,810 471 0

産業復興機構 5 37,030 29,600 22,897 18,300 20,548 16,422 332 0

合 計 262 1,079,361 377,012 774,289 283,573 640,461 230,942 4,837 196
（推計値） （推計値）

※IPO企業数の合計については、異なる区分の複数ファンドから重複して投資を受けている15社を控除している。

ファンド出資事業の実績

ファンドを通じた地域未来牽引事業の支援

●「地域未来投資促進法」に定められた地域経済牽引事業を支援するファンドへの出資を、
昨年10月より開始
●今後も、地域の中小・中堅企業が抱える事業承継などの経営課題に対する資金面・経営
面での支援に取り組むファンドの組成を促進していく

○地域未来投資促進法に対応するファンド

ファンド種別 ファンド名 ＧＰ ファンド総額 中小機構出資約束総額

中小企業成長
支援ファンド

J-GIA1号
投資事業有限責任組合

日本成長投資
アライアンス㈱

１６３億円 ３０億円

１０

＜平成３０年３月末現在＞



中小機構 所在地一覧
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【お問合せ先】

独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）

TEL：03-3433-8811

住所：東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル

ＵＲＬ http://www.smrj.go.jp

ご清聴ありがとうございました
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