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はじめに
　縁あって、中小企業庁「中小企業の経営資
源集約化等に関する検討会」の委員を拝命し
た。この検討会は中小企業庁が実施する事業
承継支援策「第三者承継支援総合パッケー
ジ」に基づいて2020年に設置され、中小企業
における第三者への事業承継推進に向けた官
民の取り組みについて検討するものである。
事業承継の背景には経営者の高齢化がある。
中小企業庁では従来の事業承継円滑化に加
え、技術や雇用等の経営資源を意欲のある次
世代の経営者に承継・集約するとともに、コ
ロナ禍において「生産性向上という目的でも、
M&Aによって経営資源の集約化等（統合・
再編等）を推し進める重要性が、これまで以
上に高まっている」としている。
　地域の中小企業の財務状況を把握し多様
なネットワークを有する地域金融機関には、
事業承継支援についても社会から寄せられる
期待が大いにあり、これまでも様々な施策を
推進し支援を行ってきた。しかしながらその
実情は、日本の中小企業の体質や金融機関の
体制等の要因から、地域金融機関のもつ力を
最大限に発揮しているとは言い難い。国民の
4人に1人が後期高齢者となる「2025年問題」。
ここには数多くの中小企業の経営者も含まれ
ており、事業承継については迅速で効率的、
かつ地域経済にとって有意な対策が求められ
ているが、地域金融機関の支援状況や現場の
行員・職員の意識にはかなりの温度差が感じ

られる。
　本稿では改めて事業承継とM&Aの現状を
概観したうえで、2021年現在の地域金融機関
の事業承継支援について３つの視点で整理す
る。

1． 事業承継とM&Aの現状
　事業承継とは、経営者が会社の経営を次
世代後継者に引継ぐことで、親族に引継ぐ「親
族内承継」、親族ではない社内の役員や従業
員に引継ぐ「親族外承継」、そして社外の第
三者へ引継ぐ「M&A」が主な選択肢となっ
ている。
　子が親の事業を継ぐ、親族間で引継ぐ等の
親族内承継は、中小企業においてかつては最
もポピュラーな事業承継だった。しかし後継
者確保の困難化等の影響から、近年、親族内
承継の割合は減少し、親族外承継や第三者
へ引継ぐM&Aの割合が増加している1。
　M&Aとは「Mergers（合併）and Acquisitions

（買収）」の略である。売り手企業にとっては
事業承継問題の解決策であるとともに、企業
の存続・発展と社員の成長、そして、創業者
の利潤の確保と個人保証解除のメリットがあ
る。一方、買い手側にとっては、必要な経営
資源を時間をかけずに低リスクで取得できる
という利点があり、M&Aを経営戦略の一つ
として捉え積極的に活用する企業も増えてい
る2。
　帝国データバンクの調査によると、2025年
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までに70歳を超える中小企業・小規模事業者
の経営者は約245万人となり、そのうちの約
半数が後継者未定であるという。廃業という
選択肢は従業員の雇用問題に直結し、また経
営資源の喪失につながっていく。M&A促進
はこうした状況の一つの改善策であり、経営
者の高齢化に伴い、国内M&Aの実施件数も
右肩上がりになっている。「中小企業の経営
資源集約化等に関する検討会」の取りまとめ
資料によれば、中小企業M&A仲介大手3社
および事業引継ぎ支援センターのM&A実施
件数の推移は、2013年に200件余りだったも
のが2020年には約2,000件にのぼっている（図
表１）。さらに非公表のものも含めると、年
間3,000 ～ 4,000件程度の実施があるとされて

いる。しかし、先述の後継者未定の経営者の
数には程遠い数字である。

2．地域金融機関の現状
　一方、地域金融機関も、顧客である中小企
業の事業承継に関する課題解決に対応してい
る。事業承継ガイドラインにある事業承継に
向けた5ステップに合わせて、その具体的な
プロセスを（１）啓発・相談（事業承継に向
けた準備の必要性の認識）、（２）計画策定支
援（経営状況・経営課題等の把握・経営改
善）、（３）事業承継やM&Aの実行の３つに
整理した（図表２）。

図表１　中小Ｍ＆Ａの実施件数の推移

出所：「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会」取りまとめ資料より

図表２　事業承継に向けたステップ

出所：事業承継ガイドライン20頁の図表を一部修正
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（１） 啓発・相談（事業承継に向けた準備の

必要性の認識）

　地域金融機関の顧客である中小企業の規
模においては、事業承継について何をしたら
いいかわからないという経営者は多い。「後
継者がいないがどうすればいいか」「株をど
のように譲っていけばいいか」「後継者はい
るがどう教育すればいいか」等、それぞれの
ケースに寄り添いながら事業承継への道筋を
描いていく。啓発・相談事業としては、個別
相談、事業承継セミナー等が行われている。
個別相談には、窓口を設置するタイプと営業
活動の中で行うタイプがあり、地方銀行での
事業承継に関する相談対応件数は、2012年か
ら2019年までの7年間で４倍に伸び、第二地
方銀行や信用金庫でも相談対応件数は着実
に伸びている。また事業承継セミナーは、事
例をベースに学ぶもの、手続の方法を学ぶも
のや後継者の育成をするもの等多岐にわた
る。
　民間M&A仲介業者では、案件発掘に地方
銀行の営業力を活用している割合が高い。
M&A市場を活性化させるためには、いかに
売り案件を増やしていくか、情報を収集する
かが肝であり、その入口として地域金融機関
の力が必要なのである。逆に地域金融機関に
とっては、専門家を有する民間企業への橋渡

しをすることで、顧客の事業承継を円滑に進
めることができ、それによる手数料収入も見
込まれる。

（２） 計画策定支援（経営状況・経営課題等

の把握・経営改善）

　事業承継は、経営状況や経営課題、経営
資源等を見える化し、現状を正確に把握する
ところから始まる。啓発・相談で必要性を認
識した経営者が計画を策定する。具体的に進
めるため、専門家派遣を行う場合も多い。
2019年より、東京都が「地域金融機関による
事業承継促進事業3」を立ち上げた。これは、
専門家派遣の費用を都が負担するというもの
だ。この制度を利用した信用金庫等による支
援事業件数は初年度から順調に伸びており、
２年間で973件の専門家派遣が行われた。同
制度では専門家派遣と同時に中小企業へのヒ
アリングも実施しており、すでに6,000件近く
のヒアリング結果が得られている。こうした
事業承継の入口につながる中小企業の掘り起
こしを官民連携で取り組むことも、啓発活動
として重要である。

（３） 事業承継やM&Aの実行

　分析・整理をふまえ、事業承継計画や
M&A手続き等に沿って資産の移転や経営権

図表３　地域金融機関での事業承継に関する相談対応件数

出所：「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会」取りまとめ資料より
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の移譲が行われる。ただしここまで進むもの
は、啓発・相談で対応したもののうちごく僅
かである。現状ではM&Aが成立するものは、
いずれの金融機関においても年間数件程度と
いうのが実情である。数を10倍、100倍とし
ていくためには、啓発・相談件数を増やし、
裾野を広げていくことが急務である。また、
計画策定が（2）の段階に進んだ顧客に対す
る継続的なアプローチも必要だ。そのために
地域金融機関は何をすべきか。３つの視点で
まとめた。

３． 地域金融機関が行う事業承継支援の３
つの視点

（１） 支援機関の連携による継続的啓発・相

談事業

　地域金融機関の行う啓発・相談事業4は、
地域金融機関が年間の事業費の中で捻出し
た予算を活用して行っている支援事業であ
る。しかし当然のことながら、事業承継は企
業にとって最も慎重にならざるを得ない課題
であり、また時間もかかるものであるため、
啓発セミナーが即案件につながることは稀で
ある。つまり、金融機関にとっては費用対効
果が低いアプローチであり、予算は縮小され
ていくことも多い。それでも地域の産業を維
持していくことは地域経済の大前提であり、
地域経済の円滑化を使命とする地域金融機
関にとっては、事業承継の啓発・相談事業と
してのセミナー開催は必須業務である。これ
については、自治体等との連携が今後促進さ
れるべきであろう。
　先行事例として、神奈川県平塚市と平塚信
用金庫の連携5が挙げられる。2017年に「平
塚市産業振興計画～アクションプラン～」に
基づき自治体と信用金庫間で包括協定が締
結され、2019年には商工会議所と神奈川県信
用保証協会も連携に加わった。現在、4者で
の包括協定のもと創業支援事業や経営相談、
後継者塾等、予算やフォローについて役割分
担がなされ、様々なアプローチで市内中小企
業の経営支援が行われている。
　また、経済産業省が全国に拠点を構える事

業承継・引継ぎ支援センターと信用金庫の連
携も進み、千葉県や埼玉県では、信用金庫の
顧客企業訪問の際にセンターに登録された専
門家が同行する等、連携による効率化が図ら
れている。
　こうした連携では、支援センターや商工団
体、金融機関等、それぞれに異なるエリアや
力関係をもつ多様な機関の強みが有機的に機
能していなければならない。地域金融機関は
支援先である中小企業の情報を有し、様々な
既存組織の関係も把握している。地域を俯瞰
し、支援機関の立ち位置を理解した上でコー
ディネート能力を発揮し、バランスの良い連
携体を築いていくことができるはずである。

（２）営業店のモチベーションアップ施策

　事業承継およびM&Aについてはすでにた
くさんの事例が蓄積され、仲介業者のホーム
ページ、また、様々な論文や書籍等にその実
績が並んでいる。しかし、地域金融機関の相
談件数は、増加傾向にはあるものの飛躍的な
増加には至っていない。啓発・相談事業にお
いても、たとえば経営者の年齢を60歳以上、
年商1億円以上等に絞り事業承継対策先リス
トを作成している地域金融機関もあるが、現
場の声を聞くと、リストアップが目的化し、
なかなか成果につながっていないようだ6。こ
れは冒頭述べたように、現在の金融機関の体
制に一因があると思われる。複数の信用金庫
にヒアリングすると口を揃えて言う言葉があ
る。それは「実績評価のタイミング」である。
事業承継支援が重要だと思っていない金融マ
ンはいない。しかし率直にいってしまえば、
士気が上がらないのである。成約までに長期
間を要する事業承継は、案件発掘や個別相談
の時点では自らの実績になりにくいため、そ
こを超えてまでやろうとしないということ
だ。プロセス評価としてポイント化し評価し
ている地域金融機関も少なくないが、リスト
アップと同様に事業承継支援自体に意識が向
かわず効果が出ていない。思い切って、事業
承継支援が成就したときに、それまでに関わ
った行員・職員を大きく表彰する制度や、民
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間M&A仲介業者から入る手数料の先払いを
依頼するなどはどうだろうか。一連の流れを
意識させる意味からも有用に機能すると考え
られる。

（３）地銀と信金の連携促進

　地方銀行は売り案件を発掘したときに、買
い手を自己の取引先から発掘しようという意
識が強い（2015田中）。最近になり、業態間
での連携は幾らか進んできているようだが、
次に必要なのは、地方銀行（エリアによって
は都市銀行）と信用金庫・信用組合の、業態
を越えた情報交換である。地域金融機関の支
援対象事業者をみると、地方銀行が1億円以
上の事業者を、信用金庫や信用組合が1億円
未満の小規模事業者を多く支援している（図
表４）。同じ地域の中でも顧客の規模が違う
地域金融機関が、それぞれの領域において事
業承継支援を行っている。業態を越えた金融
機関間での情報交換は、売り手と買い手の関
係の中ではとても有意である。売り手のアド
バイザーである信用金庫にとっては、M&A
の成約は融資取引の消失を意味する。それで
も、従業員や地域経済のことを考えると、地
方銀行の顧客である規模の大きな企業に譲渡
することがベストなケースもあるはずだ。そ
の場合、買い手となる地方銀行が、一定の手

数料を信用金庫に支払うというアイデアはど
うであろうか？ 双方にとってのメリットが明
確化されれば、規模の違う金融機関同士の連
携で、地域の中小企業の事業承継を促進して
いけるのではないか。
　また、ネット上のプラットフォームに
M&Aの売り物件を掲載し、買い手の募集や
交渉等を行う仕組みが普及し、トランビ7や
バトンズ8、ビズリーチ・サクシード9等の
M&Aプラットフォームへの登録者が増加し
ている。地域金融機関でもこうしたツールを
活用するところが多くなってきた。それぞれ
の目的に沿ってツールを最大限に活用しつ
つ、地域内では金融機関同士でリアルな情報
共有を行う。そんな連携がとれることが望ま
しい。

4． おわりに
　事業承継およびM&Aにおいて地域金融機
関の果たすべき役割は、圧倒的な数の種まき
と掘り起こしである。そのための啓発・相談
事業の継続性を担保するには、自治体や他機
関との連携が欠かせない。地域産業の活力を
維持するためには、地域金融機関同士も情報
を提供し合い、事業承継およびM&Aの実績
を急増させていかなければならないのであ
る。

図表４　地銀と信金の支援対象事業者（売り手側）

出所：「中小企業の経営資源集約化等に関する検討会」取りまとめ資料より、筆者一部修正
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　2021年４月、これまで第三者による事業引
継ぎを支援してきた事業引継ぎ支援センター
と、親族内承継を支援してきた事業承継ネッ
トワークが機能統合し、「事業承継・引継ぎ
支援センター」がスタートした。新聞広告等
も積極的に活用しながら事業承継の相談をワ
ンストップで行う。守りは固まってきた。地
域金融機関も連携を強化していくタイミング
がきていると感じる。
　また多くの地域金融機関では、これまでに
述べた様々な取り組みをマニュアル化した
り、データに基づいた業務チェックを行って
いない。これでは事業承継支援が事例づくり
にしかならず、実行を大幅に増やしていくこ
とにはつながらない。特にデータを活用した
業務チェックは、地域金融機関における事業
承継支援の位置づけを変える力があると思わ
れる。今後、これらを研究することで、取り
組みの見える化を行っていくことも重要であ
ると考える。

　

１ 中小企業庁（2016）『事業承継ガイドライン』
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いる（平塚市産業振興課  2021年4月19日インタビュー
より）。

６  2021年4月19日に実施したオンライン交流ラボ「地域
金融機関最新事情」（主催：多摩大学ながしまゼミ）
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