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経済・経営 レポート

　先月に引き続き、円滑な事業承継を進めるための課題と対策について纏
めることとする。今回はその２として、“事業（経営そのもの）の承継”を
どのように進めていくか、そして“後継者の育成”の進め方について考え
てみよう。また、併せてホットな話題として本年８月28日に公布された“改
正中小企業経営承継円滑化法”についても触れてみたい。

中小企業の円滑な事業承継について
～事業承継の課題と対策 その２～

　前回説明した“資産（物・金）”の承継も重要
であるが、“事業そのもの（あるいは経営その
もの）をどのように引継いでいくか”について
も重要な要素である。経営環境が目まぐるしく
変化する中で、企業の持っている“強み”等の“目
に見えない経営資源”をどのように引継ぎ、後
継者がこの“目に見えない経営資源”を将来に
向けてどのように活かすかが事業承継のカギと
もいえよう。

事業（経営そのもの）の承継
１．老舗に学ぶ
　それでは【図表１】をご覧いただきたい。帝
国データバンクが明治末までに創業した“老舗
企業”へのアンケート調査結果をまとめたもの
である。“老舗企業の強み”は何かを聞いたも
のであるが、言い換えると、何代も事業承継を
進めてこられた“生き残りのポイント”を問う
たものでもある。まさに、“何を承継していか
なければならないか”を教えてくれている。
　調査結果を見てみよう。１位の“信用”から
７位の“技術の継承”の内容に着目していただ

【図表１】老舗の強み
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きたい。すべてが“見えないもの”あるいは“形
がないもの”である。つまり、バランスシート（貸
借対照表）には表れてこない“オフバランスの
資産”と言い換えても良いだろう。“オンバラ
ンス化された資産”を挙げているのは下位の13
位の“物的資産”である。
　ちなみに、同調査では、今後生き残っていく
ためには何が必要かも聞いているが、ほぼ同じ
ような回答であった。唯一違ったのが、２位に
“進取の気性”が入っていることだった。
　このアンケートで、“老舗企業”に教えを受
けたことを整理すると、まずは“信用”、“伝統”、
“知名度”などの“目に見えない経営資源”を代々
しっかり引継いできたことが“長寿の秘訣”と
いうことである。その上で、“新たな事にも挑む”
（＝“進取の気性”）ことも必要であることが分
かった。
　つまり、事業承継においては、不変的な“目
に見えない経営資源”をしっかり引継ぎ、併せ
て環境に対応するべく進化（変化）することが
重要ということである。

２．先代経営者から学ぶ
　それでは、前回に引き続き「【図表２】先代経

営者から事業を引き継いだときに苦労した点」
をご覧いただきたい。先代から事業を引き継い
だときに苦労した点、つまり“事業承継の課題”
についてどのようなものがあるかを纏めたもの
である。
　このアンケートによると、現経営者は先代経
営者から事業を引き継いだ際に、“経営力の発
揮”、“取引先との関係の維持”、“一般従業員と
の関係の維持”、“金融機関との関係の維持”、“役
員や経営幹部の支持や理解”等、“目に見えに
くい経営資源の承継”に苦労されていることが
わかる。後継者はこれらの“目に見えない経営
資源”に着目した承継対策が必要ということが
わかる。

３．知的資産を承継し、将来に活かす
　事業承継は、文字通り“事業”の“承継”であ
る。現経営者が後継者に引き継ぐ（あるいは後
継者が受け継ぐ）際は、これまで説明した“目
に見えない経営資源”（以下“知的資産”という）
に着目した取り組みをお奨めしたい。
　“知的資産”とは、企業における競争力の源泉
である、人材、技術、技能、知的財産（特許・ブ
ランド等）、組織力、経営理念、顧客とのネット

【図表２】先代経営者から事業を引き継いだときに苦労した点
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ワーク等、貸借対照表には現れてこない目に見
えにくい経営資源の総称である。“知的資産”
を把握し、伝えることで、融資を引き出したり、
市場にアピールすることができる。
　事業承継においては、現経営者と後継者が、
自社にある“知的資産”の棚卸しに共同で取り
組む過程で、“事業（経営そのもの）の承継”を
進めることができる。
　後継者は、把握した“知的資産”を活用し、弱
みを補完するための取り組み（新たな知的資産
の創造・獲得）により、業績の向上に結びつけ
ることができる（知的資産経営）。

４．知的資産経営報告書を作る
　それでは、現経営者と後継者がどのような手
段で知的資産を棚卸し、将来に向けて活用する
かについて検討をしたら良いのだろうか。それ

は“知的資産経営報告書”を作ることである。今
回はその簡易版である“事業価値を高める経営
レポート（中小企業基盤整備機構）”を紹介する。
　「【図表３】事業価値を高める経営レポートの
作成ステップ」をご覧いただきたい。
　本来、“知的資産経営報告書”というものは数
十ページにもおよび、結構手間の掛かるもので
あるが、この“事業価値を高める経営レポート”
は、A3用紙１ページに纏められるものである。
　作成ステップについて簡単に説明を行う。

（1）STEP１：企業概要
　自社の経営状況を把握する上で最低限知って
おきたい企業情報、成り立ち（沿革）、会社が大
切にしている価値観（経営理念）、アピールすべ
きポイント（ターニングポイント・受賞歴など）
を記載する。

【図表３】事業価値を高める経営レポートの作成ステップ
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報）を記載する。
① 過去～現在のストーリー（現在の知的資産の

活用状況）の整理
　内部環境で整理した自社の強みについて、知
的資産の観点から分類を行った上、活用（蓄積）
の状況を纏める。
② 現在～将来のストーリー（知的資産の活用目

標）の整理
　今後のビジョンを達成するため、これまで活
用（蓄積）してきた知的資産をどの程度維持・
成長させるかと共に、不足していた知的資産を
どうやって、どの程度獲得していくかについて
検討する。
　詳しい作成要領は、下記の中小企業基盤整備
機構のホームページで確認して頂きたい。
http://www.smrj.go.jp/
� keiei/chitekishisan/059975.html

　帝国データバンクが平成25年７月に発表し
た「事業承継に関する企業の意識調査」による
と、事業承継の「計画があり、進めている」また
は「すでに事業承継を終えている」と回答した
企業に対して、事業承継を進めるうえで苦労し
た（している）ことを尋ねたところ、「後継者育
成」が61.9％（複数回答）と６割超に達し、他
の回答に比べ突出して高かった。
　厳しい経営環境や競争の中で、後継者に求め
られる経営の知識や経験のレベルはかつてより
高いものと言わざるを得ない。前回のレポート
でも説明したように、“経営者の辞める決断”、
“後継者選定”ならびに“資産（物・金）の承継”
は現経営者の重要な役目である。一方で、現経
営者から“事業（経営そのもの）の承継”するの
は後継者の重要な役目という認識を持つ必要を
感じる。
　まさに、“後継者の育成”というより、“後継
者が自ら能力向上を図る”という考え方に立っ
た進め方が望ましいと考える。

後継者の育成
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（2）STEP２：内部環境
①業務の流れ
　�自社の業務の流れを体系的に把握できるよう
に、各業務の概要や工程、担当部署などを記
載する。また、各業務（部門）において、顧客
に選ばれ続けるために行っている独自の取組
や、重視している取り組みなど、他社との差別
化につながる取り組みを記載する。その上で、
“何故、他社ではなく、自社が選ばれているか”
（“顧客価値提供”）について、纏めてみる。
②強み・弱み
　�自社の“売り”となる要因や、自社だから出
来ることを纏める。さらに、その背景である
“強み”を売り出す源泉になるものや事柄な
どを纏める。また、自社の成功（成長）を阻
害する要因や、他社に劣っている事柄を纏め
る。さらに、弱みの背景である何故足りない
か、何故劣っているかなどの原因について纏
める。

（3）STEP３：外部環境
　自社を取り巻く経営環境を“機会（チャンス）”
と“脅威（リスク）”の視点で整理する。自社が
身を置く業界や地域（国）にとっての機会（追
い風になる要因）と、脅威（向かい風になる要因）
を検討・整理する。また、自社が直接関係する
市場や、顧客、競争相手、関係先についての動
向を考慮しながら、自社にとっての機会と脅威
を検討・整理する。

（4）STEP４：今後のビジョン（方針・戦略）
　内部環境と外部環境で整理した内容を踏まえ
て、実現可能なビジョンを検討する。また、ビ
ジョンを実現するために行うべき取り組みを、
事業（商品）や部門別で整理する。

（5）STEP５：価値創造のストーリー
　知的資産（人的資産、関係資産、関係資産）と、
その他の資産（提供する製品・サービスなどの
成果物や事業、実績、設備など、自社の優位性
を説明するために不可欠な経営資源などの情
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ある。先ずは、自社の経営管理に必要な経験や
知識を全体的に確認する必要がある。とかく後
継者育成は“場当たり的”、“かいつまみ的”に
なりがちである。全体を俯瞰して、その上でス
ケジュール化（プログラム化）して、重要度、優
先度の高いものから対応を図っていくべきであ
る。
　特に注意したいのが、後継者の不得意分野（あ
るいは委任分野）である。例えば、財務や生産
管理については現場管理者に“お任せ”的にな
り、本人は一切状況が分からないパターンが見
受けられる。本人が実際の実務に当らない部門
であっても、基本的な知識は把握しておく必要
がある。
　経営の仕事は、様々な場面で意思決定が求め
られる。そのためにはあらゆる分野の経験と知
識が必要である。しかしながら、時間的な制約
もあり、どうしても“経験”はすべての分野（部
門）で積むことは難しい。しかし“知識”だけは
“経験”を補う上でも習得することをお奨めし
たい。

２．中小企業大学校の研修
　筆者は、年間多くの経営管理者向けの研修講
師を担当している。その中で、特に後継者向け
に有効な研修制度を紹介する。筆者が中小企業

　経営に必要な能力・知識を習得するためには、
一般に次のような進め方が考えられる。

（1）社内での教育
　①�自社の各分野のローテーションにより全体
の業務を把握する

　②�責任ある地位に就けて権限を委譲し、管理
者としての体験を積む

　③�現経営者等からOJT教育を受ける

（2）社外での教育
　①�他社勤務や子会社経営を通じて、幅広い人
脈の形成や経営手法を習得する

　②�商工団体や組合等の青年部などに所属し、
管理者としての情報交換や異業種交流を進
める

　③�中小企業大学校等の研修機関にて経営管理
能力を高める

　実際には、これらの手法をいくつか組み合わ
せて、後継者本人の状況に沿った“後継者育成
プログラム”の検討が必要となるだろう。

１．後継者育成プログラムの薦め
　先ずは「【図表４】後継者の経営能力確認表」
をご覧いただきたい。
　後継者の経営に関する能力の簡単な確認表で

【図表４】後継者の経営能力確認表
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企業経営承継円滑化法”の概要の説明を行う。
前回のレポート（その１）でも少し触れたが、
“民法の特例”（後継者が生前に前経営者から自
社の株式の贈与を受け、後に株式の評価が高く
なった時点で前経営者に相続が発生した場合に
発生する、“遺留分”に係る紛争を未然に防止
するために、経済産業大臣の認定を受けること
で解決する制度）を活用して、“遺留分”の対応
を図ることで、後継者への経営権の集中化が可
能となる制度がある。
　これまでの制度では、親族しか特例の適用対
象となっていなかったが、平成25年度税制改正
で事業承継税制が拡充され、後継者要件が親族
外も対象となった。このことを受けて、今回遺
留分に関する“民法の特例”の対象を、これま
での親族内承継のみから、親族外承継へ拡充さ
れることになったものである。
　※�“中小企業経営承継円滑化法”等の法律的
な対応については、法務の専門家（弁護士
や司法書士等）の支援を受けることをお奨
めする

　最後に、これまで説明をしてきたように、事
業承継に関する支援策は近年大幅に拡充されて
きた。その一方で、中小企業の事業承継はスムー
ズに進んでいるとは言い難い。これを機に、経
営者の皆様、後継者の皆様は早め早めの対策を
図っていただき、円滑な事業承継が進み、貴社
が益々成長・発展されるこを祈念する次第であ
る。

引用資料
・�「中小企業経営者のための事業承継対策（平成27年度
版）」（中小企業基盤整備機構）

・�「100年続く企業の条件（平成21年９月朝日新聞出
版）」（帝国データバンク）

・�「事業承継実態調査（平成23年３月実施）」（中小企業
基盤整備機構）

・�「事業承継に関する企業の意識調査（平成25年７月発
表）」（帝国データバンク）

・�「事業価値を高める経営レポート・作成マニュアル改
訂版（平成24年５月）」（中小企業基盤整備機構）

大学校（広島校と人吉校）でゼミナール講師を
務めている「経営管理者養成コース」である。
　経営管理者（後継者含む）にとって必要な資
質に、「理念や方針にぶれがない」、「経営環境
分析がしっかりできる」、「ビジョンが明確であ
る」、「革新的である」、「バランスの取れた判断
ができる」、「計画的である」、「実行力がある」
などがあるが、このような能力を身につけるた
めには、日頃の業務活動からだけでは修得し難
い知識や考え方が必要と考える。また、断片的
な学習では総合的な管理運営能力向上には繋が
らないと思われる。
　このコースでは、「経営管理の考え方・進め
方」、「経営戦略・経営計画の立て方」、「財務・
会計の仕組み」、「マーケティングの進め方」、「人
事管理の進め方」など、経営管理者に必要な幅
広い知識を“総合的”に修得することができる
とともに、“体系的”な繋がりを確認すること
ができる。さらにこれらの知識をもとに、ゼミ
ナールの講義では、自社の経営環境分析、課題
の抽出、課題対応策、アクションプランなどを
研究報告書に取り纏め、最終日に発表する体験
を行う。まさに、知識修得だけではなく“実践型”
の講座である。
　またこのコースは、より良い経営管理者を目
指すという同じ思いのメンバーの集まりであ
る。年齢、業界、事業規模等を超えた情報交流
の機会となる。それは経営管理者としての新た
な“刺激”の場、“意識改革”の場、“決意”の場
でもある。
　中小企業大学校では、このような“総合型”
の研修のほかにも、２日～３日のテーマごとの
短期講座も数多く設定されている。詳しくは「直
方校」のホームページをご覧いただきたい。
http://www.smrj.go.jp/inst/nogata/index.
html

　次に、本年８月28日に公布された“改正中小
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