特集

図で見る2021年版
中小企業白書①

中小企業庁から2021年版中小企業白書が発表されました。今回の白書は２部構成で「第１部

令和

２年度（2020年度）の中小企業の動向」
「第２部 ［テーマ別分析］危機を乗り越える力」となってい
ます。
第１部では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた中小企業・小規模事業者の動向に関する
分析に加え、中小企業・小規模事業者の労働生産性、開廃業の状況などについて分析されています。
第２部では、中小企業における財務・収益の状況把握や経営戦略の見直しなどの取組について分析
すると共に、事業継続力の強化や更なる成長・発展のための、デジタル化、事業承継、Ｍ＆Ａなどに関
する取組についても分析されています。
（1）中小企業の財務基盤と感染症の影響を踏まえた経営戦略では、中小企業の財務基盤や収益構造
の変遷や特徴について分析し、それらは業種によって異なることや、財務面に対する意識との
間に関係性があることなどが示されています。また、感染症の影響を小さく抑えられた企業や、
感染症流行下でも回復を遂げている企業の特徴を分析し、事業環境の変化に合わせて、柔軟に
経営戦略の見直しに取り組む重要性が増していることなどが示されています。
（2）事業継続力と競争力を高めるデジタル化では、感染症流行により中小企業のデジタル化に対す
る意識が高まったことや、事業継続力の強化の観点からデジタル化に取り組む企業が一定数存
在することなどが示されています。また、中小企業におけるデジタル化の課題を分析し、デジ
タル化に積極的な組織文化の醸成や経営者の関与、全社的な推進体制の構築、業務プロセスの
見直しに取り組む重要性などを示されています。
（3）事業承継を通じた企業の成長・発展とＭ＆Ａによる経営資源の有効活用では、経営者の高齢化
などを背景に休廃業・解散が近年増加傾向にあること、事業承継により後継者が新たな取組に
チャレンジすることで企業のパフォーマンスが向上することなどが示されています。また、近
年では事業承継策や成長戦略の一つとしてＭ＆Ａのイメージが向上しており、中小企業の課題
やニーズに沿ったＭ＆Ａ支援の重要性が増していることなどが示されています。

本誌では、今月と来月の２回に亘って、白書の概要を掲載します。
なお、中小企業庁のホームページに全文が掲載されておりますので、詳細については下記をご参照
ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/
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【総論①】 新型コロナウイルス感染症流行の中小企業への影響
特

 感染症流行により、多くの中小企業が引き続き厳しい状況にある。

図１

新型コロナウイルス感染症による企業活動への影響

図２

倒産件数の推移

図３

中小企業向け貸出残高の推移

図４

持続化給付金の給付実績

集

 倒産件数は低水準となっており、金融支援の拡大や持続化給付金など概ね各種支援策が功を
奏していると見られるが、感染症の影響に引き続き留意することが必要。

資料：日本銀行「貸出先別貸出金」ほか中小企業庁調べ

資料：中小企業庁調べ

注 ２月時点の実績

【総論②】 感染症流行による事業環境変化への対応
 感染症流行下においても、事業環境の変化に合わせ、新製品の開発や新事業分野への進出な
ど柔軟な対応ができている企業ほど回復が早い。

図１

感染症流行による事業環境変化への対応状況別に見た、
売上高回復企業の割合

自社の強みを軸とした事業の再構築に取り組み、
感染症を含めた事業環境の変化に柔軟に対応する企業
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 株式会社ゲイト（従業員名、資本金万円）は、飲
食店を経営する企業。当初は多店舗展開を戦略としていたが、
年以降、問屋からの仕入値が毎年～％も値上がり
していく中、問屋への支払いを有意義な支払いや投資にできな
いか検討。

注 売上高回復企業とは、感染症流行後、月から月に最も売上高が落ち込んだ企業のうち、月の売
上高が中央値を上回る企業のことを指す。

図２

【事例】株式会社ゲイト（東京都墨田区）

感染症流行下における各種取組の実施状況別に見た、
事業環境変化に対応できている企業の割合

 年、漁船を購入し、自社で漁、加工、運搬を手掛けること
で中間流通費をカット。店舗数は縮小させ、自社で調達した食
材で、食事の場を楽しんでもらう仕掛けづくりに注力し、量から質
へと戦略を転換。
 感染症流行後、宴会需要が戻ることはないと判断し、店舗縮小
の計画を前倒し。独自のサプライチェーンを活用して、ペットフード
の企画開発など、従業員を解雇すること
なく、今できる新たなことに次々と挑戦。

資料： 株 東京商工リサーチ「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」

 「環境の変化はこれまでもあったし、これ
からも劇的に起きる。経営者や企業が
持つ理念やビジョンを頼りに、前進してい
くことが重要。」と五月女社長は語る。

漁に参加する従業員
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 今回の変化を転機と捉え、顧客のニーズや自社の強みに着目し、事業を見直すことも重要。

【総論③】 感染症流行による事業環境変化への対応
 特に感染症流行の影響を受けた対面サービス関連企業においても、事業見直しの動きがある。
【事例】小川タクシー有限会社（千葉県東金市）

【事例】&HUFD 7UDYHO株式会社（京都府京都市）

外出自粛が続く中、
「便利タクシー」で新サービスを提供するタクシー会社

動画配信、オンラインツアーをきっかけに映像制作事業
を始めた企業

 小川タクシー有限会社（従業員４名、資本金万円）は、  &HUFD 7UDYHO株式会社（従業員３名、資本金万円）
-5東金線求名駅近くに拠点を持つタクシー会社。地域住民
は、主に京都旅のコンサルティングを手掛ける企業。女性客を中
や近辺の大学などの教員・学生が主な顧客だが、感染症流行
心に顧客からの信頼を獲得し、欧米を中心としたインバウンド需
による外出自粛や大学の休校などで利用者が大幅に減少。
要も取り込んできた。しかし、感染症流行による外出自粛やイン
バウンド需要の消失により、売上げは激減。
 休業も考えたが、地域に何か貢献できないかと考え、飲食店の
配達ニーズの高まりや買物に困難をきたしている高齢者などの
 旅行に関する仕事が何かできないかと考え、京都の街並みやお
ニーズに着目。飲食店のテイクアウト商品の配達や、薬の受取
店、観光スポットの最新情報などを動画で無料配信し、バスガ
代行など、幅広いニーズに応える「便利タクシー」を開始。
イドによる京都市内オンライン観光ツアーも開催した。
 また、東金商工会議所が実施するテイクアウトの促進イベント
へも参加し、飲食店とのつながりが深まり、飲食店から地域住
民への紹介などで知れ渡り、次第に利用者も増加。
 利用者には高齢者が多く、重い
荷物を運ぶ際などに重宝され、
利用者から好評を得ている。
新たな取組により築きあげた地域
の事業者との関係をいかして次の
事業も模索している。

 これをきっかけに、サービス内容が広く知れ渡り、動画の撮影・制
作を依頼されるようになった。京都への修学旅行が中止となった
学校からは予定していた見学ルートの映像制作を依頼された。
また、シルバー層に向けた動画配信サービスを行っている会社か
らは、バスガイドによる京都文化を伝える映像制作の依頼が
入った。今後は旅のコンサルティング業とともに、動画制作を新し
い事業の柱に据えていく。

｢便利タクシー｣の様子

京都事業者の紹介動画やオンライン観光ツアーの紹介ページ

【①】 中小企業の財務基盤と感染症の影響を踏まえた経営戦略
 中小企業の財務状況は、自己資本比率は高まりつつある一方、損益分岐点比率が高いため
感染症流行のような売上高の急激な変化に弱い。

 感染症流行の影響を踏まえ、まずは自らの財務状況を把握することが必要。財務指標に基づい
た経営分析は、財務基盤を含む経営戦略の基礎となる。
図１

図２

自己資本比率の推移

損益分岐点比率の推移

資料：財務省「法人企業統計調査年報」
資料：財務省「法人企業統計調査年報」

図３

財務指標を計算している企業の各財務指標の水準（年）

資料： 株 東京商工リサーチ「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」
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注 損益分岐点比率：売上高が現在の何％まで減少した場合に赤字に転落するかを示す指標。

【事例】株式会社ミズ・バラエティー（静岡県富士市）
会計・財務を学び高利益率を実現していたことで、
感染症流行下でも落ち着いた事業の見直しができた企業
 株式会社ミズ・バラエティー（従業員名、資本金
万円）は、物流サービス等を展開する企業。リーマ
ン・ショックの際に売上げが激減。根拠のない高い営業ノル
マを社員に課すも、実現はかなわず赤字に転落。
 社長は財務を徹底的に学び、経常利益率や自己資本比
率などの数値を基に目標を設定。
 売上高が３割落ちても赤字に転落しない収益構造に変貌
したため、感染症流行後も赤字転落せず。従業員には減
収予測の中でも経費削減による回復への道筋について財
務指標などを用いて説明している。

【②】 中小企業の財務基盤と感染症の影響を踏まえた経営戦略
特
集

 財務状況も踏まえ、今後どのような経営戦略を立てていくかが重要。特に、ビジョンを明確にした
経営計画を立て、日ごろから事業環境の変化に合わせた見直しを行っていくことが必要。

 また、事業環境が複雑化する中では、自社のみならず外部の経営資源を活用することも重要。
図１

図２

感染症流行前における経営計画の見直し状況別に見た、
同業他社に比べた感染症の影響

感染症流行を契機とした経営計画の見直し状況別
に見た、売上高回復企業の割合

資料： 株 東京商工リサーチ「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」
注 売上高回復企業とは、感染症流行後に売上高が落ち込んだ企業のうち、その後の回復幅が大きい企業のこ
とを指す。

【事例】高崎信用金庫（群馬県高崎市）
「ローカルベンチマーク」を活用し、
取引先企業の経営課題の解決に取り組む金融機関
 高崎信用金庫では、ローカルベンチマーク（ロカベン）を取り入れ
た事業性評価を実施している。非財務情報の「差別化ポイント」
や「選定（される）理由」などを見ることで、取引先企業の強みの
発掘や様々な提案に結びつけている。
 取引先の非財務情報が、ロカベンにより組織内で共通言語化され
たことで、財務情報の理解や経営課題の解決に向けた提案につな
がりやすくなっている。
【事例】株式会社0RQR]XNXUL 9HQWXUHV（京都府京都市）
多彩なネットワークを活用し、ものづくりスタートアップの
試作支援を行う投資ファンドを運営する企業
 株式会社0RQR]XNXUL 9HQWXUHVは、金融機関や大手メーカー
と連携して「0%&試作ファンド」を設立し、ものづくりスタートアップの
資金面・技術面の試作支援を行っている。
 資金調達だけでなく、試作製品に関心をもつパートナー企業（メ
ガバンクからは大企業、地方銀行からは地場の中小企業）の紹
介、大手メーカーによる量産化に向けた開発・生産体制の構築の
支援なども実施。

【③】 中小企業の財務基盤と感染症の影響を踏まえた経営戦略
 中小企業の成長には、海外進出による需要獲得や、環境分野など新たな需要の獲得も重要。

図１

新たに進出を検討している成長分野（年）

資料： 株 東京商工リサーチ「中小企業の付加価値向上に関するアンケート」 年

図２

(&の利用拡大意欲

図３

(&利用企業に占める
越境(&利用企業の割合

資料：日本貿易振興機構「日本企業の海外事業展開に関するアンケート調査」 年月
注 同法人の会員企業及びサービス利用企業を対象とした調査。

【事例】日之出産業株式会社（神奈川県横浜市）
アフリカからの研修生の受け入れを機に、
環境技術の海外展開に取り組む企業
 日之出産業株式会社（従業員名、資本金万
円）は、排水処理設備の設計・施工を行う企業。アフリカ開
発会議への参加を機に、アフリカ人の研修生の受入れを開始。
 研修生に対しては、排水処理技術のレクチャーやディスカッショ
ンを実施。感染症流行下では集合研修に代えてリモート座談
会を実施するなど、取組を継続。
 母国に戻った研修生は現地の同僚や知人に同社を推薦するよ
うに。アフリカ諸国での同社の知名度向上につながっている。

【事例】株式会社ナカザワ（滋賀県湖南市）
進出先各国の感染症拡大の影響を踏まえ、
(&の活用を含んだ戦略の見直しを進める企業
 株式会社ナカザワ（従業員名、資本金万円）は、
日本、ベトナム、中国、カンボジアで時計専門店を展開。海外
出店の際は、国際協力銀行・滋賀銀行の協調融資を活用。
 中国では感染症収束後に業績が回復、広州での新規出店も
計画中。その他の国では感染症流行の影響を踏まえた不採算
店舗の撤廃も検討しているが、海外市場を重視する姿勢は変
わらない。現地出店のほか(&の利用拡大やフランチャイズ展開
など、販売形態を多様化させていく予定。
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 中小企業においても環境分野への進出意欲は高い。また、感染症流行下において海外需要を
獲得するためには(&の利用も有効であり、中小企業においても(&の利用意欲が高まっている。

【①】 事業継続力と競争力を高めるデジタル化
 感染症流行により、中小企業のデジタル化に対する意識が高まった。働き方改革や効率化の取
組に加え、テレワークの推進など事業継続力強化の観点でデジタル化に取り組む企業が多く存在。

 他方、デジタル化推進に向けては、アナログな文化・価値観の定着といった組織的な課題や明確
な目的・目標が定まっていないといった事業方針上の課題がある。
図１

デジタル化に対する優先度の変化 感染症流行前後

図２

デジタル化における事業継続力強化への意識（従業員規模別）

流行前

流行後

図３

デジタル化推進に向けた課題

資料：（株）野村総合研究所「中小企業のデジタル化に関する調査」

【事例】松月産業株式会社（宮城県仙台市）
従業員に寄り添い、デジタル化に向けた意識改革の推進と
サービス品質向上を実現した企業
 松月産業株式会社（従業員名、資本金万円）
は、店舗のビジネスホテルを展開する企業。
 紙文化や対面コミュニケーションを重んじるしきたりの中で、([FHO
の使い方やシステムへの情報登録の方法などを従業員にとって無
理のない習得速度で教育。また、デジタル化への不満や悩みを
聞くことに努め、具体的な解決策を提案し、解消していった。
 全社的な意識改革により、デジタル化のメリットを実感するように
なると、従業員から新たな,7ツールの利活用によるサービス向上
や自動化による業務効率化の要望も出るようになった。

【②】 事業継続力と競争力を高めるデジタル化
 中小企業のデジタル化推進に向けては、デジタル化に積極的に取り組む組織文化の醸成や業務
プロセスの見直しなど、企業自身の組織改革が必要。

 その際には、経営者が積極的に関与することによって、企業全体のデジタル化に向けた方針を示し、
全社的に推進することでより大きな成果を生みだすことができる可能性がある。
図１

デジタル化に対する社内の意識と業績への影響

【事例】協栄プリント技研株式会社（東京都調布市）
独自の,R7システムの構築により、
生産性向上と新規事業の展開につなげた企業
 協栄プリント技研株式会社（従業員名、資本金億円）は、
プレス金型製造や微細加工部品製造を手掛ける企業。

図２

デジタル化の推進体制（労働生産性）

 年に,R7システムの構築を方針として掲げ、 ,2コンバーター
機器の自社開発に成功し、工作機械の稼働状況や稼働実績の
見える化を実現。年には中小製造業向けに,R7システムの
外販を開始し、自社の,R7化を目的とした製品が新たな収益源に。
【事例】宮地電機株式会社（高知県高知市）
(',導入により、発注先社超のデジタル化を実現した企業
 宮地電機株式会社（従業員名、資本金億円）は、電気
工事資材専門商社で、「地域未来牽引企業」の選定企業。
 発注業務の効率化に向け、「中小企業共通(',」を導入。ベン
ダーと連携し、発注先向けの説明会開催やテスト版の送付、丁寧
な相談対応を通じ、(',のメリットを理解して貰えるよう取り組んだ。
発注先に(',をテスト導入し、個別に粘り強く説明をし省力化のメ
リットを理解してもらい、約２年間で(',導入は社に上った。

6

NEWS FUKUOKA 2021.6

