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 は じ め に  
 
 
経済社会の転換期の今日、中小企業においては経営革新による環境変化への対応がより一層重要に

なってきている。特に経済のグローバル化、地域生活者のライフスタイルの変化、高齢化社会の進展、

環境意識の増大などへの新たな対応が求められていることは言うまでもない。 

このような変化に対して、中小製造業者、小売商業者、サービス業者の中には、現在打つ手が見出

せないでいる事業者も少なくないように思われる。 

そこで、そうした企業の経営に実践的に役立つ、また取り組みやすいテーマについて取り上げたい

と考え、今様々な角度から注目されている「経営革新支援法」について調査研究を行なうこととした。 

そのような意味において、当報告書では、福井県内の経営革新を目指す企業を対象に様々な角度か

ら現状分析や事例調査を行なった。まだまだ不充分な点が多く、今後も継続して研究を続けていくこ

との重要性を痛感するものである。 

環境変化の著しい時代であるから、中小企業の経営革新に実践的に活用できる調査研究の重要性を

改めて感じる次第である。 
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第 1章 福井県における経営革新の現状と経済動向 
 
１．福井県における経営革新の現状と承認企業  

平成 14 年１１月末現在で福井県の経営革新支援法による承認は６１の企業（団体）である。中心

は製造業であり、現在も申請中の企業が数社という状況である。（以下数値については福井県に協力い

ただいたもの。） 

 

（１） 承認件数の年度別状況 

 
 件数 構成比 

（％） 
企業（団体）数 

平成１１年度 ９ １４．８    ９ 
平成１２年度 ２３ ３７．７ ２３ 
平成１３年度 １８ ２９．５ ２２ 
平成１４年度 １１ １８．０ １４ 
合 計 ６１ １００ ６８ 
※ グループでの申請があるため、件数と企業数が異なる。（団体は、１組合） 

※ 平成１４年度は１１月末での状況 

 

６１件という承認件数は他県の推進状況と比較しても、ほぼ平均的なペースと言ってよさそうであ

る。承認件数は１２年度をピークに減少している。１４年度も１３年度の承認件数に届かない見込み

である。 

 

（２） 承認企業の業種別状況 

 
 企業（団体）数 構成比 

（％） 
製造業 ４１ ６０．３ 
卸売・小売業 ９ １３．２ 
サービス業 ８ １１．８ 
建設業 １０ １４．７ 
合 計 ６８ １００ 

 

承認企業の６割は製造業である。建設業の承認企業のも多いが、非製造業の承認ケースが少ないと

いえる。 
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（３） 承認企業の会社形態別状況 

 
 企業（団体）数 構成比 

（％） 
株式会社 ５６ ８２．３ 
有限会社 １１ １６．２ 
個人経営 ０ ０ 
組  合 １ １．５ 
合 計 ６８ １００ 

 

会社形態は株式会社が圧倒的に多い。個人への承認はこれまでのところない。 

 

（４） 承認企業の資本金別状況 

 
 企業数 構成比 

（％） 
１億円以上 ２ ３．０ 
５千万～１億円未満 ６ ９．０ 
１千万～５千万円未満 ５０ ７４．６ 
３百万～１千万円未満 ９ １３．４ 
合 計 ６７ １００ 

        ※６８企業（団体）から１組合を除いて集計、以下の表も同じ 

 

４社のうち３社の資本金が１千万から５千万円である。承認企業は１千万円資本金の株式会社が多

い。 

 

（５） 承認企業の従業員数別状況 

 
 企業数 構成比 

（％） 
１００人以上 ５ ７．５ 
３０人～９９人 ２０ ２９．８ 
１０人～２９人 ２４ ３５．８ 
１人～９人 １８ ２６．９ 
合 計 ６７ １００ 

 

３０人以下の企業で約６割である。従業員数については、承認企業の特徴はでていない。いろいろな

業種で従業員規模も様々という集計結果である。 
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（６） 承認企業の地域別状況 
 企業数 構成比 

（％） 
福 井 市 ３０ ４４．８ 
武 生 市 ５ ７．５ 
鯖 江 市 ５ ７．５ 
大 野 市 ５ ７．５ 
小 浜 市 ２ ３．０ 
勝 山 市 １ １．５ 
坂 井 郡 １１ １６．４ 
吉 田 郡 ３ ４．５ 
足 羽 郡 ２ ３．０ 
今 立 郡 １ １．５ 
遠 敷 郡 １ １．５ 
大 飯 郡 １ １．５ 
合 計 ６７ １００ 
※ 四捨五入の関係で合計は１００にならない 

 

承認企業は圧倒的に福井市が多く、隣接の坂井郡を加えると、６割に達する。嶺北地方と比較する

と、嶺南地方の承認企業は少なく、嶺南全体で４社、６％程度にすぎない。 

 

（７） 承認企業にいえること 

 福井県の主要産業といえる業界での取り組みも多い。繊維工業の承認は１１件、眼鏡枠は６件、機

械工業は４件。この三業界で承認件数のほぼ３分の１である。また、IT関連企業の承認は４件。承認

企業の取り組みにも IT関連のウエイトが高くなっている。 

 

２．福井県の経済動向について 

さて、問題となる経営革新の取り組みについてその必要性を考えてみるために、福井県の経済動向と

その特徴について基本的な状況を確認してみたいと思う。 

 

（１）鉱工業指数（平成 7年＝100、季節調整値）を見ると、14年 8月現在では持ち直しつつあると

言いながら 86.2となっており、全国の 98.2と比較してもその水準は低く、本格的な回復基調にある

とはいいがたい状況。 

 

（２）鉱工業指数がこうした推移の中で、出荷、在庫とも改善が進んでいる。基調としては長期の低

迷状態から脱しつつある。しかし、全国と比べるとその水準は低く、業種間格差もあることから、依

然予断を許さない状況といえる。 

（３）設備投資動向（ウエイトの高い電力を除く）をみると、13年度実績は全産業で前年度比 16.8％
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減と 2 年連続のマイナス。14 年度計画でも 26.4％減と大幅な減少が見込まれている。製造業、非製

造業とも前年同様の減少となりそうだ。 

 

（４）企業マインド（ＤＩ）は平成 13 年下半期を底に改善傾向ではあるけれども、低位横ばいとい

える状況が続いている。本県でウエイトの高い製造業も 14 年 12 月期予想が、マイナス 26.5 まで改

善するなど企業マインドは上昇しつつある。しかし、各業種とも水面下にあることも事実である。依

然不透明感が強い状況であるようだ。 

 

３．福井県経済の特徴 

・ 全国比で 0.7％前後の経済県 

・ 全国比で見ると工業力の指標は高い県 

・ 大型店高充足度の県 

・ 知的サービス産業不足の県（情報サービス産業や大学の指標が低い） 

・ 高地方税の県 

・ 低生産性の県 

（製造業従業員 1人あたりの粗付加価値額が全国 100に対し 73.2と低い） 

ここで最後の低生産性についての理由は以下のように考えられる。 

・ 福井県における製造業の主力産業である繊維、眼鏡、機械などが半製品製造中心であり、またそれ

が中小零細企業による下請が多いということである。 

 

これら主力の産業にあっては、中国を中心とした、東アジア諸国の圧力が強まる中で、各産業、企業

では、独自の製品づくり、ナンバーワンの加工技術、狭い専門分野の追求などをベースとしたマーケ

ット直結型のより高度な分野への転換が求められており、現在行なわれている下請中心のモノづくり

からの 1日も早い脱皮が望まれるところである。 

（出典 平成１４年度版 福井県の経済 発行福井県産業支援センター） 

 

こんな状況下で経営革新の“新たな取り組み”が進みつつある。 

この新たな取り組みが県内企業の間でどう進んでいるか。確認してみるために承認企業と一般企業（承

認をとっていない）に分けてアンケート調査をしてみた。次章に詳細を記載している。 
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第３章 経営革新承認企業における事例紹介（主要産業と他産業の有力企業） 
  
 福井県を代表する産業に繊維工業と眼鏡工業がある。これらの産業も取り巻く環境は現在また今後

も厳しいと言わざるを得ない状況にある。そこで、まずこの産業から自社固有の技術を持ち、新市場

に挑んでいる企業を紹介しようと思う。その後、県内の有力企業を２社紹介したい。 

 
１．繊維工業とその事例紹介 

（１）繊維工業について 

 奈良時代にはすでに国内有数の絹織物産地だったといわれる福井県。明治には羽二重製織技術が入

り、最新鋭機器の導入もあって絹織物のわが国最大の産地となった。昭和以降、人絹織物への転換、

戦後の合繊織物への転換にも対応し、世界規模の産地として発展した。石油ショック以降は韓国・台

湾繊維産業の発展などもあり、産地としての成長時代は終わった。そこで、商品技術開発に力を注ぐ

対策を続け、その結果差別化織物などを次々開発していった。その後も中国などの攻勢をうけており、

産地として危機感を持たざるを得ない状況が続いている。 

 この歴史と伝統のある繊維工業においては、現在、中国、東南アジアの台頭をはじめ、大きな環境

変化を迎えている。この１年だけをみても、中国は依然増産体制を崩さないため、世界的な供給過剰

の状態であった。国内においても輸入衣料品の大量投入、価格破壊の進行、それに伴う川下流通業界

の混乱、国内縫製業界の空洞化といった構造問題がさらに進展したと言える。 

 さらに大手合繊メーカーの戦略転換（テキスタイル削減）の影響を受けて、本県産地は一段の不況

に見舞われ、極めて厳しい経営環境を迎えた。 

 衣料分野では、輸入増加にようやく歯止めがかかったものの、生産が高機能品などの一部を除き低

調な推移である。海外向けも低調であり、産地としては撚糸、織布、ニット、レース、染色に至るま

で低水準での操業を余儀なくされた。 

 非衣料分野では、生活雑貨、カーシート生地、エアバッグに堅調な動きが戻った。しかし、住宅需

要の低迷などでインテリア製品は低調である。また、最近ではエアバッグ単価下落などで国際的な競

争激化が表面化するに至っている。 

 このように、衣料分野から、非衣料分野にまで海外勢の足音が迫りつつある。その中で、産地では

打開策としてアジア諸国が①技術的に不可能な分野②これまで手がけたことのない分野③手がけたく

ない分野を合い言葉に新たな市場を求める模索が始まっている。 

（出典 平成１４年度版 福井県の経済 発行福井県産業支援センター）  
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（２）事例研究  
   Ｄ社   合繊織物製造業   所 在 地：福井県丸岡町  従業員５５名 

 

“より高度な技術を追求し、いつの時代にも対応した価値を創造していく”企業 

 

経営革新の承認テーマ 

賃織体質から開発販売型変革していく 

自社商品の国外への直販・輸出体制を確立していく 

 

企業概要 

 創業は昭和２３年、社長は現在５１歳。 

 産業用資材織物・スポーツ用資材織物の製造販売 

 主要製品はナイロン・ポリエステル超高密度織物素材でバッグ、レインコート、ユニフォームな

どの製品に使用されている。 

 ヨット用セール生地も主力製品であり、ヨットレースの最高峰“アメリカズカップ”に出場した

ニッポンチャレンジのセールも同社からのものである。 

 超高密度高耐性の織物に関する技術を強みとしている。 

 車椅子用の介護衣料など次々と商品開発に取り組んでいる。 

 

取り組みの背景 

 衣料用などの繊維、織物はメーカーの中国シフトなどの影響により、これまでのような需要は期待

できない状況を同社も迎えていた。同社製品に近い中国製品の品質をずっと確認していた同社社長は

短期間にかなりのスピードで品質を改善してきたことに脅威を感じた。これが数年前のことである。

このままでは、同じ製品では中国製品に間違いなく押されてしまう。 

このため同社は、 

① 狭い市場 

② 大量生産でない小ロット対応で望まざるを得ない市場 

③ 国内市場だけでなく、チャンスのある国外での市場 

に狙いを絞り込んだ。そして、その狭い市場を営業強化で開拓し、社長自らも国内、国外を飛び回っ

ている。その取り組みでは、販売する製品は同社から直接販売する形をとっている。国外へは直接輸

出である。同社はＱＲ（クイックレスポンス）にも積極的に取り組み、品質管理、生産管理上の改革

も同時に行っている。 
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同社の特徴 

・同社はヨットのセールなどに使用される高密度の産業用、スポーツ用資材織物メーカーである。 

・同社のコア技術としては、超高密度、高耐熱製品の製造である。 

・これらの製品は保温性、防水性など機能性で支持、評価されている。 

・ このコア技術をさらに追求し、狭い市場でグローバルに展開し、高シェアを目指す。今回の経営革

新ではその営業スタイル、自社直販の国外輸出の確立を新たな取り組みとして申請している。 

 
 

（写真１） 

当社が製造する 

強度、軽量など高機能

が要求されるヨットセ

ールクロス 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（写真２） 

オーダーメイド 

ユニフォーム 

 

 

 

 

車椅子レインウェア 

ポンチョ 
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経営革新での取り組み 

①テーマ 

 市場を徹底的に絞り込み、自社製品を新たな販売方式となる直接販売・輸出するかたちで国外で

は提供していく。同社にとって絞り込んだ有望な市場であれば国内、国外は問わない。メーカーと

して当然要望されるＱＲにも取り組んでいる。 

 

 ②同社の強み 

 コア技術として、超高密度、高耐熱製品の製造ノウハウがあり、この技術のさらなる向上を目指

している。技術の向上と同時にエンドユーザーの動向を絶えず把握しようと目  を配っている。 

 

 ③きっかけとなるもの 

 社長が直接確認した、中国製品の品質向上とその驚異的スピード。その脅威から新たな取り組み

を決断した。 

 

 ④取り組み 新市場の開拓 

 狭い市場を狙うが、国内市場は成熟しており、今後も拡大はしていかない。もともと限られた市

場規模であるため、国外の市場も狙っていかざるを得ないともいえる。近隣のアジア市場から攻め

ており、昨年から取引が増え始めている。ヨーロッパ市場も視界に入れている。 

 

 ⑤新販売方式の開発 

 国外では直接販売しようというのは、同社の基本スタンスである“エンドユーザーとの接点をな

くさない”を堅持しているからである。 

 

 ⑥経営の向上 

 チャンスのありどころを調査してからの新たな取り組みであったために、ある程度の成果は見え

てきている。今後の成長に繋げるための課題としては教育システムとコア技術の追求という回答で

あった。 
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２．眼鏡工業、眼鏡枠およびレンズ業界と事例紹介 

（１）眼鏡工業、眼鏡枠およびレンズ業界について 

 明治３８年（１９０５年）に福井県鯖江市で本格的に生産が始まったといわれる眼鏡枠は、高い国

内シェアを維持しながら、戦後もメガネ工業団地を完成させるなど県内重点産業として、基盤整備も

行われてきたものである。これらにより、最新設備の導入、品質の向上、安定生産、増産体制づくり

が目指されたのである。昭和４５年には国内シェア８０％を確保し、今もイタリア、中国との３大産

地を形成している。 

 レンズは福井県では大正５年（１９１６年）から高級ガラスレンズから始まり、昭和３０年（１９

５５年）からはプラスチック製サングラス用レンズが成形できるようになり、サングラスも量産体制

にのせることができ、国内高シェアを獲得し、県内の代表産業として成長したものである。平成１２

年の製造出荷額約１０００億円にのぼる産業である。 

しかし、 

 ①有力メーカーの海外進出の結果に伴う、直接貿易の増加や、中国などからの逆輸入増加の影響 

 ②中国メーカーのパワーアップによる産地間競争の熾烈化 

 ③中国メーカーを供給元とする製品を輸入した、日本国内での超激安店などの低価格品出現と、 

  その製品との差別化目的の海外ブランド品発掘需要 

などにより、産地では眼鏡枠、サングラスともに生産・受註が低下しており、平成元年との比較で平

成１２年には、事業所数は８６０から８００へ、従業員数は７９７２人から６６１１人へとそれぞれ

減少している。（鯖江市の独自集計による）これらの勢いはさらに加速する傾向にあり、まさに空洞化

の危機に直面していると言える。 

 この状況下、この業界にあって早くから危機感を持ち、経営革新を続け、大手に負けない分野を築

いてきた企業のひとつが次に紹介するＫ社である。 
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（２） 事例紹介 

   Ｋ社    レンズ製造業      所 在 地：福井県鯖江市 従業員２６名 

 

“眼鏡枠に見切りをつけ、レンズ専業メーカーとして、すきま市場に狙いを絞り、商品開発に徹して

いく”企業 

 

経営革新の承認テーマ 

紫外線カットレンズにおいて黄ばみを取り除いたレンズの新製品開発。 

 

企業概要 

 創業は昭和２２年、現在の社長は 2代目。現在 54歳。 

 前社長が不慮のホテル事故に巻き込まれ死亡したため、急遽社長に就任。 

 同社は眼鏡枠産地である、鯖江市で眼鏡枠、レンズ製造企業として営業していた。 

 昭和５８年、現社長の判断で、デザイン性があるため計画生産できない眼鏡枠に見切りをつけ、

眼鏡枠製造をやめ、レンズ製造専業企業となった。 

 レンズ専業企業として、サングラス、眼鏡用レンズ、医療用レンズなどの製造にあたっている。 

 

社長の信念 

・“理屈、理論でできるはずのものは必ずできる”、“絶えず前（新製品開発）へ行く”を信念にし、製

造業として必要なものに、“空想力”を（自然の原理、原則から）あげている。 

 

・レンズ製造業界の特性としては、大手の保谷ガラスが高シェアを持ち、日本光学、ニコンなどが続

き、同社は 10位程度で、その規模、生産量など大手とは規模の面では太刀打ちできない。 

このため同社は、 

① すきま狙いに徹する形で大手の狙わない市場 

② 小ロットでも対応できる体制 

③ できるはずの仕事にノーと言わないこと 

を徹底し、研究開発を重視し、技術力を有した小粒でキラリと光る企業を目指している。眼鏡枠製造

ノウハウも持っていることが、レンズメーカーとしても強みとなっている。 

 

同社の特徴と経営革新 

・ 製造するものは、度付きレンズに代表される視力補正の「機能性」と様々なサングラスに代表され

る「ファッション性」の両面から価値追求している。 
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・ 「ファッション性」の追求からは薄くてカッコいいレンズ（非球面レンズ）の開発や、高カーブフ

レーム専用の度付きレンズ開発などにも成功している。 

・ 「ファッション性」追求から、サングラスをもっと楽しむための交換レンズを全９１種類におよぶ

バリエーションを有している。 

 

経営革新での取り組み 

①テーマ 

レンズ製造において、紫外線カットレンズに発生する黄ばみの除去についての新製品開発。 

 

②同社の強み 

レンズ専業企業として、「機能性」と「ファッション性」を追求してきて、積み上げてきた様々なノウ

ハウ。 

 

③きっかけとなるもの 

現在市場には紫外線カットの黄ばみの残るレンズはあるが、ファッショ  ン性の高い透明感あるす

っきりしたレンズが欲しいという声。 

 

④取り組み 

 この声を聞いた同社はできないはずはないとの思いと、完成できればある程度の市場が見込めると

判断。そこで、このニーズに応えるレンズの開発に新たに取組む計画を立案。設備投資も実施し、金

融面の支援も経営革新の制度から利用した。 

 

⑤新製品の完成  

 これは数年の研究で開発に成功。透明感のあるファッション性の高い商品に仕上げることができ、

高い評価を得ている。この分野においてはまだ同社占有の技術となっている。 

 

⑥経営の向上 

 経営環境は厳しいが、この新製品の開発などの効果で粗利確保等ができ、付加価値（額）が向上し

ている。 

 

この事例から学べるもの、参考になるもの 

・ この企業では経営革新となるテーマはあったが、製造業として絶えず研究開発し、新製品開発に繋

げる風土になっていること。 
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・ そして、経営革新への取組以前に数年前から、企業改革を実施していたこと。これは、市場（レン

ズ）が単価下落、競争激化すると先行きを見定めていたことによる。 

・ そして、そのために企業の生き残りをすき間に限定し、狭い市場を徹底して狙う、攻める戦略に切

り替えていたこと。 

・ これは、大手がやりたくないこと。大手が面倒くさいこと。に徹するという中小企業にとって基本

的な戦略。 

・ このすき間狙いの開発型企業を創るための人員投入、人員教育を済ませていたことによる。 

・ 経営革新も一気に進むものではない。 

・ これまでの努力がなしえた経営革新であったと思う。 

 

（写真３） 

当社のＣＲ平面偏光レンズ 

の商品群 

 

 

 

 

 

 

 

（写真４） 

当社のアクリル仕様 

サンカラーサンプル 
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３．事例紹介－１ （主要産業以外の有力企業） 

（１） Ｊ社   クリーニング業   所 在 地：福井市  従業員３２８名 

 

“きれいにするシステム、接客重視のシステムの両輪で技術、サービスを追求していく”企業 

 

（２）クリーニング業界 

 地球環境の保護問題から、洗浄用の溶剤規制がが強化され、業界として設備投資の問題等も抱えて

いる。世帯あたりのクリーニング代が減少していく中で、競争も激化し、生業的色彩の強い業界だけ

にこれらの変化への対応が大きな問題となっている。また、従来より、落ちない取れない、汚れの問

題も抱えており、その部分に顧客の関心が高く、店を選択するため理由になっている。その技術的な

部分の解決も溶剤問題と同時に併せ持っている。 

  また、価格競争にもなっているが、料金についてはいちがいに比較できないものの、地域格差が

あり、地方と較べると都市部は一般的に高いといえる。サービス等の高度化によって、高料金を設定

している企業もあり、今後本格的な差別化競争となっていく。 

 クリーニング業といえば、ファッションの多様化、個性化に対応するため、洗濯業よりは“衣料を

中心とした生活の豊かさを保全する機能を持つサービス業”的な発想が求められている。受け渡し時

に顧客との接点を二度もち、アドバイス等が要望されるサービス業である。受け渡し場所がコンビニ

等多方面化する中で、勝ち抜くための様々な取り組みが期待されている。 

  

経営革新の承認テーマ 

・ ドライクリーニングでは取れない汗などの汚れを水洗いで“汗抜きクリーニング”する技術開発を

行う。 

・ これまでのノウハウで関東へ進出すること。 

・ IＴの活用によって、遠隔地でも指導できるシステムの開発により、ＦＣ展開を図っていく。 

 

企業概要 

 創業は昭和６０年、創業社長で、現在６２歳。 

 「ふらんせ」ブランドでスタートし、現在「アバンセ」「洗濯王」ブランドを持つ。 

 「洗濯王」は平成１２年に首都圏（神奈川県相模原市）へ進出。これらをモデル店舗にし、平成

１３年には、ＦＣ展開を開始した。 

 ITの活用に積極的で、クリーニング店の遠隔地指導をシステムとして完成させ、ＦＣ展開の基盤

を作った。 
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経営革新での取り組み 

 

①メインテーマ 

   汗、尿、食べこぼしなどの水溶性の汚れを落とす、押し洗い方式の洗浄機械の開発 

 サブテーマ 

  （福井県から首都圏へ進出を図る） 

  （ITの活用により、クリーニング店の管理・指導を遠隔地から行うシステムづくり） 

 

② 同社の強み 

  従来からクリーニング業は製造加工業的な捉え方が業界内外からされている。しかし、同社 

 はクリーニング業はサービス業という意識を持ち、お客様の望む品質・サービスを提供する 

 を信念としてきたこと。いかに取れない汚れを落とし、お客様に喜んでもらえるかを追求し続 

 けてきたこと。これらを追求してきて、積み上げてきた様々なノウハウがあること。 

 

③ きっかけとなるもの 

  環境問題から、フロンなどの有機溶剤についての批判が高まってきた時点で、クリーニング 

 業者の全国組織は水洗いの推進をテーマにしていた。その時点で、組織員であった同社も環境 

 問題と実際の顧客ニーズ（水溶性汚れに対する取れないという不満）に応えるため、研究開発 

 に入り、溶剤および洗浄機の開発に取り組んだ。 

 

④ 取り組み 

  水洗いは汗、しみなどの汚れが落ちる特性はあるが、型くずれやちじみの問題点があった。 

 この問題を解決する洗浄機の開発が必要であり、同社はこれに取組、完成させ、特許申請をし 

 ている。同社はこの技術に確実に顧客ニーズがあることを把握していたため、完成できればか 

 なりの市場が見込めると判断。そこで、この開発に新たに取組む計画を立案。設備投資も実施 

 し、金融面の支援も経営革新の制度から利用した。併せて、IT推進についても県からの支援 

 を得て実施している。 

 

⑤ 新製品の完成  

  これは数年の研究で開発に成功。また、「越前二段洗流」というシミ抜きもシステム化に成 

 功した。これらの結果、高い品質とサービスを適正価格で提供できるようになった。当然お客 

 様からも高い評価を得ている。現在のところ、この分野においてはまだ同社占有の技術となっ 

 ている。 
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⑥ 経営の向上 

  高い品質・サービスに顧客も増え、業績は順調と言える。首都圏での展開も計画通り進んで 

 いる。クリーニング業の経営環境は今後も厳しいと予測されるが、この新製品の開発などの効 

 果で、付加価値（額）は向上している。 

 

この事例から学べるもの、参考になるもの 

・ 同社は“クリーニング業はサービス業”と社内で意識改革を続けてきていた。 

・ 従来は製造業あるいは製造加工業の意識・感覚がお客という観念を忘れさせ、従業員は工場労働員

的な考え方が支配的であったと言っていい。 

・ そんな環境から、将来の競争を控え、同社はどこよりも早く、心のこもったサービスを提供すると

言った提案をし、サービス業的発想、行動に社内を変える改革に成功していた。 

・ この改革の成功が、競争激化、価格競争に陥った際での負けない同社の原動力になったものと思わ

れる。 

・ これらのお客をしっかりと意識し、把握し、「ありがとうと言ってもらえる会社、店」を目指して

いることが次の FC展開の基盤となっている。 

・ クリーニング業は小規模零細な事業者が多く、生業的色彩が濃いため、同社が目指す、遠隔地管理・

指導などの FC展開に向いている業種、サービスと言える。 

 

（写真５） 

当社の本店 

 

 

 

 

 

 

（写真６） 

当社の店舗内
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４．事例紹介－２ （主要産業以外の有力企業） 

（１） Ｋ社  食品製造業  所 在 地：福井県大野市（本社）  従業員数：２２人 

 

“徹底的なこだわり、品質重視の姿勢で、きらりと光る小さな優良企業を目指す”企業 

 

①食の安全性が最重視されている食品メーカー業界 

平成１４年１２月に実施された「食の安全」に関する全国面接世論調査にとると、スーパーなどで販

売されている食品の安全性については一定の不安を抱いている人が６８%にも達することがわかった。

内訳は「不安を感じている」が１９％、「ある程度不安を感じている」が４９％であった。最も重視し

ていることでは「安全性」が３３％とトップを占めた。牛海綿状脳症（ＢＳＥ）国内発生による国の

管理体制への不信感、雪印や日本ハムグループの牛肉偽装事件が追い討ちをかけ消費者の食の安全性

に対する不安感が急速に高まっていると思われる。今も事件を起こした企業の製品を今も買わないと

している回答が依然２３％と高水準を維持し、食品メーカーの信頼と業績回復への高い代償が浮き彫

りになっているといえよう。原産地、賞味期限などの食品表示についても、８２％が一定程度気にし

ており、特に防腐剤や着色料などの食品添加物を気にしていることがわかった。また、３０％が、表

示への不信感を訴えているほか、似たような表示を一本化するなど、表示の見直しを求める声も強い。

食の安全性への不信感が、表示への関心を高めているように思われる。こうした消費者の「食の安全」

に対する意識変化に食材仕入から製造・加工・流通・販売まで、食に関わる企業は、消費者に安全で

安心できる食品を提供する体制づくりが強く求められている。 

  

②経営革新の承認テーマ 

直営店を顧客ニーズの受信基地として活用し、独創性ある商品を開発・提供していく 

 

③企業の概要 

 創業；昭和 52年、社長久保博氏は、現在 60歳。 

 事業内容；豆腐・ごまどうふ製造、豆腐料理と豆腐・ごまどうふの販売（直営店事業） 

 主要製品；豆腐、ごまどうふ、あげ、がんも 

 

④社長の信念 

・目標は幸せづくり。キーワードは健康 

これから健康意識がますます高まる時代。若い人も経費ばかりかかって親の面倒が見難い時代。年よ

りも自分のことは自分でする時代といえよう。こうした時代変化に相応し、健康をキーワードに素材

から廃棄まですべてを見直している。 
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・営業マンはひとりもいない 

商品の９５％以上を全国に出荷しているが、営業マンは 1人もいない。たくさん作れない商品だから

こそ、その本質を突き詰めることが重要だと考えている。そのゆえ、営業マンは一人もいない。無理

押しで売るのでは先が知れている。求められるものを創っていないと企業は存続できない。要求され

ることは必要なものをつくること。 

・量より質「目指せ、きらりと光る小さな優良企業」 

時代の要求に合わせる、質を高める、経営品質を高めること。これからはグローバルな社会になる。

全国で一位でないと通用しない時代。目指せきらりと光る小さな優良企業、経営品質を高めよう。社

員の品質、商品の品質、経営の品質、これに挑戦していく。この結果か、全国優良ふるさと食品中央

コンクール新技術開発部門賞を 3年連続で受賞した。 

・社員の意識改革を重視 

阪神大震災。何かできないかと社員の申し出から着の身着のままで自衛隊や機動隊のバリケードをく

ぐって焼け野原に救援に出かけた。のまず食わずでの救援作業。あっちの人が飲まず食わずでやって

いるのに、こちらが食べているわけに行かない。帰路で初めて硬くなりかけた持参のおにぎりを食べ

たが格別の味がした。社員は出張手当、深夜手当などと誰もいわない。余震がまだある命がけの仕事

だった。従業員が命を張って体験したことがこの会社の大きな財産になって育まれている。 

 

⑤同社の特徴と経営革新 

・ ものではなく心を提供し、幸せを伸ばす企業 

経営目標は幸せづくり、社名の幸伸は文字通り幸せを伸ばすという意味。 

・こだわりの豆腐づくり 

豆腐づくりは水が命。白山の雪融水が長い歳月を経て地下深くしみ込んだ伏流水を汲み上げて水質管

理を徹底したうえで使用している。また新鮮で安全な天然の素材である大豆、胡麻など自然の素材、

またその素材本来の風味を最大限に引出す製法にこだわっている。製造ラインも公的機関の情報など

連携・支援を受けながら自社開発したという。こうした開発は、大学や研究機関との連携で進めてい

る。 

（写真７）こだわりの豆腐作り（水・素材・技） 
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⑥経営革新での取り組み 

経営革新の具体的内容  

 これまで豆腐・ごま豆腐の専門メーカーとして、スーパー等大型小売店舗中心に卸売を行ってきた。

しかし、商品に対する真の顧客のニーズの把握とそれを受けた迅速な商品開発を行うことが求められ

ていた。 

そこで、直接顧客ニーズを把握し、ニーズに合った新しい商品を迅速に開発・提供する。さらに、好

評商品は量産化、全国販売を目指し、そのための仕組みづくりを行う。この目的で直営店を設置する。

この直営店を顧客ニーズの受信基地として活用し、独創性ある商品を開発・提供するとともに、永平

寺という地域ブランドを活かしながら、収益の拡大を図る。  

 

（写真 8）直営店の店内と料理（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フォレ･マンジェ（座敷） 

自家製豆乳生パスタ 

豆腐会席 

フォレ・マンジェ 
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この事例から学べるもの、参考になるもの 

・徹底的に製造にこだわっていること。 

（素材、水、品質管理、衛生管理、製造機器など） 

・こだわりの自社技術開発の結果、現在は全国へ豆腐を出荷している。 

（これらの努力が地場生産、地場消費の代表と言える豆腐の流通を変えた。） 

・単なるアンテナショップではなく、福井を代表する観光名所にまでつくりあげる企画にまで自社中

心に広げたこと。 

・製造機器に至るまで、様々なものを自社中心に開発していること。 

（その開発人材として、大学卒は採用していない） 

（この結果、この企業の製造におけるノウハウは他へもれない。） 

・ 人材を含め、すべてのものづくりを自社中心で進めている。 

・ この考え方で顧客ニーズも自社で直接把握する方法をとろうとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（写真９）直営店の外観 
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第４章 経営革新支援法申請にあたって 

 

１．経営革新支援法とは 

経営革新に取り組む中小企業を国が支援するために１９９７年に中小企業経営革新支援法を制

定した法律である。中小企業が自ら経営革新計画を立てて、その計画を都道府県知事に申請する。

申請に基づき都道府県が審査し、承認をして各種支援策でその企業の経営革新計画を支援してい

く。平成１４年１１月末日現在、福井県でも 61 の企業（団体）がこの法律にもとづく福井県知事

の承認を受けている。 

中小企業経営革新支援法の第１条には、「この法律は、経済的環境の変化に即応して中小企業が行

う経営革新を支援するための措置を講じ、あわせて経済的環境の変化により著しく影響を受けている

中小企業の将来の経営革新に寄与する経営基盤の強化を支援するための措置を講ずることにより、中

小企業の創意ある向上発展を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的にする。」と規定

されている。いわば、中小企業の革新性（創意と言っても良い）を評価し、これを武器に戦う中小企

業を応援する法律である。このため、同法は事業者が策定する経営革新計画を支援するため、 

①業種を問わず経営革新計画を幅広く支援 

従来の業種、業態の枠を超え、製造業だけでなく、卸・小売業、サービス業はもとより、農

林水産業などでも経営革新にとりくむ中小企業等を支援している。 

②業界の枠を超えて、取り組む中小企業等を柔軟な体制で支援 

１企業としての申請はもとより、異業種との交流によるグループや大企業等との連携等多様

な組織形態が申請の対象となり得る。 

③事業者自らが経営革新の目標を設定。 

事業者が経営の向上に関する目標を自ら設定し、経営目標を達成するための計画を自ら立案

することにより、企業の経営努力を促している。 

といった特徴を持っている。 

（１）中小企業経営革新支援法の要件 

まず、経営革新支援法を申請するには、同法における経営革新の定義を確認しておく必要がある。

中小企業経営革新支援法における経営革新とは、以下の４つの類型のいずれかに該当する新たな取り

組みを行い、経営を相当程度向上させることをいう。その４類型とは 

① 新商品の開発または生産 

発明レベルの画期性や新規の特許取得等を要件とするものではなく、従来自社で開発していた

商品を改良して、製造することや自社で取り扱っていない商品を産地開発などの提携により、

新たに取り扱うということもこれに該当する。 
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② 新役務（サービス）の開発または提供 

顧客管理による商品供給の見直しやアウトソーシングによる付加サービスなど、サービスにつ

いて新たな取り扱いをする場合はこれに該当する。 

③ 商品の新たな生産・販売方式の開発、導入 

製造工程の見直しによる省力化や、コンサルティング販売の導入、自社ブランドをアンテナシ

ョップとして出店するようなことも、これに該当する。 

④ 役務の新たな提供の方式 

複数の企業と共同仕入れ体制を整えたり、新たなサービス事業を展開したりすることなどはこ

れに該当する。 

の４パターンであるが、いずれも個々の中小企業者にとって「新たな」ものであれば、すでに

他社において採用されている技術や方式を活用する場合においても承認の対象となる。つまり、

その企業において革新的な取り組みであるかどうかという基準である。 

ただし、すでに相当程度普及しているような事業活動ではいくらその企業にとって、革新性

があるといっても対象とはなり得ない。 

 もう一つの要件としてあがっている経営の相当程度の向上とは、企業全体の付加価値額または一人

当たり相当程度伸びる目標値である。 

ここでいう、付加価値額とは投入された資本によって企業内に生まれてくるものを指しているので、

一般的な付加価値（≒粗利益）とは違う解釈である。具体的には 

 

付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費                       

一人当たり付加価値額＝付加価値額／従事者数                       

となる。 

 なお、経営革新計画として承認されるためには、計画期間（３年以上５年以内で自由に設定）にお

いて上記の指標について、年３％（３年計画なら９％、５年計画なら１５％）以上伸びる目標値を設

定しなければならない。現在の景気状況から見て、売上を伸ばすという発想ではかなり厳しい数値目

標であるが、売上増に頼らず、高付加価値化戦略やコストダウン等企業の努力が適正に反映されるこ

とによって伸ばせる数値である。 

（２）中小企業経営革新支援法の申請手続 

これらの要件を満たす事業に取り組む中小企業等が、自らその数値目標を設定し、都道府県の担当

窓口に申請を行う。申請とは中小企業の自らのやる気をみせるパフォーマンスと考えていいだろう。

やる気を見せるのであるから、無茶な事業計画や、数値目標は却ってマイナスになる。申請を受ける

都道府県もその企業に、まず無理だと思われる計画には、承認できないだろう。自社の能力にあった
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実現可能な申請を行うことが重要である。なによりも、申請する事が目的ではなく、それによって付

加価値を高め、自社の体質を変えていくことが目的なのである。 

申請の様式については、商工会議所、商工会の窓口にもあるし、福井県や福井県産業支援センター

のホームページからダウンロードすることも可能である。申請の相談は福井県産業支援センターで随

時応じている。この報告書では細かなマニュアルはページの都合上記載できないのでご了承願いたい。

申請については、どのように書くかよりもどう考えるべきかという方が重要であると思われるので、

後ほど詳しく述べたい。 

（３）中小企業経営革新支援法の承認までの手順 

申請から承認までの流れは以下の通りである。なおこれはあくまで一般的な例である。 

①事業計画の作成 

自社の事業計画を作成し、内部環境、外部環境から、実現可能性を判断する。なお、この段階で自

社のとり組もうしている事業が、そもそも経営革新支援法における革新性があるのかを、福井県や福

井県産業支援センターで確認しておくことが望ましい。 

②関係者への相談 

事業の方向性が決まったら、関係者に相談する。県の承認窓口や取引金融機関、税理士、取引先等々

より多くの人に意見を求め自分がやろうとしていることを伝えて意見を求めるべきである。特に取引

金融機関が融資可能であるかどうかは、資金計画に大きく反映し、事業計画の承認がなくなる場合も

あることから、きちんと相手方の確認をとっておきたい。 

③申請書の作成 

申請書の記載にあたっての手引きは、福井県や福井県産業支援センターにあるので、参考にして的

確に記入すること。 

④申請 

県の窓口に新申請を行うと、質問が電話、FAX で入る場合があるので、誠実に回答すること。また

事前に中小企業診断士等による現地での訪問・ヒアリングがある。いずれの場合も、相手方は専門家

ではないので、誰にでもわかるように丁寧に説明することが望ましい。 

⑤承認 

申請内容を審査し、妥当であると県から事業計画の承認を受ける。承認を受けると時節のような支

援策の対象となる。なお、計画内容について事後の調査やフォーローアップ訪問が行われる。 

（４）経営革新支援法に基づく支援策 

申請した経営革新が承認されると、以下のような支援措置が利用できる。ただし、支援策について

は、すべてそれぞれの機関で再度計画についての申請、審査を受けることになる。また、支援策につ

いては、これ以外の支援策や、新規メニュー等もあるので、申請前に再度、福井県の商工担当課や福

井県産業支援センターに問い合わせていただきたい。 
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①経営革新計画を実行するための資金的支援 

 １）中小企業経営革新支援対策費補助金 

対象者 経営革新計画に基づき事業を実施する中小企業者および組合等 

支援内容 都道府県知事から承認を受けた経営革新計画に従って実施する経営革新

のための市場調査、商品化等の事業の経費を一部補助する制度。 

（１）補助率２／３ 上限１，０００万円 

（２）補助対象事業 

   ①新事業動向等調査事業 

②新商品開発または新技術の開発 

③販路開拓 

④人材養成 

 

備考 本補助金を利用するには、福井県知事による経営革新計画の承認とは

別に、県への申請および審査が受けること必要となる 

また、補助事業の採択にあたっては、企業の経営状況、研究能力等に

ついて、総合的に判断されることになり、申請した案件がすべて採択さ

れるわけではないので注意していただきたい。 

なお、補助事業は予算の関係もあり、一般的には年度内の採択時期は

１回（４月下旬から５月中旬くらいが一般）であり、申請時期も前年度

末から当該年度初め頃となる。補助金の申請を希望する場合は、事前に

県の担当者や福井県産業支援センターに相談に行くと良い。 

問い合わせ先 福井県商工政策課または福井県産業支援センター 

 ２）産業活性化支援資金 

対象者 経営革新計画に基づき事業を実施する中小企業者および組合等 

支援内容 都道府県知事から承認を受けた経営革新計画に従って行う事業に必要な

設備資金、運転資金について下記の要件に従って融資を行う制度。 

①貸付限度額 設備資金  １５０，０００千円 

うち運転資金 ８０，０００千円 

②貸付機関 設備資金 １０年（据置１年以内） 

      運転資金  ７年（据置１年以内） 

③貸付利率 １．６％（平成１４年１２月１０日現在で利率は変動することがありま

す。） 

備考 本制度融資を利用するには、福井県知事による経営革新計画の承認と

は別に、金融機関への申請および審査が受けることが必要となる。 

また、融資の実行にあたっては、企業の経営状況、研究能力等につい

て、総合的に判断されることになり、経営革新計画の承認は融資を保証

するものではないので注意していただきたい 

 なお、信用保証協会の保証をつける場合は、別途保証料が必要になる。

取扱金融機関 商工中金、福井・北陸・北国・三井住友・みづほ・福邦の各銀行 各信用

金庫 
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 ３）中小企業経営革新等支援貸付制度 

対象者 経営革新計画に基づき事業を実施する中小企業者および組合等 

支援内容 都道府県知事から承認を受けた経営革新計画に従って行う事業に必要な

設備資金、運転資金について下記の要件に従って融資を行う制度。 

①貸付限度額 設備資金    ７２０，０００千円 

うち運転資金  ２５０，０００千円 

＊国民金融公庫は  設備資金  ７２，０００千円 

うち運転資金  ４８，０００千円 

 

②貸付機関 設備資金 原則１５年以内（据置１年以内） 

      運転資金 原則 ５年以内（据置１年以内） 

③貸付利率 利率は融資内容や金額、機関によって異なるが 0.95％～1．

95％（平成 14年 12 月 10 日現在で利率は変動することがあります。） 

備考 本制度融資を利用するには、福井県知事による経営革新計画の承認と

は別に、金融機関への申請および審査が受けることが必要となる。 

また、融資の実行にあたっては、企業の経営状況、研究能力等について、

総合的に判断されることになり、経営革新計画の承認は融資を保証する

ものではないので注意していただきたい 

 なお、信用保証協会の保証をつける場合は、別途保証料が必要になる。

取扱金融機関 中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫 

 ４）中小企業信用保険法の特例 

対象者 経営革新計画に基づき事業を実施する中小企業者および組合等 

支援内容 承認を受けた経営革新計画を行うのに必要な資金について、以下の特

例による支援措置が講じられている。 

①普通保険等の別枠設定 

        通常 別枠 

普通保険   ２億円   ＋２億円（組合は４億円） 

無担保保険  ８千万円 ＋８千万円 

設備資金   １千万円 ＋１千万円 

②新事業開拓保険の限度額引き上げ 

 新事業開拓保険 通常２億円→３億円 

備考 本制度を利用するには、福井県知事による経営革新計画の承認とは別

に、金融機関、福井県信用保証協会への申請および審査が受けることが

必要となる。 

また、制度の実行にあたっては、企業の経営状況、研究能力等につい

て、総合的に判断されることになり、経営革新計画の承認は保証枠の拡

大を保証するものではないので注意していただきたい 

 なお、他の支援策による特別枠を利用している場合は、利用可能な枠

が制限される場合があるので特に注意いただきたい。 

問い合わせ先 福井県信用保証協会 
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②経営革新計画を実行する場合の税制面の支援 

経営革新計画に従って事業を行う場合、次の特例措置が受けられる。 

 

③その他支援策 

１）高度化融資制度  

 計画の承認を受けた組合が、高度化融資を受けて工場の集団化や施設の共同化等を行う場合に 長期

無利子高度化融資等の優遇措置を講じる。（なお、高度化融資については、計画承認後一定期間計画を

実行したものについて、認めることとなる。） 

２）小規模企業者等設備導入資金助成法の特例  

 承認を受けた計画に従って行うのに必要な設備について、小規模企業者等設備導入資金制度の貸付

割合を２分の１から３分の２に引き上げる。 

３）中小企業投資育成制度の特例  

 資本金が３億円を超えている株式会社であっても、中小企業投資 育成㈱から投資（株式や転換者

社債の引き受け等）を受けることができる。（ニ）ベンチャープラザ等出展支援事業 福井県外で開催

されるベンチャープラザ等へ出展を計画する経営革新支援法承認企業に対し、その出展経費の一部を

支援センターが補助し、ビジネスチャンスの拡大を支援する。 

これらの支援策の詳しい内容は福井県産業支援センターに問い合わせていただきたい。 

 

 以上、支援策について述べてきたが、経営革新支援法承認を受ける最大のメリットは、これによっ

て社内的には、経営方針が明確になり、社外的には社会的信用と企業の独自性を明確に打ち出すこと

設備投資減税 取得または製作の場合 特別償却率：取得価格の３０％ 

           税額控除率：取得価額の７％  

リースの場合 税額控除 ： リース費用総額の６０％の７％ 

欠損金繰還付 ある事業年度において欠損金が生じた場合、その一部につき繰戻還付を

請求できる。 

 還付金額＝還付所得事業年度の法人税額 ×  

（欠損事業年度の欠損金額／還付所得事業年度の所得金額 

特別土地保有税の非

課税 

経営革新のための事業の用に供する土地の特別土地保有税が非課税にな

る。 

試験研究関連税制 組合等が承認計画に従って実施する事業に係る試験研究に必要な負担金

を、構成員に賦課する場合は、以下の措置が受けられる。。 

 ・試験研究費賦課金の任意償却 

 ・増加試験研究費の税額控除 

 ・試験研究用固定資産の圧縮記帳 

備考 課税の特例を受けるためには、計画の承認申請の日から起算して１年前

の日以後の日を始期とするおおむね３か月の間の生産額又は取引額が、

当該申請の日から起算して５年前以内におけるいずれかの年の当該期間

に対応する期間の生産額等に対し１０％以上減少している者であること

が必要となる。 

問い合わせ先 福井県商工政策課または各税務署 
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ができる＝「これをやっている」と胸を張って言えることができることであろう。 

２.経営革新支援法への取り組み方 

ここまで、経営革新支援法の概要について説明してきたが、具体的に経営革新支援法に取り組むに

はどうすればよいか考えていきたい。漠然と申請書と向き合っていても、前には進まないので、まず

は自社の事業内容を検討することから初めてみたい。 

（１）自社の事業内容を分検討する。 

「自社の事業内容を分析し、弱みを克服し強みを伸ばすのだ。」というようなことは昔から言われ

てきた。そんなことは以前からやっていると言う人も多いだろう。では、その人たちは本当に自社の

強み弱みを把握しているのだろうか。 

① 事業内容の分析を行う。 

経営革新支援法は強み（＝革新性）を武器に市場と戦う中小企業を応援する法律である。企業はま

ず、自分の武器を見つける必要がある。そこで、なにが武器になるのかを見つけださなければならな

い。 

そのために自社の事業分析＝事業の切り分けを行っていただきたい。下表のように自社が行ってい

る事業をまず列挙する。それに見合う売上高や原価といった数値やお客様の評判と言った項目をでき

るだけ多く列挙し評価をしてみる。厳密な評価ではないので、金額や時間といった具体的な数字が出

しにくい場合は、傾向（順位、大小、長短等）でもよい。 

〈参考例：製造業〉 

事業名 売上高 原価 人員投入数 受注回数 製造時

間 

ライバル お客様の

評判 

自社の技

術力 

○ ○ の 製

造 

○円でも順

位でもよい 

○円も高

低でもよ

い 

○人でも○％

でもよい 

月何回で

も多寡で

もよい。

○時間

でも長

短でも

よい。

何社でも

強弱でも

良い。 

良い・普

通。悪い

などがよ

い 

他社との

比較でも

感覚的な

ものでも

よい。 

△ △ の 製

造 

（ で き る

だ け細か

く） 

        

 

次に、この縦の項目の視点を変えてみる。例えば、具体的な事業名でなく、大くくりの事業分野や

社内の○○課といった項目でも良いし、具体的な社員名でも良い。社内だけでなく取引先や仕入先、

ライバル社といった相手方でもよい。面倒な作業かもしれないが、より多くの表を作ってみることを

おすすめしたい。 

 26



〈参考例２：製造業の○○課〉 

事業名 事業内容 売上高 人数 総人件費 クレーム 

 

お客様の評判 技術力 

○○課 ○○製造で

も、○○社担

当でもよい。 

○円も高

低でもよ

い 

○ 人 で も

○％でもよ

い 

○円も順位

でもよい 

多少でも、対応

力の評価でも

よい。 

 

良い・普通。悪

いなどがよい 

他社との

比較でも

感覚的な

ものでも

よい。 

△△課        

 

参考例３：製造業のライバル社〉 

事業名 規模 売上高 自社との優

劣 

販売エリア 協力関係 

 

お客様の評判 技術力 

○○社 資本金、従業

員数等でも、

順位、自社の

と比較でも

よい。 

○円も順

位でもよ

い 

優劣ポイン

トでも、独自

評価でもよ

い。 

規模でも自

社との競合

割合でもよ

い。 

自社との協力

関係でも親密

度でもよい。 

 

良い・普通。悪

いなどがよい 

自社との

比較でも

感覚的な

ものでも

よい。 

△△社        

この作業をしていくと、自社のどこが（事業でも、人でも良い）、なぜ（技術力や商品力だけでなく

サービスや対応などでも良い）、誰に（どこの取引先だけでなく、仕入先やライバル社、具体的に取引

先の○○さんでも良い）評価されているのかが、ぼんやりとでも見えてくると思う。 

②内的環境・外的環境からの分析を行う。 

自社のどこが、なぜ、誰に評価されているのか（評価ポイント）がつかめてきたら、続いて内的環

境、外的環境を確認しておきたい。商売は常に環境適応が求められる。製造業は他社の新製品ができ

たら、それを上回るものを作るかあるいはその分野から手を引くかを迫られるし、小売業は道が一本

できたらお客様の流ががらりと変わってしまうこともある。環境を把握して対策を立てることが重要

である。 

これは、内側から外側に向かって徐々に広げていくイメージで考えていくと良い。評価ポイントを

中心に現状と将来、チャンスと脅威にわけて、以下のように外へ広げて事象を捉えていく。 
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〈参考例：製造業〉 

現状                    将来（未来） 

 

   市場の成熟度低い   

 

           ライバル少ない 

            

              従業員がま

   

         個人の能力に頼っ

         取引先の担当任せ 

       異業種からの参入活発 

 

     他社が競合製品開発予定  

                  

＊さらに外側に，日本の動向や

くしても良い。 

 

③強み・弱みの把握 

 以上の作業をしていくと、自社の強

将来性が期待できないと、強みとして武器

も工夫次第で武器になることも見つけられ

例えば自社のある技術力は市場から高く

く後継者が育ちにくいと言うような評価が

でできる部分を多くするなどにより、より

になり得る、という評価が下せる。 

自社の強み、弱みを的確に把握すること

うか。 

（２）革新分野への取り組み方 

①強みを生かし、弱みを捨てる 

自社の強み・弱みがわかったら、次はそ

ていく。 

チ
ャ
ン
ス 

脅
威 

販

 

             市場認知度アップ 

市場の動向 
     取引先拡大傾向 

じ

て

世

み

に

る

で

活

れ

売エリアの動向 
め   技術力アップ可能 

評価ポイント 

いる    社員の高齢化・離職 

     取引先の人事異動 

         異業種の参入による価格競争 

           競合製品開発の可能性 

    

界の動向などを加えても良いし、内側の部分をもっと細か

と弱みが見えてくる。現状では評価されていることでも、

することは難しいし、逆に現在弱みとなっていることで

だろう。 

評価されており、利益の源泉になっているが、属人性が高

きれば、今度はそれをマニュアル化する、あるいは機械

用性の高い技術に転化できれば、将来的にも有効な武器

により、自社の方向性を描くことができるのではないだろ

を、どのように経営革新分野に生かしていくかを検討し

社内環境 
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強みの生かし方は、現在の評価ポイントを、将来の脅威やチャンスを利用して、どのようにビジネ

スチャンスに生かしていくかという視点で見るとわかりやすい。特に「脅威」はチャンスと裏腹の関

係であり、その脅威を除くことができれば、十分なチャンスが広がっていると考えていけば良い。 

逆に自社では解決できない壁が、立ちふさがっている場合はそれをやめてしまう＝捨てることも、

この際考えていきたい。自社の得意な分野＝武器で戦えばいいのであって、不得手なもので戦っても

勝利はおぼつかない。 

〈捨てられない悪い例：婦人服店の場合〉 

・ 婦人服店でお客様が「靴も買えるといい。」と要望を受ける。 

・ 店は靴をそろえる。 

・ お客様から「サイズが合わない、色違いがない」とご不満を受ける。 

・ お客様の要望には応えないといけないと考え、サイズ、色違いをストックする。 

・ 倉庫がいっぱいになり、服の在庫がおけない。靴の仕入れ値も高く、利益も少ない。 

・ でもやっぱり、「たまに来る」ついで買いするお客様の顔が忘れられない（購入価格が高いから）。 

・ 実は、より多くのお客様の顔を忘れている 

〈捨てている例：コンビニエンスストア〉 

・ コンビニはお客様の意見を聞いているようで実は、お店が売りたいものしか並べていない。 

・ 「缶ジュースが飲みたい」というお客様の要望を受ける。 

・ しかし缶ジュースは、自動販売機で簡単に買える。 

・ しかも、コンビニが売りたいお弁当と甘い缶ジュースは合わない。 

・ さらにペットボトルはお持ち帰りいただき家で飲んでくれるが、缶ジュースはその場で飲むこ

とが多く、空き缶が邪魔。 

・ よって缶ジュースは置かない＝缶ジュースならよそで買ってください。 

 

経営資源が少ない中小企業では、すべてのお客様のご要望を満たすことは不可能である。お客様の

ためになる仕事をするということは、すべてのお客様のご意見を受け入れることではない。自社の評

価ポイントをよりお客様に喜んでいただけるよう提供できるよう努力して、できないことからはあっ

さりと手を引くことも（もっと他社でよりお客様のためになる方法があるのだから）必要である。 

②強みをどこで、どうして、どのように発揮するのか 

自社の強みを明確にしたら、それをどこで発揮するかを考える。社内なのか、市場なのか、取引先

なのか、それとももっと別の場所なのか、アプローチする相手を明確にしておく。より具体的に人の

名前を挙げると良い。漠然とした市場とかＡ社というよりも、こういった生活をしている人とか、こ

ういった企業のこういう仕事をしている人とか言うようなイメージをふくらませておく。 

そして、どうすればそのターゲットが強みを評価してくれるかを考える。社内であれば、マニュア
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ルや機械を導入すればよいのか、工程変更や組織変更をお願いすることになるのか。市場であれば、

ＰＲすればよいのか、モニター調査や会員制度のようなものがあると良いのか。取引先であれば、取

引窓口をひろげたり、オープンな価格表示体型を示したりといった方法で対応すると評価していただ

けるのか。等々具体的な手段を考える。 

さらに、それをどうすれば発揮できるのかを考える。機械を購入するのならばどういう機械が必要

か、ＰＲするにはどういう方法、媒体がよいか、取引窓口を広げるには自社で行うのがよいのか、代

理店のような方法がよいのか等々、具体的な方法を検討する。 

これらの三つがそろうと初めて具体的な計画の道筋が見えてくる。 

③強みを生かすための要件は何か。 

ではその道筋を明確に固めるためには、どういった経営資源（人、もの、金）が必要なのかをきち

んと整理しておく。特に人事計画、資金計画は全体の計画を整える上で、重要な要素であり、経営革

新支援法の承認を受けた後の行動にもつながっているので、実現可能な範囲と内容にしておく。 

④強みを生かすための手順はどうすればよいか。 

道筋が固まったところで、具体的に手順を考えていく。限られた経営資源を有効に活用するために

は、ある程度中、長期的な手順＝事業計画が必要である。 

一気に資金を投入して、付加価値を大きく伸ばすということができなくはないが、かなり高いリス

クを伴うし、なによりもそれだけ力を注がなければならないので、１日が２４時間では足らなくなる

ほど忙しくなって、かえって計画をつぶしてしまうおそれが大きい。新しいことに取り組むというの

はそれだけでも、労力を使い神経をすり減らしてしまう。まずは、一歩ずつ着実に計画を積み上げて

いって、最終的に目標に達すればよいと考えてほしい。ビジネスでの一発逆転はそうそうあるもので

はない。 

事業計画は長期計画が最長一年単位、できれば４半期単位、短期が最長月単位、できれば週単位で

考える。まず、大きな将来目標＝強みを生かした形に向けて３年または５年の年度ごとに大きな目標

（計画）を立て、それを実現するため初年度はどういうことをしていくかを具体的に立案する。その

際に必要な資金あるいはその成果等をあわせてまとめていく形で事業計画を整理する。 

ここまでの作業ができれば、後は計画書にまとめていくことになる。 

（３）申請書の記入にあたって 

①申請書にまとめる前に 

申請書にまとめる前に、まず自分の計画をラフでも良いから何かにまとめて、公的機関等へ相談に

行くと良い。自分のやろうとしている方向性は正しいのか、法律の求める要件に合致するのかなど、

より多くのアドバイスを受けることを勧める。また、自社の能力でその目標が達成できるのか、従業

員等に意見を求めることも勧めたい。売上を大きく伸ばす計画は、それだけリスクも伴うし、仕事量

も運転資金も増えることになる。自社の計画が軌道に乗るかは、従業員の協力にかかっている部分も
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大きい。目標は大きく、現実はシビアに受けとめて、より多くの人から意見を聞いて計画に取り組ん

でいただきたい。 

②経営革新計画（別表１） 

経営革新計画（別表１）は、自社が「なにを武器に」「どこで」「どのように」戦うのかを簡潔に記

入すれば良い。難しく考えず、あまり回りくどい言い回しよりも、列挙する形でまとめるとわかりや

すい。後は既存事業との関係や、経営環境を取り巻く課題（外的環境、内的環境）を肉付けするつも

りで、記入するとわかりやすい。 

〈別表１：経営革新計画の目標の例〉 

経営革新計画のテーマ：提案型印刷会社への変革に向けた社内、社外ネットワークシステムの構

築（テーマは簡潔に。キャッチフレーズと思えばよい。） 

当社は、受注受身型体質から、提案型印刷会社への変革に取り組んでいる。そこで、今回 

①外部専門家と完全分業制を進め、お客様のご要望に応えるシステムを開発。 

②発注を複数のデザイナーに行うためにネット上でコンペ形式を採用 

③その状況を広く発注者だけでなく、同業他社にも公開し、デザイナーのビジネスチャンスも拡

大し、参加者の拡充を図る。 

（といったような簡単な言葉で、なにを目標に、なにに取り組むのかを明確に意志表示する。） 

 なお、経営革新の数値的な目標は別表４から転記して全体の整合性を図っておくこと。 

③事業計画と実施計画の具体的内容（別表２、２－２） 

 事前に、別表２－２を完成させてから、別表２を記入する方が効率的である。 

ここでは、年度ごとにおおきな目標を提示し、期待する効果、取組内容を簡単に記入する。年度ごと

大きく捉え、実行するための手段を実施時期に合わせて記入していくと言った

方が効率的である。そして各計画は、別表３の経営計画、資金計画と整合性が

とれていなければならないので注意すること。 

④経営計画および資金計画（別表３）および設備投資計画（別表４） 

 まず、直近期末までを記入した後、将来計画を記入するのだが、すべての数字に整合性がなければ

ならない。例えば、過去の数値はパート、アルバイトを人件費に入れていなかったのに、計画には入

れていたり、従業者数には入っているが人件費から抜いている計画や、投資額を大きく上回る借入計

画があったり、事業計画で新設備による生産をあげているのに、投資や調達がない計画などは、計画

に対する企業の姿勢さえも疑われてしまう。また、急激な売上や利益の増加はその数値の実現性に疑

問をもたれる可能性がある。企業の体力、経営資源に無理のかかるような計画をいくら立てても絵に

描いた餅に思われる。できることから着実に実施してほしい。 

⑤とりまとめるには多くの人の意見を聞く 

 計画書とりまとめるには、実行力の面、制度の面、資金の面を考え、より多くの人の意見を聞くこ
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と。記入（計画）しても誰も同調してくれなければ、成功はしないのであるから。 

（４）計画のローリングをする 

経営革新計画は承認受けた後も、その結果を自己評価することになっているともに、事後の進捗状況

調査が行われる。企業は単年度で終わるものではない。常に新たな課題と向き合うために、事業計画

の確認と新たな問題への対応が必要である。 

①実行した結果を確認する 

 実行した結果については,必ずその成果を確認すること。出来た出来なかっただけでなく、期日、資

金、内容など予定通りであったか、予定を超えた場合はどの程度差があったのかを捉えておく。 

②結果の原因を確認する 

 結果を踏まえて、なぜそのようか結果になったのかを確認する。外的環境によるのか、内的環境に

よるのか。予定通りであった場合も、その原因を確認し評価していただきたい。 

③原因に対する対処を考える 

 原因を確認したら,それに対する対処方法を考える。簡単に対処が見つかるもののあれば、全く対処

のしようがないものも出てくるだろう。その場合は思い切って計画をやめてしまうのも解決方法の一

つである。特に外的環境が好転すれば（景気が良くなれば）という、他力本願で事業計画を引きずる

とかえって傷口を広げてしまうおそれがある。経営は常に環境に適用し、その時々の情勢にあわせて、

弱みとなった場合は捨ててしまう決断力が求められる。 

④常に事業計画の見直しを 

 原因に対する対処方法を踏まえて、常に事業計画の見直しをしていく。経営革新支援法では、計画

の見直しをして計画変更を申請すれば、再度承認を受けることが出来る。予定していた投資が延期に

なる場合や投資額を変更する場合には、事業計画を作成し変更申請を行うとよい。ただし、投資額が

増加する場合にはその明確な原因と理由が必要になるので、投資計画の見直しには常に慎重な姿勢が

求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように考えるためには、単年度の事業計画（単な

経営革新計画の作成 

・目標、実施時期を明確に 

 

解決策の検討 

・解決策はあるか 

 （無理ならばやめてしまうことも考えて） 
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計画の実行 

・予定と比較してどうであったか 

 （人・資金・設備・効率・利益目標等々）
結果の確認 

・理由は何であったか 
る売上目標）では対応できない。経営革新支

 （外的要因、内的要因） 

 



援法に取り組む企業には常に、長期的な視点が求められる。 

 

３．まとめ 

 経営革新支援法という言葉や、普段使わない付加価値の考え方など、中小企業にとっては取り組み

やすいものではないと感じる経営者も多いだろう。また、経営革新支援法の承認を受けたからといっ

て、必ず補助金や融資といった支援が受けられるものではなく、いわばその土俵に上がる資格を貰え

るだけで、直接的なメリットに繋がらないと言う不満もあると思う。 

 しかし、制度を難しく考える必要はない。内容がわからなければ、誰かに聞けばよいのである。支

援策等のメリットは使えるように、申請段階で工夫を加えればよいのである。 

 そして、経営革新支援法に取り組む最大のメリットは、自社の経営を見直す機会を得て、中長期的

な視点で自社の事業計画を立てる重要性を認識できることや、右肩上がりの経済成長が見込めない現

在、売上から付加価値（利益）を重視する考え方に切り替えていくきっかけを与えてくれることでは

ないか。 

 経済情勢は今後も不透明なままで推移すると思われる。他力本願的な考えを捨てて、自力で将来像

を描くには、経営資源の限られる中小企業は自社の得意分野に、資源を集中し弱い分野を切り捨てる

思いきりが求められる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第５章 中小企業にとっての経営革新の意義 
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１．時代背景 

現代社会は、いままで経験したことの無い急激な変化の渦潮の中にある。 

日本経済は、高度成長時代の行政指導型経済から民政指導型経済へ移りつつあり、企業間競争は、

業界内での競争激化が進むと共に、業界の垣根を越えた競合も起こっている。更には、グローバル化

が進むにつれて、中小企業といえども国際競争力が重視されてきている。 

中国をはじめとしたアジアからの輸入品の増加、それに伴う「メイドインジャパン」の優位性の崩

壊など、いままで日本が誇ってきた製造業の分野でも変化が起こっており、日本型経営の転換が求め

られている。 

また、グローバル化は日本国内の消費者の意識を変え、製品および商品の価格も「日本価格」が通

用しなくなり、「国際価格」へ変化が期待されている。 

つまり、日本企業に対して「スピードある変化」が求められている時代である。 

現在の景気は、デフレおよび株価下落が企業業績や金融システムに深刻な影響を与えており、先行

き不透明感が一層増している状況である。 

個人消費は厳しい所得・雇用状況が続く中、横ばいで推移しており、設備投資は一部に下げ止まり

の兆しがあるものの、積極的な投資は行われていない。また、輸出については伸びが鈍化し、住宅投

資や公共投資は低調に推移している。 

いまや日本の社会および経済が厳しく急激に変化している時代であり、企業が置かれている立場は、

生き残りをかけた最終段階にあると考えられる。つまり、もっとも「経営の舵取り」が難しい時代な

のである。 

このような荒波を越えていくには、いままでの常識を変える必要がでてくる。基本的な意識改革と

して、「生産者発想から消費者発想へ」、「売上主義から利益主義へ」、「含み益経営からキャッシュフ

ロー経営へ」、「多角化・総合化から専業化へ」などが必要である。 

そして常識・意識を変えると共に、実際の企業活動も変化させていく必要がある。つまり、意識改

革とともに、「新たな取り組み」＝「経営革新」が必要となっているのである。 

 

２．経営革新を取組むことの有効性 

では、「経営革新」とは、どのようなものであろうか。言葉から考察すると、「革新的な新たなもの

を生み出す経営」や「革新的であり、今までとは全く異なった経営手法」などと考える方がいるかも

しれない。しかしながら、「経営革新」という言葉に惑わされる必要はない、ただ「何か新たな取り組

みをすること」と考えればよい。つまり「企業に変化をもたらす取り組みを行う」と考えればよいの

である。 

前段の通り、現在、企業を取り巻く経営環境は厳しく、目まぐるしい変化が起きている。 
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このような時代に、企業が「経営革新」＝「新たな取り組み」を行うことは、他の競合している企

業との差別化を図り、企業の存在意義を示すことになる。 

例えば、製造業においては、新商品の開発や新技術の開発、効率的な生産活動により競合他社から

優位にたった企業は数多くある。小売業にしても、隆盛を誇った業態を見ると、旧態前とした商店か

ら郊外型小売店、GMS、コンビニエンスストア、SPA などへ業態は変化し、商売の仕方を変化させ

てきた企業が生き残っている。また、卸業においては商流の変化に対応した企業が、サービス業にお

いては時代の要請に応じた業態を開発した企業が優位性を高めている。 

このように過去の経験からも、「新たな取り組み」をおこなうことは、企業を存続させるために最も

簡単で優位な手段である。 

 

３．意識改革の必要性 

現在のような激動の時代を乗り越えていくには、その変化に適合した以下のような意識改革が必要

である。 

（１）「生産者発想から消費者発想へ」 

 高度成長時代は、モノをつくれば、あるいはモノを陳列すれば、売れる時代であった。 

製造業は、効率的な大量生産により販売量および会社業績を伸ばしていた。製品開発については、

生産者の意向が強く反映されたものであっても、一定の許容範囲をクリアできれば消費者に受け入れ

られた。小売業は、整然とした売場に決まった商品を陳列すれば売上は伸びつづけた。まるで生産ラ

インでつくられた工業製品を並べるようにである。サービス業についても、業界ごとにサービス内容

と料金体系を横並びとすることで、業界全体の存在感を伸ばしていた。実際、本質的な同業者間競争

は行われていなかったのである。 

 しかしながら、消費行動が以前と違い変化してしまった現在は、そのような経営を行っていては消

費者の支持をえることが出来ない状況である。生産者の思い上がりで開発された製品や効率化あるい

はコスト削減のみを重視したラインで製造された製品は、市場に受け入れられなくなってきている。

小売業においても、売り手志向のモノで埋め尽くされた売場や品揃えは、消費者に魅力を感じさせら

れない。サービス業でもしかり、画一的なサービス内容や料金体系では消費者を満足させられないの

である。そのように消費者の支持を得ることが出来ないもの、つまり市場に適合していないモノやサ

ービスは、たとえ値下げをしても売れないであろうし、そのようなモノやサービスを扱っている企業

の業績は低迷しつづけるであろう。 

 消費者の行動や流行・好みを把握するための手法として、SPA をはじめ、SCM や CRM を導入し

ている企業があるが、十分にそのシステムを理解し、機能させている企業は少ない状況である。それ

は、根本的な問題がそのようなシステムではなく、そのシステムを導入しようとする意識が大切であ

るためである。つまり、企業が消費者の発想に意識を近づけ、変化させることが最も重要なのである。 
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（２）「売上主義から利益主義へ」 

企業に必要な意識改革のひとつは「売上主義から利益主義へ」である。 

高度成長時代やバブル期、企業は売上の増加のみに注力していれば収益は結果としてついてきていた。

モノやサービスさえあれば、ある程度の売上は確保できることから、利益率やコストについてもそれ

ほど真摯に考えなったとしても、企業業績は順調であり、企業活動の継続も可能であった。 

しかし、現在、デフレにより、一般的なモノやサービスの価格は下落傾向であり、順調な売上増加

は期待できない状況にある。そして、ヘタをするとマーケット自体が縮小している場合もある。一方、

景気低迷の長期化により、コスト削減も限界に近づきつつあり、一般的に企業の利益額、利益率とも

に低下傾向にある。 

さらに企業のバランスシートでは、「含み益経営」で培った投資有価証券やゴルフ会員権、遊休土地

が下落し、バブル期とは逆に本業以外の要因で企業体力が低下している企業も多い。 

現在のような経営環境においては、企業の存続を図るためには、売上主義ではなく収益をあげる方

向に力を注力すべきである。他社より優れた商品・サービスにより付加価値を高め、利益率を確保す

るか、それとも他社より優れたコストパフォーマンスで利益率を確保することが大切である。つまり、

付加価値重視の経営を行っていくべきである。 

付加価値重視の経営とは、顧客に支持される新商品や新サービスの提供、新たな生産方式の導入な

ど「新たな取組」によりもたらされるものである。後段の「経営革新支援法」は付加価値を重視し、

付加価値の上昇を期待するものであり、企業が経営革新を取り組む価値は十分あることから、「経営革

新支援法」の認定申請も検討すべきである。 

 

（３）「含み益経営からキャッシュフロー経営へ」 

 従来、企業は「もうけ」を不動産や有価証券等に投資し、固定資産を充実させてきた。バブル期の

ように資産の含み益が増加する時代には、含み益経営は有効な手段であった。しかしながら、不動産

や株式の価値が下がりつづけている現在、資産に含み損を抱える場合も出てきており、含み益経営と

いうものは、時代遅れになりつつある。今後予想される社会現象、例えば少子化や高齢化、グローバ

ル化を考えると、最も信頼されていた「土地」についても全体的に価格下落傾向が長期間続いていく

と推測されるためである。 

いまや主流であるキャッシュフロー経営の立場からすると、固定資産はあくまで現金の固定化でし

かなく、極端な場合、事業用土地や建物も十分な収益をあげない事業に利用されている場合は、不良

在庫と同じと考えるべきである。さらに時価会計や近い将来導入される減損会計を考慮すると、いか

に含み益経営が時代遅れであり、キャッシュフロー経営が正道であるか一目瞭然である。現在、企業

のキャッシュフロー経営への意識改革は必須なのである。 
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（４）「多角化・総合化から専業化へ」 

バブル時代、企業は多角化を目指し、本業以外の分野へ進出を競い合っていた。マーケット自体が

広がりつづけている時代は、そのような戦略で成功した企業も数多くあったが、マーケットが安定あ

るいは縮小している現在は、付け焼刃の新分野への進出は体力を疲労させるもの以外なにものでもな

い。 

そのような、経営資源の無駄遣いをすることは、本業の足かせとなるだけであり、本業への専念が

重要な時代である。限りある経営資源を、選択した分野に集中させることで、より高いパフォーマン

スをあげることができると考えられるからである。 

 

４．業界動向と「新たな取り組み」 

福井県の主要産業も含め、業界動向と「新たな取り組み」の具体例を以下に挙げてみる。 

（１）眼鏡産業 

 福井県の眼鏡産業は、鯖江市を中心に全国眼鏡枠の 9割以上を生産し、日本最大の産地を形成して

いる。 

 過去、世界において、ドイツ・イタリア・フランス・日本が４大産地と言われていた。しかしなが

ら、ドイツは生産拠点を海外に移し、企画開発・販売部門のみに注力し、一方中国が OEM生産を中

心とした生産量拡大を行い、いまや独自技術においても一定の製品を完成させるまでになったことか

ら、中国・イタリア・日本が現在の世界３大産地となっている。 

 日本の眼鏡枠は、チタンフレームや形状記憶合金フレームの商品化や超弾性フレームの開発などに

よって、世界有数の産地へと発展した。しかし、近年の国内需要の低迷、中国をはじめとする安価な

輸入品、アジア製品の高品質化による競争力低下などにより、厳しい経営環境が続いている。また、

消費者ニーズの多様化・高度化・ファッション化の進展に伴い、多品種少量生産を強いられ、コスト

上昇となっている。チタンフレーム以降、決め手となる素材新製品は出てきておらず、アジア製品の

市場での追い上げは、産地に大きな激動を与えている状況である。 

その中で、ある企業は日本工場での生産を縮小して企画・金型部門に特化し、海外工場での生産を

増加させ競争力を高めている。また、眼鏡製造業から撤退し、商品企画に特化したうえで、OEM 生

産を活用することにより業績を高めた企業もある。ある企業では、仕掛品・商品等の在庫削減のため

に IT 投資を行い、効率経営に務めたことから、回転期間を大幅に短くした実績もある。企業の得意

分野に特化したり、生産工程の見直し、生産の海外移転、という「新たな取り組み」により、業績改

善した例が数多くある。 

 

（２）繊維業界 
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 福井県は石川県とともに合繊織物の一大産地であった。 

 産地形成は、絹を織るときの必須条件である多湿という気候条件と北陸地方の気候とが合致したこ

とから、北陸に絹織物の一大産地が形成されたことに始まる。戦後の化学繊維の台頭により、絹から

合繊へ生産構造を変化させるとともに、ポリエステル長繊維に特化し、「量産型」として国際的にも有

力な産地に成長をとげた。しかしながら、昭和 60 年のプラザ合意以降の円高や、平成２年以降の韓

国・台湾やアセアン諸国の合繊織物生産の増加により、産地の国際競争力は大幅に低下した。 

 しかしながら、昭和 62年、63年に原糸メーカーによりいわゆる「新合繊」が開発され、産地は微

細加工技術という後発各国との差別化を確立した。この「新合繊」により、合繊織物はこれまでの裏

地・ブラウス・ドレスシャツといった主力商品に加え、ファッション性の高い婦人服などにも利用さ

れるようになり、高付加価値化が進んだ。 

 その後、日系企業の海外進出が行われ、それにより海外への技術移転が進んだ。そして現在は、中

国をはじめとするアジア製品の品質向上により、産地の衣料品に対する競争力は大幅に低下した。 

現在の産地は、グローバル化によるアジア製品の輸入増加、メーカーチョップ（賃織り）という生

産体制に甘んじていたことにより消費者ニーズが把握できなかったこと、商品開発・企画能力が不足

していたこと、などにより、厳しい経営環境にある。 

その中で成功している企業は、非衣料分野へ進出し、繊維素材を活かして独自の技術開発を行い、

例えば産業資材分野の新商品開発を行っている。また、得意分野製品の付加価値追求により、収益性

アップを達成している企業もある。ある企業では独自で開発した技術・特許を武器に大企業の傘下に

入り、販路の拡大および経営の安定化に成功している。 

製造業は「新商品開発」、「特許取得」、「販社との連携」など「新たな取り組み」により、企業は存

在価値を高めている。 

 

（３）小売業界 

小売業界もデフレ、景気およぶ消費低迷の影響で、売上が伸び悩んでいる。スーパー売上は４年連

続で前年割れが続いており、しばらくの間、売上増加は期待できない状況である。また、アメリカと

日本の小売業界データを比較すると、引き続き日本の小売業は淘汰されていくとも考えられる。

（1997年のデータでは、日本の小売店数は 142万店、小売販売額は 147兆円であるのに対し、アメ

リカの小売店数は 112万店、小売販売額は 261兆円［１ドル＝100円］であった。アメリカの国土面

積は日本の 2．5倍、アメリカの人口は日本の 2．1倍ということを考慮すると、日本の小売店数がア

メリカの 1．2倍という状況はおかしいし、さらに日本の小売販売額はアメリカの 56％しかないこい

うことからも、まだまだ小売業の淘汰が続くのではないか。） 

このような厳しい経営環境の中、ある企業は、仕入業者を選定するとともに独自仕入を増加させ、

粗利ミックスを活用することで収益率アップを図っている。また、卸業者と提携した流通センターを
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活用することでコスト削減を図っている企業もある。顧客の利便性確保のために、ITを活用した支払

い方法の導入や売掛金管理を行うことで、顧客満足度の向上と効率化を図った企業もある。 

 

（４）卸売業界 

卸売業界は、卸売業の地位の低下と流通上の変化にみまわれている。まずは IT 革命により時間・

空間を超えたシステムが導入されたことで、卸売業の地位が低下している。また、消費者ニーズの多

様化および短サイクル化に伴うメーカーの商品開発戦争激化の影響を受けている。さらにメーカーの

直接的販売と物流専門会社の台頭による卸売業の必要性がなくなりつつある分野もある。 

このように商流が変化している中、「選択と集中」により、収益力の高い分野を拡大し、業態転換を

図ろうとしている企業もある。同業種の卸売業同士の水平統合はもとより、業種を超えた連携により、

活力を取り戻した企業もある。また、卸売の重点機能を活かした SCMの確立で存在価値を高めたり、

リテールサポートのシステムを確立し新たな顧客獲得に成功している企業もある。 

 

小売業界や卸売業界のような売上高の減少が問題となっている企業では、仕入先変更による原価率

低下、IT導入による更なるコスト削減、顧客満足度が期待できる IT導入、地域別の店舗形態開発、

収益力の高い専門分野への集中などにより、時代の変化に対応しようとしている。 

 

（５）参考となる経営革新事例 

① 土木関連業者であるＡ社は、化学反応を利用した透水性コンクリートの開発に成功した。新

商品開発は公的機関の協力を得て完成したものであり、新製品は舗装材として十分な強度を

維持しながら、透水性は従来の製品に比べて格段に高いという優れた性質を持っている。こ

のように舗装材として優秀な新製品は、様々な舗装に施行されており、受注も順調に伸びつ

つある。さらにＡ社は、販売力のある土木工事関連商社と代理店契約を結び、全国への拡販

を図ろうとしている。 

 

② Ｃ社は、生産段階の素材調合を工夫し、抗菌マットを開発した。新商品の特徴は抗菌性が長

期間持続し、さらに手入れが簡単、商品が軽いというものである。そのため、介護施設や病

院、教育施設への販売が好調であり、現在はマイナスイオンを発生させる商品も加わり、バ

リエーションが増えたことから、顧客に好評である。同社は新商品開発と同時に特許を申請

し、競合他社より優位性を保ちつつ、販売推進を行っている。 

 

③ タクシーのもつ公共性、機動性を活かして、お年寄りなどの生活弱者に対してライフサポー

トサービスを始めたタクシー会社がある。同社の提供するサービスは、タクシー業の「救援
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事業」と位置づけ、１人では自由に行動できないお年寄りや障害者に対して、「タクシー料金

のみで行うエスコートサービスや薬の受取サービス」と「タクシー代に料金を付加すること

でサービスが受けられる買物同行サービスや宅配サービス、一人暮らし見回りサービス」な

どを内容としている。地域社会に密着したニーズの高い新たな新サービスを提供することで

事業基盤の強化を図ろうとしており、タクシー一台当たりの利益額向上も見込まれている。 

 

④ 練り製品加工業者で老舗のＤ社は、平成７年のＰＬ法施行やＯ－１５７による食中毒の全国

的発生を契機に、得意先から衛生・品質管理の徹底を求められていた。このため、品質管理

システムである「危害分析・重要管理点方式」（ＨＡＣＣＰ）の導入を行い、製品トラブルの

未然防止、消費者・得意先の信頼獲得を目標としていた。結果、同業他社との差別化が図ら

れ、競争力が向上することとなった。また、ＨＡＣＣＰ導入により、常に一定レベルの安全

性の維持が可能となり、得意先等に対しても安全性を科学的根拠で示すことが可能になり、

経営面の向上に繋がっている。 

 

⑤ 自動車販売業であるＦ社は、３Ｄ映像を映し出すシステムを販売活動に活用して順調な業績

をあげている。従来、パンフレットでした見られなかったオプション等が３Ｄ画像として顧

客は確認でき、様々なカスタマイズ要請についても、事前に画像で確認できるようになって

いる。顧客の希望を聞きながら３Ｄ映像システムを利用してアドバイスや提案を行うことが

支持を得て顧客の獲得に成功し、安定した売上をあげている。 

 

⑥ 酒類卸業者であるＧ社は、酒類卸だけではなく食料品卸も手がけていた。従来は酒類販売が

主であり、贈答品としての食料品卸を行うだけであったが、得意先の要望により食料品（加

工品）卸先が増えつつあった。酒類卸と食料品卸では粗利益率はけた違いであること、将来

の酒類販売免許の自由化を考慮し、酒類卸業を他社へ営業譲渡し、特殊な食料品卸に特化す

ることとした。現在、既存の得意先通じて新たな得意先を順調に開拓しつつある。 

 

⑦ 首都圏を営業エリアとする運送業者のＨ社は、独自に開発した受発注システム、倉庫及び車

両をワンセットにした新しいサービス「小口物流パック」を武器に新市場を開拓し、順調に

売上を伸ばしている。この新しいサービスは、得意先から「商品の発注をオンラインでＸ社

に伝え」、「Ｘ社はＦＡＸでメーカーに発注」、「メーカーから商品を受け、納品日にＸ社から

得意先に配送（場合によっては当社倉庫に一時保管）する」という、発注からデリバリーま

での一連の流れをＨ社が顧客のシステムに応じ、システム化したものである。特に、物流部

門が未整備の食品問屋・中小スーパー等をターゲットに、物流部門のアウトソーシング先と
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して注目されている。 

 

⑧ 衣料品製造業であるＫ社は、これまで最終消費者に対し、得意先を通じて商品を提供してい

た。今後は、自らが店舗を設置することにより、消費者に店舗等において直接商品を販売す

ることとした。商品を直接販売することによって、消費者のニーズを直接感じ、商品開発に

活用できるようになった。また、今後は商品の供給に際して、その販売方法やノウハウ等を

専門のスーパーバイザーにより伝えることで、差別化を図ろうとしている。 

 

⑨ 酒類販売業である L社は、全国の同業者と PB商品開発の会社を設立した。まずはその会社

で直輸入を開始し、利益率高い商品をラインに加えることが出来た。現在は PB 商品を開発

し、メーカーに生産を依頼している。同業者の加盟も増加し、現在は大量のメーカー発注が

可能となり、独自商品の安価な仕入が可能となった。今では PB 商品の占める粗利益額割合

は増加し、収益改善の柱となっている。 

 

⑩ 衣料品製造業であるM社は、従来定番品の製造を行ってきた。研究開発を進め、衣料品以外

の分野の商品を開発し、特許を取得、世界的にも特色をもった製品製造に成功した。販路拡

大のため、商社の資本出資を仰ぎ、現在は販路も確保され、安定した業績をあげることが可

能となった。 

 

５．経営革新と中期経営計画 

 企業が発展していくためには、常に自社の将来を見据え、進むべき道筋を明らかにすべきである。

どのような企業でも経営計画を立てることは重要であり、必要であるが、特に「経営革新」を進めよ

うとする企業にとっては、進むべき道筋を明らかにするためにも中期経営計画を立てることが重要で

ある。 

 経営計画を立てると、以下のような代表的なメリットが考えられる。 

○経営者自身が経営方針を再確認できる 

○自社の客観的な現状分析ができる。 

○経営計画の策定を通じて、社員間の意識の共有化が図れる。 

○経営資源の配分を明確化できる。 

○計画の進捗管理することで早期に正しい施策修正が出来る。 

 

（１）経営計画の策定手順と内容 

  ①自社の現状分析 
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経営計画は、経営方針などのビジョンの確認を前提として、次に計画策定のための現状分析で検討

した結果を基礎資料として策定する。 

まず、自社の現状分析と過去の成功・失敗体験を分析し、今後の企業を取り巻く経営環境を加

味し、策定する。 

自社の現状分析においては、まず、「営業」について分析する。 

具体的には、自社の業界はどのような状況にあるのか、自社の業界内での地位や商流のどの位

置にいるのか、その地位や位置にて影響力はどの程度もっているのか、取引先の状況はどうか、

営業体制はどうか、などを検討分析する。 

次に、「製品・商品」について分析する。 

製造している製品の市場での評価や競争力、生産の技術力やコスト対応力、製品開発力、取り

扱っている商品分野、取り扱っている商品の品揃え、PB商品の企画力、などを検討分析する。 

また、「財務」について分析する。 

具体的には、取り扱っている製品・商品の収益はどうなっているか、自社のコスト対策はどう

なっているのか、付加価値や効率の状況を示す生産性はどうか、企業のキャッシュフローはどう

なっているのか、などを検討分析する。 

さらに、「過去の成功・失敗」を分析する。 

過去の市場環境や取り扱っていた製品・商品、取引先との関係や競合企業との関係、営業体制

などから検討分析する。 

通常、過去の失敗体験については分析されていることが多いが、成功体験については分析され

ていることが少ないものである。今後の経営計画を作成するにあたり、より重要なものは成功体

験分析であることから、十分に検討分析し、重要な項目をピックアップする。 

最後に、「経営環境」について分析する。 

業界動向、新規参入状況を含めた規制緩和の影響、取り扱っている製品・商品の需要動向、主

要取引先の需要動向、主要取引先や業界内で高まっているニーズ、競合企業の戦略、原材料等の

価格動向、などを検討分析する。 

 

②経営目標の設定 

目標とはある期間に達成すべき水準を示したものである。経営目標は、時間軸を導入した企業

が達成すべき到達点を示すものである。 

当然、企業活動の成果を評価するためのものとなるため、十分に検討が必要である。自社の現

状分析など前段で検討した結果をもとに、将来の経営環境における自社の存続基盤と経営戦略の

ポイントを明確にする。具体的には、売上高や利益、生産性を目標にする定量的目標と、市場開

拓や制度改善などの定性的な目標を検討して設定する。 
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③経営計画の策定 

経営方針や経営目標をうけて、各部門ごとに計画の事前調整を行いながら、経営のトップは全

社的計画を策定する。各部門は、他部門の計画との整合性をとりながら、部門基本方針、部門目

標、目標達成施策を策定する。 

具体的には、営業部門では販売計画、販売促進計画、回収計画などであり、製造部門では生産

計画、在庫計画、外注計画、設備投資計画、人員配置計画などである。 

各部門ごとの計画ができた段階で、経営トップは全体から見た最終調整を行う。 

計画策定のポイントは、時間軸をはっきりさせること、具体的な活動ステップを示すこと、担

当者を明確にすることである。 

 

④予算の編成と年度計画まとめ 

各部門計画を前提として、推進するための予算を編成する。各部門の予算を目標損益計画書・

目標貸借対照表・資金計画表に総合化し、総合予算の編成を行う。 

総合予算と経営目標とを調整し、経営目標を確定する。 

また、経営計画を推進するための管理体制が重要であり、検討し決定しておく必要がある。 

 

（２）経営計画の進捗管理 

策定した経営計画に沿って活動し、成果をあげていくためには、計画の進捗管理が重要である。 

具体的には、「PLAN」－「DO」－「CHECK」を繰返しておこなっていく中で、計画と実績の差

異を分析して、計画や施策の見直しを行うことである。 

十分に計画と実績の差異を分析し、原因の特定して計画や施策の見直しを確実に行うことは、経営

環境や自社の経営内容の変化に即座に対応することが出来ることから、当初の経営計画を継続して活

用できることとなる。 

また、計画達成に向けて最適な活動が展開されていることを確認することができる。 

 

６．アンケート結果による経営革新の意義 

承認企業と一般企業のアンケート比較等により、「経営革新」の優位性について検証する。 

アンケート調査の結果、「承認企業の全体進捗度」・「一般企業の直近 3ヵ年の動き」（売上高・付加

価値・経費削減率）について比較すると、「予定以上」と回答した先の割合は、承認企業が高くなって

いる。また、「承認企業の全体進捗度」のそれぞれの項目について、「予定以上」に「予定通り」を加

えた割合を確認してみる。すると、「売上高」は 55．2％、「付加価値」は 63．2％、 「経費削減率」

は 71．0％に達しており、「経営革新」により企業業績が好転したことは明白である。デフレ等の経済
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状況を背景として目標売上高を達成することが厳しい時代に、過半数の承認企業が「売上高」目標を

達成しているという事実は、注目すべきことである。また、「付加価値」については、経営革新支援法

の承認において、9～15％の付加価値アップを計画に盛り込む必要性があることを考慮すると、63．2％

という高率の承認企業が、これほどの収益性アップの目標を達成していることは驚くべきことである。

つまり、アンケート結果は、「新たな取り組み」＝「経営革新」を行うことで企業は優位性を獲得する

という事実を示しているのである。 

「新たな得意先・新たな仕入先・新たな外注先」の項目を比較すると、承認企業の「増えた」割合

は、「かわらない」と回答した割合に対して大幅に多い結果となった。このことからも「経営革新」に

努めている企業の優位性は明白である。 

さてここで、一般企業の「経営上の悩み」をみると、1位は「需要低迷」、2位は「他社との競争激

化」となっている。この悩みを解決するには、新商品の開発、低価格商品、販売促進強化などの対策

が考えられるが、1 つの方策として「新たな得意先」の確保も考えられる。このことは単純に「経営

革新」が一般企業の悩み解決策の 1つであることを示している。 

承認企業のアンケートで、「承認後、有利になったこと」の回答をみてみると、1位は「金融機関と

の関係」であるが、2 位は「知名度（認知度）」であり、5 位以下中位は「新規取引先の増加」「技術

開発」「販路の拡大」「競合優位性」となっている。これは、「経営革新」が販売・新商品開発や技術開

発に好影響をもたらしていることを如実に語っている。 

次に、一般企業の「経営上重視しているもの」をみてみる。すると、1位は「コスト削減」、2位は

「販路の拡大」、3 位は「スピード化」および「事業再構築」、5 位は「研究開発」となっている。1

位の「コスト削減」については、前段にあるとおり承認企業の「経費削減率」は「予定以上」に「予

定通り」を加えると 71．0％に達していることから、「コスト削減」を行いたいのであれば「経営革新」

を行うべきであると断言できる。更に 2位の[販路の拡大]については、先に説明した通り「経営革新」

によりもたらされるものであるし、「スピード化」「事業再構築」「研究開発」においては「経営革新」

そのものであると考えられる。つまりアンケート結果は、企業が「経営革新」を自ら重視すること、

そして「新たな取組」を行うことが企業の優位性を高めるということを示しているのである。 

 

７．「経営革新」のすすめ 

我が国を取り巻く環境は、技術革新、規制緩和、グローバル化、高齢化の進展、既存産業分野での

構造改革などによって激しく変化しつつある。また、経済・社会の構造的な問題に加えて、長引く不

況の影響により、我が国の雇用情勢はかつて経験したことのない、厳しい状況に至っている。 

このような状況から脱するためには、国・行政の緊急かつ的確な対応が不可欠であるが、民間企業

自身も、従来にはない新たな構造改革への取組が必要とされる。すなわち、我が国企業がより一層の

発展を遂げていくためには、経営戦略をはじめ、さまざまな企業経営の仕組みを、経済・社会の変化
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に対応して、ダイナミックに変革させていくことが求められている。 

人の問題についても、長期継続雇用、年功賃金制、新卒一括採用といったいわゆる日本的雇用慣行

や、従来型の人事評価制度、人的育成制度等の見直しが迫られるとともに、新たな人事・人材育成の

枠組みの構築が求められている。 

いままで述べてきたように、このような時代に求められているもの、このような要求に対応できる

ものが「経営革新」である。 

今こそ、中小企業の機動性を発揮するときであり、「経営革新」＝「新たな取り組み」を実施すべき

である。そして「スキル」として様々な特典や指導が受けることが出来る「経営革新支援法」の承認

申請をすべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 経営革新と雇用、資金問題 
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１．福井県における雇用環境と経営革新 

（１）福井県における雇用の特徴 

 福井県における雇用の特徴は、第二次産業への従事者の多さ、高賃金率、長時間労働等である。 

①第二次産業への従事者の多さ 

 福井県の第二次産業への従業者の多さは、第二次産業就業比率が５５．７％で全国第一位の水準

にあることや、常用労働者数で製造業が約４割を占め、建設業を除く製造業だけでサービス業の労

働者数を超えることから言える。本県は、第二次産業の比率が高く、同産業の就業者が多いのは納

得できる。 

②高賃金 

 厚生労働省「毎月勤労統計調査」（平成１３年）から本県の現金給与総額を見ると、１ヶ月当た

り平均賃金が３１８千円となっており、その全国順位は２７位と本県経済力の水準を大幅に上回っ

ている。こうした高賃金は労働コストとして付加価値を圧迫する。 

③長時間労働 

 全産業平均での所定内労働時間（月平均）をみると、本県が一人当たり１ヶ月で１４９．２時間

の労働時間となっており、全国平均より５．６時間上回っている。 

④雇用過剰感の高まり 

 景気低迷が長引く中、完全失業率は５．５％に達している。こうした中、中小企業でも雇用過剰

感が高まっている。日本銀行「企業短期経済観測調査」を見ると、平成３年頃から高まってきた雇

用過剰感は平成９年頃に一旦緩和される兆しが見えたがその後一貫してさらに過剰感が高まりつ

つある。また、過剰感を感じる割合も以前は大企業が多かったが、最近では中小企業の割合が増加

している。 

 過剰感を感じる理由は、中小企業庁「企業経営活動実態調査」によると、販売不振・受注量の減

少と人件費の増大が挙げられている。中小企業は雇用を吸収する働きがあり、日本の企業数のうち

約９９％を占める中小企業が雇用確保上果たす役割は大きい。 

 その中小企業で高まる雇用過剰感は、完全失業率や有効求人倍率など雇用関連指標にも影響を及

ぼし、消費者の所得水準の低下につながり、ひいては中小企業の需要低迷の原因となる。 

⑤雇用吸収力の低下 

 雇用過剰感が高まる中で雇用吸収力が低下している。過剰感を感じる職種は現場作業員において

最も過剰感が高い。次いで営業･販売、事務職において過剰感が高い。販売不振・受注量の減少が

雇用過剰感を高めている。 

 

（２）福井県における雇用状況 
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①完全失業率 

福井県の完全失業率は総務省「労働力調査」によると平成１３年は前年比１ポイント上昇の３．

８％であり、雇用環境が悪化しつつも全国に比べると低位であることが分かる。 

②有効求人倍率 

福井県の求職者一人当たりの求人数を示す有効求人倍率をみると、全国が０．５～０．６倍で推

移する中で１倍を超えてきていた。福井県の雇用環境は全国と比べると恵まれているといえる。 

しかし、１３年に入ると、３月に０．９３倍と１倍を割り込んで以来、１２月には０．７０倍を

記録するなど、全国を上回るスピードで急速に悪化している。すなわち、本県の労働力は１３年

に入り、一気に供給過剰の状態へと変化した。 

③環境変化が福井県の雇用環境に及ぼす影響 

先に述べたように、販売不振・受注量の減少が最も雇用の過剰感を高める理由になる。診断協会

が行ったアンケートでは「経営上の悩み」を需要低迷とする企業が６割を占めているなど需要低

迷の下では、雇用調整などが行われ雇用環境が悪化する原因となる。 

 

（３）雇用に関わる支援、助成金制度 

 昨今の雇用環境の厳しさを増しており経営革新支援法では雇用関連の支援策も充実している。設備

投資資金を活用するために認証取得する企業が多いが、ここでは雇用関係の奨励金・助成金の利用を

お勧めしたい。設備投資には人材確保・能力開発は必要不可欠かつ時間の掛かるものである。ここで

雇用関連の助成金制度の概要を記載しておく。 

①新規・成長分野雇用創出特別奨励金 

 新規・成長１５分野を中心に、事業主が非自発的な理由で失業された中高年者などを本来の雇

用予定よりも前倒しして雇い入れる場合または実践的な訓練を実施する場合に奨励金が支給され

る。雇い入れる場合１人当たり４０～７０万円、訓練受講の場合１日当たり６５００円支給 

②中小企業雇用創出人材確保助成金 

創業や異業種進出のために雇用保険の一般保険者として雇い入れた労働者（アルバイトを除く）

の賃金の３分の１が１年間助成される。 

③中小企業雇用創出雇用管理助成金 

創業や異業種進出のために雇用管理制度の改善を図るのに要した費用が２０万円以上の場合に、

その費用の２分の１を最高１００万円まで助成される。 

④中小企業雇用創出等能力開発助成金 

創業や異業種進出のために従業員の教育訓練に要した費用の４分の３および、その間の賃金の４

分の３が助成される 

⑤中小企業雇用創出雇用管理助成金 
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創業､異業種への進出､新製品・新商品の開発、高付加価値化、販路の拡大などを目指して高度人

材（経営管理者や技術者など）を出向、委嘱、雇い入れなどにより受け入れ、かつ、高度人材と

同数以上の他の労働者を雇い入れた中小企業事業主に対して、高度人材の受け入れに要した賃金

などの一部を１企業当たり３人を上限として助成される。助成は賃金などの原則として３分の１。 

⑥認定訓練派遣給付金 

雇用する労働者に所定労働時間内に認定職業訓練施設の行う認定職業訓練を受講させる中小企業

事業主に対して支給。支払った賃金の３分の１（１人１日当たり１０９００円を限度） 

⑦生涯能力開発給付金 

雇用管理者の申し出による自主的な教育訓練の受講に係る援助費、有給教育訓練休暇中の賃金の

一部を助成。助成率１／４（中小企業１／３）。 

⑧人材高度化助成金 

１）人材高度化事業助成金 

認定事業主団体または認定組合が教育訓練実施の準備、構成事業主に相談援助などを行う場合、

その経費（１年間、５００万円を限度） 

２）人材高度化訓練運営助成金 

上記認定事業主団体などが構成事業主の雇用労働者を対象に教育訓練を行う場合、運営費の２分

の１（３年間、年間５０万円を限度） 

３）人材高度化能力開発給付金 

事業の高度化などをになう人材を育成するため、必要な技能や知識を習得させる体系的・計画的

な教育訓練を受けさせる事業主に対して、教育訓練の費用や教育訓練期間中に払った賃金の一部

を助成。助成率１／２（中小企業２／３）。 
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２．福井県における中小企業の資金需要 

 福井県における中小企業の資金状況は貸し渋り・貸し剥がしが行われるなどして、厳しい状況にあ

る。ここでは１３年の資金状況を企業の財務から、需要の動向と供給の動向に分けてみてみる。 

（１）中小企業の資金需要動向 

 ①資金需要の減少 

 資金需要は売上高伸び率の減少、売上高経常利益率のマイナス、設備投資の減少に伴い、中小企業 

 の資金需要は減少する動向にある。 

１）売上高伸び率 

売上高伸び率は、全業種ではマイナス３．３％、であり、企業の多くを占める製造業ではマイ

ナス２．７％となりアンケートの経営上の悩みである需要低迷を財務上から裏付ける結果とな

っている。製造業の内訳を業種別に見ると繊維が０．２％プラス、眼鏡が７．６％マイナス、

の状況である。売上高伸び率の現象に伴い、経常利益率も低下することになる。 

２）売上高経常利益率 

売上高経常利益率は、全業種では３．２％（前年の３．７％）と低下しており、製造業では３．

９％（前年４．６％）、そのうち繊維は５．１％（前年４．３％）で、眼鏡は３．７％（前年４．

９％）である。 

売上高経常利益率の低下は売上高のマイナス状況でも少ない幅にとどまっている。完全失業率

が上昇していることから、人件費等が削減するなどの企業努力が行われていると考えられる。 

３）設備投資 

設備投資も長引く不況による売上高の伸び悩みや先行き不透明感を反映して設備投資は減少に

転じている。１３年度の設備投資は全産業で前年度比１６．８％減と２年連続のマイナスとな

った。このうち製造業は９．２％減と大幅に減少した。設備投資が減少するなかで投資費用が

減少している。 

 ②資金需要の変化 

 資金需要にも変化が見られる。設備投資の減少が起こる反面、運転資金需要が増加する状況になっ   

ている。 

１）仕入債務回転期間の短期化 

仕入債務回転期間は、１３年は全業種では２．３月（前年２．６月）、製造業では３．６月（前

年４．１月）であり、全業種とも回転期間が短縮している。業種別に見ると、繊維・一般機械・

金属非鉄の回転期間が短縮し、眼鏡・食料品の回転期間は回転期間が延びているかほとんど変化

がない。言い換えると仕入債務の支払いに掛かる期間が短期間化していることになる。中小企業

白書によると、マクロ的な構造変化として下請構造の変化が指摘されている。単価切り下げと同

様に支払い期間の短縮が福井県製造業を襲っていると言っても差し支えないだろう。 
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２）売上債務回転期間の長期化 

売上債務回転率は、１３年は全業種では３．１月（前年３．２回）、製造業では３．７月（前年

３．７月）であり、やや短縮する傾向にある。一方業種別に見ると、繊維が４．７月（前年４．

２月）、眼鏡が３．４月（前年３．３月）などと長期化している。言い換えると売上債権の回収

に掛かる期間が長期化していることになる。販売先に対し契約条件が不利になりつつあることを

示唆していると言える。 

３）棚卸回転率の短期化 

棚卸回転期間は、１３年は全業種・製造業とも１．５月（前年１．５月）と変化が見られない。

一方、繊維において１．４回（前年１．６月）、眼鏡１．６回（前年１．８回）と、一部分にお

いて短縮化しており、在庫の減少傾向が見られる。需要の低迷の中、設備稼働率を低下させても

在庫の減少を図る姿勢が見られるといえるだろう。 

 ③資金需要の変化 

 設備投資が先に述べたような需要低迷や先行き不透明感から減少に転じる中、運転資金は資金需要

が増加傾向にある。 

正味運転資金＝流動資産－流動負債であるが、流動資産が減少するなかで流動資産が増加する状況で

ある。 

仕入債務回転期間の短縮化は流動負債の減少の効果を持つ。正味運転資金を増加させることになるか

らである。ただ支払いに際して短期的に決済資金が必要になるため資金需要を増加させる。 

売上債権回転期間の短期間化は流動資産の減少を通じ、正味運転資金を減少させる。つまり運転資金

の滞留ということになるため、仕入債務の支払いを通じて資金需要を増加させる。 

また、棚卸資産の減少は流動資産の減少を通じて正味運転資金を減少させることになる。 

 

（２）金融機関の資金供給動向 

 中小企業は設備投資を減らしているが、逆に運転資金の需要が増加している。こうした中、金融機

関の資金供給の現状を述べる。 

 ①融資余力の低下 

１）不良債権残高が増えている 

平成１４年３月末の不良債権残高は４３兆円と前年より９兆円増加した。この原因は判定基準

の厳格化、景気の悪化による不良債権の増加である。 

ａ．判定基準の厳格化 

厳しい環境の下、要管理債権のうち、貸出管理債権の判定基準が厳格化し、従来貸出条件緩和

債権から移行してきたため不良債権が増加した。 

ｂ．景気の悪化による新たな不良債権の増加 
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利益率の減少や、株価の低迷による含み損など、不良債権の新規分増加が増えている。 

２）金融機関自身の財務状況の変化 

金融機関の貸出残高に占める不良債権の額が増えてきたことで、不良債権比率や自己資本比率

といった金融機関自身の財務状況の変化が顕著になってきている。不良債権の償却が行われさ

らに自己資本比率を低下させる。財務状況によっては早期是正措置が行われることもあり、貸

し渋り等が行われる結果になる。（なお、貸し渋りは主に都市銀行で行われ､地銀・信金などで

は行われていない） 

 ②審査能力の限界 

１）審査コストの問題 

中小企業の負債構成比を見ると借入金（短期＋長期）が５割を超え大企業の３割より多い。ま

た、自己資本比率は１割と大企業の２割より小さい。中小企業にとり、金融機関など間接金融

に大きく依存している。 

中小企業に対する審査コストは相対的に低かった。金融機関からしてみれば自身が破綻するこ

とのない前提で長期的に企業と信頼関係を築くことが可能であり、メインバンクとして貸付先

の情報を利用することが出来たからである。その為金融機関も審査にコストをかける必要がな

かった。 

２）非定量要素が大きい 

数年前にベンチャーブームの時、事業を評価した融資が必要との論調がマスコミ等に現れたが、

事業の評価を他の組織の人間が行うことは困難であると思われる。金融機関の融資担当者にと

ってそれを計ることは困難だろう。非定量要素がどのような物か具体例を挙げると、福井県立

大学の客員教授として地域経済研究所におられる坂本光司教授氏が講演で語っておられた「勝

ち組企業の経営法則」がある。これは経営者の姿勢・経営能力、高い志の保有、独自技術・独

自商品の保有、人材が豊富、など１２の共通項を指摘している。こうした共通項は非定量要素

であり、第三者には評価が困難なものであろう。 

 

３．資金調達と経営革新の推進 

（１）資金調達不足の中で中小企業はどう対応すべきか 

中小企業の金融機関からの資金調達は重要な資金調達手段であるが、資金調達条件は大企業と比べ不

利な場合が多い。先に述べたように金融機関の融資余力が減少することに加え、審査能力の限界がど

うしても存在する。減額要求や借入拒絶、借入金利の高さ、借り入れに際し新たに担保・保証など、

中小企業は資金調達不足に苦しんでいる。中小企業としてこれにどう対応すべきだろうか。 

 ①付加価値の向上を図る 

 １）営業利益率を向上させる 
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金融機関の中小企業に対する融資姿勢は、企業規模や財務状況、金融機関との長期安定的な関

係を有しているかどうかで左右される。最近ではキャッシュフロー計算書などの提出が求めら

れることが多いなど、財務状況を勘案して融資姿勢が決定されることが増えている。企業の体

力を強化するために営業利益率を向上させることが必要である。 

 ２）研究開発・設備投資が必要 

 高度成長期には、大量生産による規模の経済を発揮して成長を続けた企業も、成熟化に伴い、

消費者のニーズも多様化している。付加価値の増大を図るには、ニーズの多様化に対応した商

品開発を行う必要がある。そこで中小企業も研究開発・設備投資を加速し、営業利益の出る体

質に変革するべきである。 

 

 ②経営方針・財務の積極的な開示を図る 

 １）経営方針の作成・成文化 

 中小企業にとり経営者が組織内・外を問わず一番重要な人材である。経営に一番かかわりが深

く業界に関して知識が深いから当然である。創業者であれば尚更の事であろう。それぞれに経営

に関わっておられる方は、深い思いを持っているが、従業員にその思いがうまく伝わっていない

と考えている。その思いと裏腹に従業員は経営のことを理解していないのである。こうした従業

員との溝を解消するために、経営方針を成文化して経営者が何を考え、どこに向かっていこうと

しているのかを従業員に知らしめることが必要なのである。 

 ２）キャッシュフロー計算書の作成 

 金融機関からキャッシュフロー計算書を求められる事が増えている。資金の調達･運用がどのよ

うに行われているのかを具体的に示す表であり、現在はキャッシュフロー計算書が従来必要であ

った貸借・損益計算書と同様の価値を持ち始めているためである。 

 

（２）経営革新支援法の積極的な利用を  

① 付加価値の向上と経営方針の積極的な開示のために 

 付加価値の向上と経営指針の積極的な開示を行うためには、営業利益の向上が不可欠であり研

究開発・設備投資を行っていくことが必要であるが、そのため経営革新支援法を活用していただ

きたいと思う。各種の制度の活用によりこれらが有利に推進していくことが可能である。 

 ②経営革新の推進に必要な経営資源の確保 

  経営革新を行うには研究開発・設備投資を行うことも必要になる。 

 

 

 

 52



４．資金取得動機による経営革新申請の必然性 

（１）経営資源の絶対的な不足 

 中小企業が研究開発・設備投資を行うに当たり障害となるのは何と言っても経営資源が不足してい

ることである。研究開発上の障害は人材面で、設備投資上の障害は、資金面で経営資源が不足してい

る。 

（２）設備立ち上げに係る問題点 

 設備投資を行うに当たり、設備立ち上げ後に投資額の黒字化までの期間が長期化している。消費者

の嗜好が多様化していることが原因である。私の知っている革新承認企業は、設備投資を行ったが、

新規分の売上が十分上がってきたと思われたのは１年後であった。話を聞くと、その機械から製造さ

れるサンプル数が十分な数に達して始めて受注が増え始めた、とのことであった。また、設備投資を

行っただけでは設備は稼動しない。設備に従事する人員の習熟や新規分から生み出される製品もすぐ

販売できるようになるわけではなく、営業活動等も必要であり、収益が低い時期は必ず存在する。 

（３）中小企業支援策の計画的な使用 

 経営方針の成文化やキャッシュフロー計算書の作成は、それ自身経営にとり    重要なことで

あるが、実は革新法の申請とも一部関わってくることで、これをしておくことで申請に当たって手助

けになることだろうと思う。また、収益性の低い時期には低利融資や補助金等を使うことが、合理的

でもある。こうした中小企業支援策には多様にある。経営に即した支援策を計画的に活用していくた

めに、ぜひ中小企業診断士にご相談いただければ､と思う。 
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第７章 中小企業における経営革新の位置づけと中小企業診断士の役割 
 
１．経営革新の位置づけ 

 今回のアンケートの中で注目される点を再度いくつかあげてみると以上のようになる。 

・ 経営革新支援法そのものの認知が低いこと。 

・ 承認企業も一般企業も“連携”に関心が高いこと。 

・ 経営革新承認企業は概して業績も一般企業より高いこと。 

・ 今後の取り組みについてないと回答した企業が１割と多いこと。 

 

２．推進上の課題 

 これらの実態をみながら経営革新推進上の課題をあげてみると、 

（１）経営革新支援法ＰＲ不足の問題。 

 これは、認知度をあげるということ。福井県においては、県、産業支援センター、商工会議所など

の公共機関はセミナーをはじめ、いろいろな形でＰＲを実施している。しかし、まだまだ浸透してい

るとは言えない。 

 創造法は製造業中心、技術中心、ベンチャー支援という性格であったが、この経営革新支援法は性

格が全く異なるもの。精力的なこれまでと異なる新たな取り組みとしてのＰＲが望まれている。 

 県内の商工会議所青年部にも同じようなアンケートをした結果では、経営革新についての認知はさ

らに低い数値になっている。非製造業において特に低い。今後の成長のカギを握る、革新の実働部隊

とも言える青年部等への働きかけも同様に検討課題である。 

 また、情報をより積極的に集めようとしている企業、産業支援センターなどへのコンタクトの多い

企業に情報・支援の手が広がっている。承認企業の取り組み紹介などを通じて、より多くの中小企業

へ支援の輪が拡大されなくてはならない。 

 このことは公共機関はもとより、中小企業診断士にもＰＲという役割が期待されている。 

 

 同時に、経営革新支援法の持つ各種施策支援内容のＰＲである。金融面での支援措置はもちろんあ

るし、特例という制度もある。新たな取り組みには資金面の支援も必要である。しかし、資金繰りの

難しさによって金融機関からの紹介ばかりが多いのではさびしい。前向きな新たな取り組みを期待す

るからである。 

 申請、承認に対する書類のハードルもさほど高くないこともＰＲすべきである。そのハードルより、

制度上の特典、実践した場合の有利面の方が多いと考えられる。実際に承認企業では社内意識向上を

３０％の企業が回答しているのだから。他にもその効果について評価されている。 
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（２）製造業以外への経営革新の広がり 

 福井県においても経営革新承認企業は製造業に多い。革新という言葉に他の産業では発想ができて

いないのかもしれない。建設業はまだ承認企業がでている方であるが、現実には、建設土木関連業、

卸・小売業、サービス業などでも、大きな変革の時を迎えている。しかし、経営革新の申請数として

は数が少ない。少額でも設備投資が必要であれば、これらの業界へも広く呼びかけ、取り組みを進め

て行く必要がある。 

 

（３）連携強化を図るためコーディネーターの必要性 

 取り組みとして連携強化に対する関心が高かった。承認企業では異業種との連携強化、同業種との

連携強化のがともに４０％を超えている。福井県でも異業種交流などは現在広く行われてはいる。公

共機関では、創造法認定企業と経営革新承認企業を中心に福井県ベンチャークラブという異業種交流

の場も設けている。 

 しかし、異業種交流でも本音の部分で深いつきあいのできる、本物の連携まで繋がるものは少ない

と思われる。コーディネーター的存在が求められている。こんなところにも広く業界、業種、規模を

超えて様々な企業と情報・つきあいのある中小企業診断士ならではの仕事がある。その時には幅広い

情報収集能力と調整能力が問われるかもしれない。 

 

（４）“新たな取り組み”の必要性を積極的に広めること 

 一般企業では、取り組みについて“特にない”という回答が１８％もみられた。業績の質問では、

７０％を超える企業が売上減少という状態であるにもかかわらずである。 

 また、経営上重視しているものでも“コスト削減”が圧倒的多数を占め、新たな取り組みは相当数

が減少する。経営の打開策として、新たな取り組みが待たれている。環境変化で現状では生き残れな

いという危機感の醸成が必要である。 

 その法自体が持つ本来的意味は中小企業の経営戦略の立案にある。中長期の計画を新たな取り組み

を中心にまとめること、これこそが求められている。その結果はアンケートでみた通り、取り組んだ

企業が業績で優位に立っている。その新たな取り組みの有効性をもっと危機感とともに、広めていか

なくてはならない。一般企業アンケートでも異業種への参入、特許取得が取り組みとして上位にきて

いる。新たな取り組みである。強み弱みの分析から独自の取り組み図り、中期計画まで立てられれば

経営革新となる。生き残り策を計画しよう。計画を立てていないという１０％の企業から始める必要

がある。 
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３．経営革新にどう取り組むか 

（１）中小企業の取り組む経営革新とは 

 最終製品製造でない、また下請の多い福井県内の中小企業にとって、現在の置かれた状況は非常に

厳しい、難しいものである。そこでは従来の常識を変えた、思い切った新たな取り組み、打開策が必

要とされている。 

 しかし、その一方企業は存続する限り、基本的に変化する環境、ニーズに対応し続けていくもので

ある。そしてそれが経営そのものといってもいいかもしれない。 

 その視点で中小企業の取り組む経営革新を改めて考えてみると、 

① 経営革新は基本的に通常の企業経営の延長であり、中長期経営計画の一環であるということ。 

② 経営革新とはいっても、企業のコア事業、コアコンピタンスの発掘、確認、強化作業であり、

特別構えたものではないこと。 

③ 経営革新は県などの承認に意味があるのでなく、新たな取り組みによって企業の存在価値があ

がること、存立基盤の確立が目的であること。 

④ 経営革新の達成によって、企業そのものの体質なり体力が向上することによって、中小企業固

有の機動性なり、迅速性を確保していくことである。 

 

 これらの革新を実践していくため経営革新支援法は、金融面の支援、税制面の支援などを目的とし

ている訳である。 

 

（２）事例企業での新たな取り組みの内容 

 第３章で福井県内の事例を 4社紹介したが、この 4社は上記４項目をすべて含む通常通りの経営を

しているに過ぎないかもしれない。インタビューではそう感じたのである。この 4社を見る限り、こ

の経営革新支援法の存在そのものは、プラスであったにせよ、なければ社内で取り組み、県との接点

がなかっただけかもしれない。そういうに足りるほどこれらの企業は普通の感覚での“新たな取り組

み”であった。 

 

４．経営革新にあたって中小企業での進め方 

 これらの経営革新取り組みにあたり、中小企業はどう考えて、社内での作業を実践的に進めていけ

ばよいか。これらを考えてみると 

（１） 環境分析を現在、将来に向けて内部・外部とも徹底的に行なうこと。 

（２） 自社のコアコンピタンスを突き詰めて考えてみること。 

（３） 今後の経営にあたり、中長期に計画、戦略を立てること 

であろうか。この段階まで進むと具体的に自社の経営革新プログラムが見えてくると思う。 
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５．中小企業診断士の果たすべき役割  

 中小企業が自社内でこの新たな取り組みを始めるに際して、中小企業診断士として、企業の新たな

取り組みにあたって、果たすべき役割を前述の項目ごとに考えてみたい。 

 

（１） 環境分析を現在、将来に向けて内部・外部とも徹底的に行なうこと。 

 

この環境分析こそ、診断士の活躍できる分野かもしれない。それは、 

① 内部分析を行う際に、業績、商品、技術、経営資源など経営者とは異なる視点から発想

できること。 

② 外部分析は他業界も含めた、保有している、収集できる多くのデータなどから分析可能

であること。 

③ 不足する経営資源を客観的に指摘できること。 

④ 捨てるべきと思われる経営者のこだわり、常識を指摘できること。 

    などである。 

 

（２） 自社のコア事業を突き詰めて考えてみること。 

 

 自社にとってかけがえのないコアとなる技術、コアとなる事業などについて、徹底的に掘

り下げて検討をすることが求められている。このことに関し、中小企業診断士として、コア

を意識していない企業に対し、その意識改革から始める必要があると思われる。 

① コアとして認識させる 

② コアとして育てる 

③ コアとして確立する 

   ための段階的な長期的になるかもしれない支援が必要になるかもしれな  

   い。製造業以外にも同じような発想を広げて行く必要もある。 

 

（３） 今後の中小企業経営にあたり、中長期に計画、戦略を立てること 

 

 前述のコアコンピタンスが明確になれば、それをどう活かしていくか。製造、技術、市場、

価格、流通などを分析し、計画、戦略を立てること。 

これも我々中小企業診断士の活躍の場として充分予想できる。 

６．より簡単に取り組める経営革新について 
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 経営革新は企業にとって新たな取り組みであり、他の企業との比較ではないと基本的には言える。

通常の取り組みの延長線という考え方からすればである。 

そうだとすれば、いろいろな場所、環境で経営革新が実践できればと思う。 

そのための進め方について検討してみたい。 

 

（１）いろいろな場面で活用できる経営革新の取り組み方、スタイル 

 金融支援を直接求めない形の経営革新も当然行われるべきで、県での承認を直接必要としない場合

でも必要性は高い。中小企業診断士が通常行う企業戦略上や指導的役割からの経営革新と巾広く考え

られる。 

 また、次に触れる広域圏での取り組みを将来に見込んだ支援策、地域の企業に対する経営支援とし

ても有効ではないだろうか。県とは異なる支援内容を整理、整備し、申請フォームも決めておくこと

で容易に申請ができ、何らかの有効な支援がなされるのであれば、充分と言える。金融支援は法によ

るものがなくても、計画の立案、作成の支援は間接的に金融支援ともいえる。参考例として、中小企

業の取り組みやすいフォームを考えてみた。 

・ 申請フォーム （県と同一のものでよいと思われる） 

・ 経営革新の目的（県と同一のものでよいと思われる） 

・ 強み弱み分析フォーム１ 

  内部環境分析自己作成部分（後掲 フォーム１参照） 

・強み弱み分析フォーム２   

  外部環境分析支援部分  （後掲 フォーム２参照）        

・経営革新取り組み内容   （後掲 フォーム３、４参照）        

・ 経営革新取り組み業績計画（付加価値計画数値） 

 （県と同一のものでよいと思われる） 

・ 取り組み進行チェックリスト 

 （県と同一のものでよいと思われる）         

 

前準備として、 

・ 実施する機関で、審査委員会をつくること。 

・ 申請、支援の担当、窓口をはっきりさせること。 

・ 支援制度を打ち出すこと。 

  （メインは環境分析のお手伝いでいいのではないか。） 

・広報誌への掲載 

  （この支援で、商売上有利になることも想定できる。） 
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これらの取り組みに併せ、同時に検討すべき課題をいくつかあげてみる。 

 

（２）広域圏での取り組み 

 市町村の合併問題にからみ、広域をにらんだ施策が県内各地で図られようとしている。商工会議所、

商工会などでも同じ動きが見られるようだ。広域圏での専門指導員を設置する商工会もあり、時期的

にもそれらの機関の新たな取り組みとして最適と言える。 

 弱体化しつつある地域会員の増強を目的とした、地域の会員を対象とした、地域振興策として有効

に機能するものと期待できる。 

 県レベルとは異なる地域を考えた、前述の簡易レベル経営革新支援は必要と思われる。広域を担当

する専門指導員の役割としても有効である。実際に指導員によって、中期計画作成の支援といった意

味合いが効果として最も期待される。 

 中小企業、個人も含めたかたちのもので、地域に根づきそうな新たな取り組みが広がることに期待

したいと思う。業種によっては、地域の独自の状況に応じた支援措置も検討できる。工業団地、イン

キュベーター施設、空き店舗対策、小売業・サービス業の出店など地域地域で独自の独自事業、懸案

事項を抱えているからである。 

 

（３）商店街での取り組み 

 支援法による経営革新は企業でもグループでも申請、承認ができるものである。そういう意味では、

商店街の中の有志だけでも取り組みができる。また、商店街全体としてももちろん経営革新の新たな

取り組みが求められている。 

 広域的な取り組みと併せたかたちで、コンクール的なものでの取り組みもあっておもしろいかもし

れない。些細なものからでも新たな取り組みがなされる土壌づくりが待たれていると思う。 

 

最後に、中小企業診断士が経営革新にもっと積極的に取り組むための方策について検討したいと思う。 
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７．中小企業診断士の果たす役割 

（１）中小企業診断士の関与が少ない実態 

 今回のアンケートを見ると中小企業診断士の提案から経営革新承認に繋がるケースは非常に少ない

ようである。困った時の相談者としての中小企業診断士であれば、それでよいのかもしれない。 

 しかし、積極的に明日への活力ある経営を志向する中小企業診断士であれば、この現実は好ましく

ないと言わざるを得ない。 

 

（２）中小企業経営者にとっての悩みごとと相談相手 

 不況下にあって悩みのトップはおそらく資金的な問題から発生してきていると思われる。その原因

を探っていくと構造上の問題で、新たな取り組みが必要とされているのではないだろうか。そうだと

すれば、悩みの相談から経営革新に入っていくのが早道かもしれない。ただし、悩みの相談者として

の中小企業診断士の位置づけは決して高いとは言えない。 

 

（３）情報収集と経営戦略での連携 

 承認企業アンケートでは経営上の悩みの相談相手として一番手に顧問税理士があがっている。社内

の役職者以上に税理士をあげている企業が多くあり、約半数となっている。毎月の定期的相談の場を

もっているのが強みだろうか。経理処理などを中心として企業内で発生する様々な問題の相談にのっ

ているようである。資金繰り、借り入れ等の問題が多く発生しているのかもしれない。 

 では税理士が経営革新、経営戦略上の相談相手になれるかどうかが次の問題になる。税理士にもい

ろいろな分野に強みを持つ人がいるが、税理士は基本的には金、資金中心に専門家としての意義があ

ると考えられる。コンサル中心に活動しているタイプ以外であれば、彼等は経営革新にも単独では対

応しにくいと思われる。 

 経営革新を求める、必要性の高い企業に対する情報収集先としての税理士、さらに連携して経営革

新、経営戦略を推進していくことに意義とチャンスは多いように思われる。その有効性についてここ

では言及しておきたいと思う。 

 

（４）金融機関と中小企業診断士 

社外においての相談者二番手である。これは直接的な資金問題の役割として上位になっているよう

である。この金融機関には中小企業診断士が多く勤務している。事実、福井県でも多くの金融機関の

本社、現場に中小企業診断士がいる。このように金融機関では中小企業診断士が経営革新に関与する

場面も多いはずである。金融機関勤務の中小企業診断士が提案して行う経営革新の推進にも期待した

い。また、その金融機関と連携して独立系の中小企業診断士が企業と経営革新を図ることは双方にと

って、意味あることかもしれない。 
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第８章 おわりに  
 
報告書の最後にあたって、県内の中小企業向け提言をまとめてみた。 

 

１．「経営革新」のすすめ 

我が国を取り巻く環境は、技術革新、規制緩和、グローバル化、高齢化の進展、既存産業分野での

構造改革などによって激しく変化しつつある。また、経済・社会の構造的な問題に加えて、長引く不

況の影響により、我が国の雇用情勢はかつて経験したことのない、厳しい状況に至っている。 

 

このような状況から脱するためには、国・行政の緊急かつ的確な対応が不可欠であるが、民間企業

自身も、従来にはない新たな構造改革への取り組みが必要とされる。すなわち、我が国企業がより一

層の発展を遂げていくためには、経営戦略をはじめ、さまざまな企業経営の仕組みを、経済・社会の

変化に対応して、ダイナミックに変革させていくことが求められている。  

 

人の問題についても、長期継続雇用、年功賃金制、新卒一括採用といったいわゆる日本的雇用慣行

や、従来型の人事評価制度、人的育成制度等の見直しが迫られるとともに、新たな人事・人材育成の

枠組みの構築が求められている。 

 

いままで述べてきたように、このような時代に求められているもの、このような要求に対応できる

ものが「経営革新」である。今こそが中小企業の機動性を発揮するときであり、「経営革新」＝「新

たな取り組み」をおすすめしたい。そして「スキル」として様々な特典や指導が受けることが出来る

「経営革新支援法」の承認申請をすべきである。 

 

 

２．「経営革新支援法に取り組もう」 

 経営革新支援法という言葉にどうしても抵抗を受ける人や、申請書の様式を見て面倒だと思う人多

いだろう。そんな面倒なことをしなくてもいつかは景気が良くなるだろうと漠然と考えていても、事

態は一向に改善しない。また、経営革新支援法の承認を受けても直接的なメリット（融資、補助金等）

まで、もう一段壁があるのも事実である。 

 

 それでもあえて、みなさんに訴えたい。「経営革新支援法に取り組もう」と。経済の不透明な状況

は当分続くだろう。景気が回復したとしても、昔のような右肩上がりの経済成長はまず見込めない。

他人（取引先、市場、政府）の愚痴を言ってもなにも改善はしないのである。 
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 皆さんは、今まで何らかの武器を手に、厳しい時代を戦ってきたはずである（もし本当にその武器

が使い物にならないのならとっくに退場させられているはずだ）。その武器は何だったのか、その武器

を手にどう戦ってきたのか、もう一度じっくりと自分の持っている武器を観察し、戦場を見渡して欲

しい。長い間の戦いで武器が痛んでいるのなら研ぎ直せばいい、足場が悪ければ戦いやすい地形を選

べばいい、不利な戦いならば撤退するのも＝三十六計逃げるが勝ちである。 

 

 経営革新支援法は、その武器を磨き、戦略を練り直すよい機会を与えてくれる制度である。他力本

願ではなにも変わらないのだから、積極的に取り組んでほしい。 

 

 

３．「こだわり、経験、常識を打破」すれば経営革新 

 県内企業の閉塞感を打ち破るためには、これまでの経験、常識を見直して、新たなものへの努力が

必要と思われる。それは、非常に難しい作業でもあるが、そのあたりにしか、次の一歩は見えてこな

いようである。 

 

 中小企業が経営革新を進める、新たな取り組みに対するキーワードを考えてみた。 

 

・ 「過去のこだわり、成功体験、業界常識の打破」 

・ 視点の転換、束縛からの解放 

・ 技術への挑戦、本質の追求 

・ 新たな常識、新たなアイデア 

・ 新たなよろこび、新たな挑戦 

 

これらキーワードを軸に福井県の経営革新が幅広く推進されることを期待したいと思う。 
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分析フォーム１ 内部分析 
経営資源 
 

強み 弱み 

経営者 
 

 
 
 
 

 

ヒト 
 
 

 
 
 
 
 

 

モノ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

カネ 
 
 
 

 
 
 
 

 

ノウハウ技術 
 
 

 
 
 
 
 

 

情報  
 
 
 
 

 

その他 
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分析フォーム２ 

外部分析 

自己記入、支援者記入 両者で後日検討 
 
 

チャンス 脅威、リスク 

競争状態  
 
 
 
 
 

 

市場ニーズ  
 
 
 
 
 
 

 

ポジション  
 
 
 
 
 
 

 

業界の常識  
 
 
 
 
 

 

その他  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



分析フォーム３ 

分析フォーム１、２をよく検討し、経営革新、新たな取り組みのもととなるものを記入してくだ

さい。 

１、貴社、あなたが、特に強みと考えるものを、さらに次の表の中に記入してください。 
どこにも負けない、当社独自の強さはこれだ。 
 
１、 
 
２、 
 
３、 
 
２、貴社、あなたが、特にチャンスがある分野、商品。これが求められているというニーズと考

えるものを、さらに次の表の中に記入してください。 
これが最大のチャンスのありどころ。これが一番よろこばれること。 
 
１、 
 
２、 
 
３、 
 
３、上記１、２を検討した結果、貴社、あなたが、今後新たに取り組んで効果がありそうなこと、  

３年後にはある程度でも体質が変わると考えるものを、さらに次の表の中に記入してくださ

い。 
新たな発想で、新たに取り組みをすること。 
 
１、 
 
２、 
 
３、 
 
４、貴社、あなたが、特に不足している、これがないからできないと考えるものを、さらに次の

表の中に記入してください。 
これがあればできる。当社が一番不足している経営資源はこれ。どう充足、どう対処する

か考えよう。 
 
１、 
 
２、 
 
３、 
 
 

 

  ６５



 

分析フォーム４ 

まとめ 新たな取り組みと求められているもの 
経営革新テーマと目

的 
新たな取り組み 求められるもの 
 

いつごろを、どの程度

を 
目途にするか 

テーマ１ 
 
 
目的 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

テーマ２ 
 
 
目的 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

テーマ３ 
 
 
目的 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

同時に行う取り組み  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  ６６


