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事業承継の現状と中小企業が
取り組むべき準備とは
福岡県事業承継支援ネットワーク
事業承継コーディネーター

田淵

耕一郎

②後継者難による廃業

１．はじめに

次に挙げられるのは、後継者難によって多く
の中小企業が廃業する可能性が高まっているこ

中小企業白書（2020年版）によれば、中小企

とです。60歳以上の中小企業経営者のうち、５

業の休廃業・解散件数は、近年約４万社を超え

割以上が廃業を予定しており、個人事業者に限

る数で推移しています。また、休廃業・解散企

れば、約７割にもなります。廃業の理由として

業の代表者の年齢は60歳以上が増加傾向にあり

は、「当初から自分の代でやめようと思ってい

ます。これらのことから日本経済を支える中小

た」が最も多く、次に「事業に将来性がない」が

企業・小規模事業者の雇用や技術の喪失といっ

続き、「子供に継ぐ意思がない」、「子供がいな

た観点も含め、事業承継の問題がクローズアッ

い」、「適当な後継者が見つからない」といった

プされています。中小企業経営者の高齢化が進

理由を挙げている経営者が多くなっています。

む日本では、事業承継は喫緊の課題となってい
ます。事業承継を進めていくには、どのようなこ

③好業績にもかかわらず廃業

とが課題になるのでしょうか。今回は、事業承

業績が良いにもかかわらず、廃業せざるを得

継の現状と課題や中小企業経営者が取り組むべ

ない企業が多いことも大きな課題となっていま

き準備について詳しく解説していきます。

す。アンケート調査では、廃業を予定している
中小企業の約３割が、「同業他社より良い業績
を上げている」と答えています。また、今後10

２．事業承継の現状と課題

年間の事業の可能性についても、約4割の企業
が「少なくとも現状維持は可能」としています。

中小企業庁が平成28年に作成した資料「事業

好業績の企業が事業承継を選択せず廃業した場

承継に関する現状と課題について」によると、

合は、その企業の雇用や技術、長年培われたノ

事業承継の課題として、以下の内容を挙げてい

ウハウなどが失われる可能性が高いです。

ます。
④過半の企業で事業承継は進んでいない
①中小企業経営者の大量引退期が到来
１つ目は、中小企業経営者の大量引退期が到

中小企業経営者の高齢化が進む中で、過半の
企業で事業承継が進んでいないことも大きな課

来していることです。1995年に中小企業経営

題となっています。アンケート調査では、70代、

者の年齢分布は47歳が最も多かったのが、20

80代の経営者の半数以上が「準備は終わってい

年後の2015年は66歳となっています。中小企

ない」と回答しています。後継者育成など事業

業経営者の平均引退年齢は70歳前後なので、今

承継にかかる準備期間を考慮すれば、経営者が

後は多くの中小企業経営者が引退することが予

60代に達したところから事業承継の準備を始

想されます。

める必要があるでしょう。
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３．事業承継とは

４．事業承継に向けた準備の進め方
特

どのような経営者であっても、まずは事業承

業承継は、どのようなことを行うのでしょうか。

継に向けた準備の必要性・重要性をしっかり

ここからは、事業承継を行ううえで必要な３つ

と認識しなければ、準備に着手することはでき

の構成要素について解説していきます。

ません。事業承継には明確な期限がないことか

集

では、事業を存続させるうえで重要となる事

ら、差し迫った理由、例えば健康上の問題等が
①人（経営）の承継

なければ、日々の多忙さに紛れ、対応を後回し

会社の経営権、つまり経営トップとしての仕

にしてしまうことはやむを得ない側面もあり

事を後継者に引き継ぎます。経営の承継は、「誰

ます。事業承継を円滑に進めるためには、でき

に引き継ぐのか」が最大の焦点です。現経営者

るだけ早く準備に着手し、さらには自社の事業

は、
「後継候補者が経営者としての資質がある

の10年後をも見据えて、着実に行動を重ねて

のか」を充分に見極めたうえで後継者を決定す

いく必要があります。

る必要があります。

ここからは、平成28年に中小企業庁が策定
した「事業承継ガイドライン」から事業承継に

②資産の承継

向けた５つのステップを紹介します。

事業を行うために必要な資産を後継者に引
ステップ①

事業承継に向けた準備の必要性の
認識

有する自社株の引き継ぎ」がポイントとなって
くるでしょう。最低でも50％以上の株式を後

一般的に、事業承継問題は、家族内の問題と

継者が所有していないと、後継者が議決権を有

して捉えられがちであり、気軽に外部に相談

さないことによる経営への弊害が生じてしま

できない経営者も少なくありません。このた

う可能性があります。個人事業主による事業承

め、やっと事業承継の準備に着手し、専門家の

継の場合は、個人が所有する機械設備や不動産

もとを訪れた時には既に手遅れになっていた

などの事業用資産の引き継ぎがポイントとな

という事例も少なからず見受けられます。事

ります。事業承継＝相続税対策と見られがちで

業承継を行うにあたっては、経営や資産の承

すが、相続税対策は事業承継の取り組みの一部

継、事業承継に向けた体制の構築、関係各者か

に過ぎません。

らの理解と協力の獲得など、さまざまな課題
を解決していかなければなりません。そのた

③知的資産の承継

め、後継者教育等の準備に要する期間を考慮

知的資産とは、
「従来の貸借対照表上に記載

し、経営者が概ね60歳に達した頃には事業承

されている資産以外の無形の資産であり、企業

継の準備に取りかかることが望ましく充分な

における競争力の源泉です。人材や技術、ブラン

時間を確保したうえで、取り組みを行う必要

ドや組織力などの目に見えない資産を活用する

があります。

ことが、企業競争力の向上につながります。事業
承継を行うにあたっては、今後の事業成長に必
要な会社の「強み」や「価値の源泉」が何なのか

ステップ②

経 営状況・経営課題などの把握
（見える化）

について現経営者と後継者が共通認識を持った

事業承継は、現経営者と後継者が会社の現状

うえで、それらを効果的に活用した経営を行え

に対して共通認識を持ち、会社の今後の方向性

るように後継者を育成する必要があります。

を明らかにしたうえで経営者の交代を行うこ
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き継ぎます。資産の承継では、「現経営者が所

とを指します。そのために、会社の経営状況や
経営課題、経営資源の存在、事業承継を行うう
えでの課題などを見える化する必要がありま
す。

５．事 業承継でやっておきたい対策
とは？
ここまで事業承継を実施する手順について解
説してきました。しかし、この通りに行うこと

ステップ③ 事
 業承継に向けた経営改善
（磨き上げ）

で全く問題ないかというと、実はそうではあり
ません。事業承継における問題は多様なため、

事業承継は、経営者交代をきっかけとしてさ

すべてを紹介することはできませんが、ここで

らに事業を発展させる絶好の機会ともいえるで

は、事業承継の対策について、代表的な事例を

しょう。会社の将来に希望を持てなければ、後

ご紹介します。

継者の事業を引き継ぐ意欲が減退してしまいか
ねません。そのため、現経営者は経営改善に努
め、より良い状態で後継者に事業を引き継ぐ姿

計画的な取組による事業承継の成功事例
中小企業の創業者である社長Ａ（70歳）は、

勢を持つことが望まれます。現経営者と後継者

３年後に後継者である子Ｂに社長職を譲るこ

との間で経営体制の最適化に取り組むことが必

とを考えていた。会社の業績は堅調に推移して

要です。

いるものの、国際情勢に左右される業界である
ことから、既存事業以外に新たな事業の柱が

ステップ④ 事
 業承継計画の策定
（M&Aの場合はマッチングの実施）

必要であること、また人手不足のため若手人
材の育成も急務であることなどで悩んでいた

事業承継を行うにあたっては、たくさんの課

ところ、商工会議所の経営指導員の訪問により

題を一定の時期までに解決していくことが求め

「事業承継診断」を受けた。この診断をきっか

られるため、計画的に物事を進めなければなり

けにして課題解決のためには事業承継を進め

ません。そのために、「どのようなことを、どの

るための事前準備を行う必要があるとの認識

ような時期に、どのような方法で取り組み、ど

に至った。そして、福岡県事業承継支援ネット

のような結果を実現させるのか」を明らかにし

ワークの「専門家派遣制度」を活用して、社長

た事業承継計画を策定する必要があります。Ｍ

交代や株式譲渡の時期、後継者教育などについ

＆Ａを選択する場合、自力で一連の作業を行う

て、今後数年間をかけて徐々に進めていくため

ことが困難である場合が多いため、専門的なノ

に事業承継計画を策定することとした。

ウハウを有する仲介機関に相談を行う必要が

専門家の支援を得ながら計画を策定する中

あります。公的機関である事業引継ぎ支援セン

で、Ｂは事業承継に対する意識が高かったこ

ターを活用することも考えられます。また、Ｍ

とから福岡県事業承継支援ネットワークの「フ

＆Ａ専門業者や取引金融機関、士業等の専門家

クオカ後継者塾」に参加した。また、今年度か

も存在しており、信頼できる仲介機関を探し出

らスタートした事業承継時の経営者保証を不

すことが重要です。

要とする新たな信用保証制度をコーディネー
ターからの助言により申請したところ、金融

ステップ⑤ 事
 業承継の実行

機関からの融資における経営者保証を解除す

（M&Aの場合はM & A 等の実行）

ることができた。現在ＡとＢは、社長業の引継

目標とした時期に、後継者または社外の引き

ぎを行うと同時に、二人三脚で事業承継計画

継ぎ相手に経営権の移譲や資産の移転などを行

の実行に移っており、業績も順調に推移して

い、新たな体制での経営をスタートさせます。

いる。
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７．おわりに
特

６．事 業承継をサポートする制度を
利用しましょう

事業承継の取り組みで最も重要なことは、で

に、さまざまな支援制度を打ち出しています。

きるだけ早く着手することです。経営者の高齢

集

国が中小企業の事業承継をサポートするため

化が進むと後継者探しが困難になります。さら
① 事業承継補助金
事業承継補助金は、事業承継や Ｍ＆Ａなどを

に、後継者の調整や育成を含めると、最低でも
５～10年は必要だといわれています。

きっかけとした、中小企業の新しいチャレンジ

「何か」があってから始めたのでは、とにかく

を応援する制度です。経営者交代後の新しい取

「引き継ぐことだけ」になってしまいます。円

り組み（経営革新等）の費用の２分の１もしく

滑な調整をしたり、経営を安定させたりする方

は３分の２が補助されます。

向に導いていくことは難しくなるでしょう。時
間に追われてしまっては、さまざまなリスクを

② 事業承継税制
法人の場合、事業承継税制の適用を受けると

抱えた事業承継になってしまうおそれがありま
す。

発行済み株式の３分の２の範囲内で後継者へ

事業承継の課題は、放置したままで解決する

の自社株の80％部分の相続税の納税が猶予さ

ことはまずありません。早期に課題として認識

れます。また、特例承継計画の提出（2018年４

し、対処を先送りしないことが重要です。

月１日～2023年３月31日まで）を行うことで、
特例措置を利用することも可能です。適用期間

〈問い合わせ先〉

の2018年１月１日 ～2027年12月31日 ま で の

福岡県事業承継支援ネットワーク事務局

10年以内については、全発行済み株式を対象と

福岡市博多区博多駅前２丁目９-28

して贈与税、相続税ともに100％の納税猶予を

福岡商工会議所ビル８階

受けることができます。また、2019年４月より

TEL ： 092-409-0022

個人事業者においても事業用資産に係る贈与

ホームページ ： https://f-jigyonw.com/

税・相続税の納税猶予の制度が創設されていま
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す。
③ 金融支援
経営承継円滑化法の認定を受けることで、事
業承継に必要な資金の調達に対する信用保証枠
が拡大します。また、日本政策金融公庫による
後継者が自社株を取得するための資金調達を行
うことも可能です。
また、事業承継に際しては、経営者保証を理
由に後継者候補が承継を拒否するケースが一定
程度あることも指摘されています。2020年４
月１日より経営者保証解除に向けた新しい支援
制度がスタートしました。一定の要件のもと経
営者保証を不要とする新たな信用保証制度を利
用できます。
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