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同時に、地域金融機関に対しても経営支援強化を行うための体制作りが推進され

ています。金融庁は2016年の金融行政方針において、金融仲介機能の質の向上への

取組みとして、「日本型金融排除」（十分な担保・保証や高い信用力を欠く企業の資

金需要が排除された状態）の実態把握を行い、そのうえで事業性評価に基づく融資

や経営支援に優れた金融機関の公表・表彰等を通じて良質な金融サービスの提供に

向けた金融機関間の競争を実現するとしています。

以上のような経緯で、中小企業向けの金融支援政策は「金融と経営支援の一体的

な推進」をベースに、信用補完制度を活用した融資の量的拡大から質的な経営支援

策へと大きな政策転換が行われました。金融支援と経営支援の一体化が企業体質の

強化につながる支援となる、という考え方のもと、中小企業庁と金融庁は足並みを

揃えて政策を推進しています。

企業のライフステージと経営課題222
（1）「地域企業応援パッケージ」のPDCAサイクルの確立

第１章第２節でも紹介した、内閣府「まち・ひと・しごと創生総合戦略」によると、

地域企業による生産性・効率性の向上、「雇用の質」の確保・向上に向けた取組み

や地域における金融機能の高度化が必要とされています。

⇒  産業・金融両面からの政府の支援等を総合的に実施し、様々なライフステー
ジにある企業の課題解決に向けた自主的な取組を官民一体で支援する。また、
取組の成果や利用者目線に基づく継続的な改善を行う（PDCAサイクルの確
立）。

図表2－11　企業の経営課題

金融などによる「地域企業応援パッケージ」
埋もれている地域資
源を活用した事業化・
創業支援

サービス業をはじめ
とした生産性の向上・
成長支援

再出発に向けた環境
整備・事業承継支援
等

円滑な事業整理のた
めに支援等

（2）企業のライフステージごとの課題と金融庁関連の施策

企業のライフステージごとの課題とステージごとの課題解決策として、まち・ひ

と・しごと創生総合戦略に掲げる施策のうち、金融機関に関連する施策を以下に整

理しました。
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①埋もれている地域資源を活用した事業化・創業支援

㋐　課題
・ 地域が人口減少・少子高齢化等に直面するなかにあって、地域経済を振興す
るためには、域外からの収入を増大させる取組みが必要となります。
・ 地域には、優れた伝統工芸、質の高いリゾート、高級食材など、国内だけで
なくグローバルに見て魅力のある資源が活用できずに埋もれている可能性が
あります。
㋑　金融庁関連の施策
　地域資源の活用やブランド化等に資する事業に対するクラウドファンディン
グなどの手法を用いた小口投資・ 寄附等（ふるさと投資）について、地方公共
団体・金融機関・支援団体等の連携に基づく情報提供や普及に係る適切な体制
整備等を行う必要があります。

②サービス業をはじめとした生産性の向上・成長支援

㋐　課題
　人口減少等に直面する地域の企業・産業は、成長鈍化・衰退に陥りがちです。
早めの経営改善（含む事業転換・Ｍ＆Ａ等）に取り組むことにより、生産性を
向上させ、企業・産業の持続可能性を高めます。
㋑　金融庁関連の施策
　地域金融機関等による企業の事業性評価に基づく融資・コンサルティング機
能の積極的な発揮を促す監督・検査のいっそうの推進（地域金融機関に対し、
取引先企業との深度ある対話を行うための関係構築に向けた取組み、売上増加
や事業承継等のさまざまな経営課題の解決に資する融資やコンサルティングの
タイムリーな提供等を促す）。
　ローカルベンチマークの整備と産業・金融の支援策における活用促進を通じ
た地域企業の経営改善・ガバナンス強化の支援。

③再出発に向けた環境整備・事業承継支援等、円滑な事業整理のための支援等

㋐　課題
 　事業の改善・再構築が見込めない企業が、事業の将来展望を描くことができ
ないまま事業を継続した結果、経営者自身の再チャレンジが困難になるだけで
なく、従業員、取引先等に迷惑をかける恐れがあります。



㋑　金融庁関連の施策
【再出発に向けた環境整備・事業承継支援等】
・事業引継ぎ支援センター、金融機関や専門家、公的機関との連携強化。
・ 地域企業の経営改善、事業再生のための抜本的な対応、Ｍ＆Ａ等を伴った事
業承継への取組み、金融機関と地域経済活性化支援機構（REVIC）が連携し
たファンドや独立行政法人中小企業基盤整備機構のファンドの活用の拡充。
・ 認定支援機関を活用した経営改善計画の策定等支援等。
【円滑な事業整理のための支援等】
　「経営者保証に関するガイドライン」の利用促進。

事業性評価を活用した目利き能力の向上333
地域金融機関では、融資業務や経営支援の取組みにおいて、取引先企業の事業性

を評価することが、従来にも増して重要になってきました。

中小企業は融資を受ける際に、事業の成長性や営業力等の事業内容を評価して欲

しいという強いニーズがあります。一方、金融機関は、信用保証協会保証付融資や、

担保・保証、財務内容、経営者の資産等を重視して与信判断を行う傾向にあります。

このため、担保・保証に頼る融資姿勢から、事業性評価に基づく融資への転換が必

要とされています。

事業性評価は、財務内容や資産という過去の業容や蓄積の確認だけではなく、当

該企業のもつ商品力、技術力、加工能力などの知的資産にも目配りを行い、将来に

向けたビジネスモデルの持続可能性等を重視しようというものです。

事業性評価の本質は、金融機関が取引先の事業を評価することではなく、「取引

先の製品・商品、マーケティング、サービスがどうして顧客・市場から支持を得て

いるかということについて理解する」ことにあります。

当該企業の事業性を理解するために重要なポイントが、取引先との対話です。当

該企業と金融機関、支援機関がそれぞれ独自の視点でより深い「対話」や理解をす

ることが出発点となります。そして、その「対話」のツールとして2016年３月に公

表されたものが、「ローカルベンチマーク」です。

１年後の2017年３月に、経済産業省経済産業政策局から新たにローカルベンチ

マークの改訂版が公表されました。中小企業、金融機関、支援機関の関係者にとっ

ての有用な「対話」と事業性理解のための支援ツールとなりますので、以下に

「ローカルベンチマークの活用」の概要について触れていきます。
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（1）ローカルベンチマーク

①ローカルベンチマークとは 

企業の経営者等と金融機関、支援機関の対話を深める「入口」として使われる対

話ツールです（図表２－12）。

これにより経営者自身も課題に気づき、緊張感を持って経営改善に向けた目標の

設定や共有を図り、「PDCAサイクル」を機能させるための出発点とすることが期

待されます（図表２－13）。

そして、それぞれの企業や金融機関、支援機関が独自の視点でより深い「対話」

や理解をする出発点となります（図表２－14）。

「産業・金融一体となった地域経済の振興を総合的に支援するための施策」であ

り、地域経済施策や中小企業施策、地域金融施策の「結節点」となります。

②ローカルベンチマークの活用状況

金融機関による「担保・保証に依存しない融資の促進」や「取引先の経営改善や

成長力の強化支援」を目的に、金融庁が金融機関と対話し、取組みを評価するため

の指標としています。

ローカルベンチマークも、その活用状況が選択ベンチマーク対象の１つです。

図表2－12　ローカルベンチマークの例と解説

安全性
⑥自己資本比率

健全性
③営業運転資金
回転期間

収益性
②営業利益率

貸付点数
業種平均点数

売上持続性
①売上増加率

生産性
③労働生産性

④EBITIDA有利子負債倍率
効率性

●　 企業の経営改善、生産性向上に向けた自社の現状認識や、金融機関等支援
機関との対話のツールとして2016年３月に公表。

●　 ６つの財務指標の分析結果と４つの視点（経営者への着目、事業への着目、
関係者への着目、内部管理体制への着目）に基づく非財務情報把握のための
シートを、経営者や各支援機関にとってわかりやすい形で提供。



（2）事業性評価に基づく融資等、担保・保証に過度に依存しない融資

５ ．事業性評価の結果やローカルベンチマークを提示して対話を行っている
取引先数、及び、左記のうち、労働生産性向上のための対話を行っている取
引先数。

（参考）「金融仲介機能のベンチマーク」より抜粋

図表2－13　ローカルベンチマークの内容

図表2－14　＜第二段階＞個別企業の経営力評価と改善に向けた対話（企業の健康診断）

上記を基本的な枠組み、「入口」として、それぞれの企画や金融機関、支援機
関が独自の視点・手法で、より深い対話や理解を進めることが期待される。
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（2）ローカルベンチマークの認知度、活用状況等

金融機関における認知度、活用状況を見てみると、金融機関やリース会社660機

関にアンケートを行った「ABLの課題に関する実態調査　調査報告書」（株式会社

帝国データバンク　2017年２月）の分析結果によると、ローカルベンチマークの認

知度は「内容をよく知っている」「聞いたことがある」と回答した機関は85％を超え

ており、相応の認知度となりました。活用状況についても、「活用している」「活用

を検討している」と回答した機関が約75％となっています。

ローカルベンチマークの活用事例（2017年３月改訂版）については、経済産業

省・株式会社帝国データバンクが公表した「ローカルベンチマーク「参考ツール」

利用マニュアル（2017年３月改訂版）」より以下に抜粋して掲載します。

図表2－15　金融機関における認知度、活用状況について

●　 金融機関等を対象にしたアンケート調査の結果、ローカルベンチマークについて、「内
容をよく知っている」、「聞いたことがある」と回答した機関は85％を超えており、相応
の認知度がある。

●　 活用状況についても、「活用している」、「活用を検討している」と回答した機関が約
75％となっている。

聞いたことがある

35.4%

活用して
いる
13.7%

活用を検討
している
61.4%

活用しない

24.8%

｢ローカルベンチ
マーク｣という言
葉自体初めて聞く

14.2%

ローカルベンチマークの認知度 ローカルベンチマークの活用状況

n=（調査対象数）528

内容をよく
知っている

50.4%

n=451

（出典）  ABLの課題に関する実態調査　調査報告書（株式会社帝国データバンク・2017年2月）金融機関や
リース会社等660機関にアンケートを送付し調査。



〈ローカルベンチマーク活用の流れ（例）〉

　ローカルベンチマークは、「企業の健康診断ツール」として、企業自身に使って
いただくだけでなく、企業と金融機関等の支援機関の対話ツールとしての活用も
想定しています。

STEPSTEPSTEP1STEP1 活用先の選定
※ローカルベンチマークの第一段階に相当
・地域にとって重要な企業
・当該機関にとって重要な企業
・事業承継を予定している企業　　等

STEPSTEP 趣旨の説明
※対話に入る前の準備段階
・対話の目的
・実施スケジュール
・参加メンバー　　等

STEP2STEP2

STEPSTEP 対話の実施
※対話の実践段階
・財務傾向の把握（要決算書）
・商流や業務フローの把握
・非財務４視点の把握　　等

STEP3STEP3

STEPSTEPSTEP6STEP6 振り返り
※継続的な対話
・課題解決の進捗状況
・現状把握と将来目標
・新たな課題の把握と対応策　　等

STEPSTEP 課題解決の実行
※当該企業が経営改善に取り組む段階
・実施目的
・実施内容/支援機関（者）
・新たな課題の把握と対応策　　等

STEP5STEP5

STEPSTEP 見える化・課題の整理
※対話結果の共有段階
・強みや課題の把握
・経営者と当該機関の認識の共有
・経営見直しのツールとして活用　　等

STEP4STEP4

〈ローカルベンチマーク活用の流れ（例）～対話のコツ～〉

STEP2STEP2  趣旨の説明

コツ１ 　何を行うかについて企業と当該機関が共通認識を持つ
　まず出だしが大事です。対話する相手がローカルベンチマークのツールを活用して、「何
のために対話を行うのか」という目的と、「なぜ対話を行う必要があるのか」という理由、
「対話を行うためにどの程度の時間がかかるのか、何をしなければいけないのか」という時
間と内容を明確にし、対話に向き合ってもらう準備をしていただくことが重要です。
　また、事前にローカルベンチマークのツールを企業へ渡し、少し考えておいてもらうこと
が肝要です。

STEP3STEP3  対話の実施

コツ２　対話のコツ
　ローカルベンチマークのツールを活用した対話は、経営者が一度立ち止まって経営を振
り返る機会となります。より効果的な対話を行うために、以下の点に注意しましょう。 
・自分の知らないこと、疑問に思ったことを正直に聞く。 
・ 当該企業が注力しているポイントに対して、意識して良いところを探す。「できていない
こと」について責めない（しつこく原因追及をしない）。 
・ ツールを活用し聞き取った内容をばらばらに整理するのではなく、ストーリーとして繋
げる。
・仮説をぶつけることがコミュニケーションの１つ。自分自身の意見を相手に伝える。
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コツ３　場の活用
　事務所で座っての対話だけでなく、実際の現場を活かした対話を行いましょう。製造現
場の見学などはお客さまの商流や業務フロー、ガバナンスなどをはっきりと認識できる機
会です。現場が近くにある場合は、まず現場を確認してから対話に入っていくと、より具体
的に事業を理解することができます。 

コツ４　相手を工夫する
　対話相手は経営者だけではありません。経営者以外の経営陣や後継者、ときには従業員
との対話が、当該企業の事業性を理解し、経営課題を把握することにつながります。事業承
継を控える企業には、現経営者との対話、後継者との対話をローカルベンチマークを活用
して行うことで、互いの認識差が明らかとなり、第三者が入ることで円滑な事業承継を進
めることができます。

STEP4STEP4  見える化・課題の整理

コツ５　対話結果を共有する
　ローカルベンチマークを活用した対話を複数回に分けて実施するときには、１回目の訪
問で聞き取った内容について、２回目の訪問時に１回目の対話内容をシートに記載し、対話
内容を振り返りながら進めることで、認識差をなくしながら進めることができます。また、
対話を終え、ローカルベンチマークを作成し終えた際には、現状認識を企業と共有するた
めにも、作成したシートを共有し、課題と対応策について企業と支援機関・金融機関の間
で共通の認識を持ち、改善に向けた取り組みを検討してください。さらに、課題解決が円滑
に行われるよう、地域支援機関や専門家との連携も検討しましょう。 

STEP6STEP6  振り返り

コツ６　継続した取組みにする
　経営が継続される限り、常に現状把握と将来目標は変化します。把握した課題への対応
状況を確認し、新たな現状を把握することで、よりよく経営を行うために継続して定期的
（決算のタイミング等）に対話を行い、経営改善を進めていくことが重要です。 



無断複製・転用等を禁じます。落丁・乱丁本はお取替えします。 17－10－01

表紙デザイン／㈱ヴァイス　制作／藤波  将利　印刷／㈱日本制作センター

営業所／東京 03（3267）4812　大阪 06（6261）2911　名古屋 052（332）3511　福岡 092（411）0805

発　行　人　　　金　　子　　幸　　司
発　行　所　　　㈱ 経 済 法 令 研 究 会
〒162─8421　東京都新宿区市谷本村町3─21

代表 03（3267）4811　企画・制作 03（3267）4814

受講手続・変更連絡等 03（3267）4813

経営支援アドバイザー養成コース　第１分冊

“経済法令研究会グループメールマガジン”配信ご登録のお勧め
当社グループが取り扱う書籍、通信講座、セミナー、検定試験情報等、皆様にお役立ていただける

情報をお届け致します。下記ホームページのトップ画面からご登録いただけます。
☆　経済法令研究会　https://www.khk.co.jp/ ☆

個人情報の取扱いと管理について

株式会社　経済法令研究会

　株式会社経済法令研究会（以下、弊社）は、個人情報の重要性を認識し、その保護の
徹底を図るため、通信教育事業における個人情報の厳格なる取扱いおよび管理に努めて
います。

１．個人情報利用の範囲

　弊社通信教育受講お申し込みにより知り得た個人情報については、通信教育の実施・
運営（教材、添削レポート、修了証等の発送および成績管理、受講料の入金管理等）お
よび通信教育情報の提供に限った利用としています。

２．個人情報の管理

　弊社が所有する個人情報については、適切・厳重に管理し、第三者の不正なアクセス
による漏洩、流用、改ざん等を防止するため、万全のセキュリティー対策を講じていま
す。原則として、受講者ご本人または教育ご担当者の同意なしには第三者に開示するこ
とはありません。
　なお、業務の運営上必要な範囲において第三者へ業務委託する場合には、業務委託会
社と契約を締結し、個人情報についての法令等を遵守し、適切な管理を行うよう義務付
けています。

けい えい   し   えん よう せい


