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1． はじめに
（1）事業承継全般における公的支援窓口として

　これまで産業競争力強化法に基づく再生支
援協議会事業としての「事業引継ぎ支援セン
ター」と2018年より補正予算で運営されてい
たプッシュ型事業承継支援高度化事業の「事
業承継ネットワーク」の窓口が、2021年4月1
日に事業引継ぎ支援センターの業務と統合さ
れ、「事業承継・引継ぎ支援センター」とし
て再スタートした。
　これまでは後継者不在企業（M&A相談）
や従業員承継の相談窓口として「事業引継ぎ
支援センター」と親族内承継の相談窓口とし
て運営してきた「事業承継ネットワーク」が

併存していたことにより、相談企業や商工団
体など（金融機関も含む）の支援機関から紛
らわしいとの声が上がっていた。この統合に
より国による事業承継支援の公的支援窓口が
一本化されたことになる。
　それではなぜ、公的機関が事業承継支援と
しての窓口を設置する必要があるのか。その
理由の一つとして示されるのが、廃業件数の
増加である。図表１に示すように倒産件数は
徐々に減少しコロナ禍前までは一定数で留ま
っている。一方で廃業件数は年を追うごとに
増加し、2020年には倒産件数の６倍超の
49,000件を超える廃業が発生している。さら
に驚くべきことに6割の事業者は黒字である

中小・小規模M＆Aに係る公的
支援機関の役割について
上原　久和

（（独）中小企業基盤整備機構　事業承継・再生支援部　事業承継・引継ぎ支援全国本部）

図表１ 我が国における廃業等の状況

（出典：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　取り纏め資料（令和3年4月28日）
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にも関わらず廃業している。事業性が乏しく
なっている赤字企業ならまだしも、事業性の
ある事業者までもが廃業している。これによ
り多くの従業員の雇用が失われているところ
に事業承継問題の重要性と公的支援機関が
支援する必要性があると言える。（図表１）

（2） 事業承継における公的支援機関の必要性

…中小MA（小規模・超小規模MA）への

対応

　親族内承継を中心とする事業承継支援の
みならず、第三者承継（M&A）も含めて公
的支援機関が支援する理由がどこにあるのだ
ろう。これには日本におけるM&A支援機関

の構造を見る必要がある。M&A支援機関（仲
介会社等）は大きく分けると、依頼者（顧客）
がM&A支援機関に支払う手数料水準に応じ
て構造が大きく分かれている。（図表２）
　大手都市銀行や証券会社がフィナンシャ
ル・アドバイザー（FA）として支援するの
は取引金額が最低でも数億円以上になる取引
が中心となる。これはM&A支援機関に対す
る最低手数料が3,000万円以上の取引を主に
対象としているためで、大企業や海外企業と
のM&A（一部は中堅企業）を支援対象とし
ている。
　次のM&A支援者層としては、M&A仲介
会社や地方銀行などが支援者であり、これら

図表３　Ｍ＆Ａ支援機関がターゲットにしている譲渡側の規模（年商ベース）

（出典：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　取り纏め資料（令和3年4月28日）

図表２　小規模Ｍ＆Ａマーケットの現状
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の支援者（M&A業者等）が対象とするのは
取引金額が数千万円～ 1億円程度、最低手数
料が500万円～ 2,000万円程度でも成立する
M&Aを支援している。この支援者層が主な
民間のM&A事業者の中心的な層であり、民
間でビジネスとしてM&A支援が成立するた
めの手数料水準と言える。対象企業の年商で
みれば年商１億円～3億円以上の企業であり、
逆に年商が１億円未満になってくると取引金
額と手数料水準が釣り合わなくなってくるこ
とを意味している。例えば、M&Aの取引金
額が3,000万円であっても、最低手数料が
2,000万円だと1,000万円しか手残りが残らな
い。これだとM&Aで会社を売却できる可能
性があっても廃業を選択した方が手残りが多
い可能性も出てくる。また、取引金額が最低
手数料程度やそれを割り込む取引だとそもそ
も俎上に上がらない。取引金額が必然的に少
額にならざるを得ない中小企業のM&A取引
については、そもそも民間での支援や対応が
困難である。このため公的な支援機関が事業
承継支援の一環として中小M＆A支援を行う
必要性が出てくるのである。（図表３）

2． 事業承継支援施策と事業承継・引継ぎ支
援センターの設立経緯

（1） 事業承継ガイドライン及び経営承継円滑

化法の制定

　そもそも国が事業承継に関して本腰を入れ
る理由としては、全企業数の9割以上でかつ
雇用の7割を占めている中小企業数の減少で
ある。1999年に430万社あった中小企業の数
は事業承継ガイドラインが出た2006年には
366万社と60万社以上減少した。
　このため中小企業庁は2005年に事業承継
の円滑化に係る総合的な検討を行う観点か
ら、士業団体、中小企業関係団体等と協力し
て「事業承継協議会」を設立し、事業承継
に絡む問題点について専門家とともに検討を
開始した。ここでの検討内容は中小企業の円
滑な事業承継のための「事業承継ガイドライ
ン」としてまとめられたが、この中には親族
内承継の支援のみならず、M&Aについての

一般的な流れや留意点についても記載されて
おり、これまでM&Aの知見が少ない中小企
業の経営者にとっても手引きとして活用でき
得るものであった。この他にも会社法や相続
関連法制の観点から事業承継に絡む諸問題
について中間報告が公表された。それを受け
て2008年に経営承継円滑化法を制定し、事業
承継に絡む諸問題に対応すべく贈与税や相
続税の納税猶予等を目的とする事業承継税制
や遺留分に関する民法特例を設けて中小企業
の事業承継を制度面で支援したのである。

（2） 事業引継ぎ支援センターの設置

　しかしながら、これらは親族内承継の支援
を目的とするものであり、後継者不在企業に
ついては対応出来なかった。これを受けて
2011年10月に国の事業として東京・大阪に

「事業引継ぎ支援センター」（現：事業承継・
引継ぎ支援センター）を設立し、公的支援機
関として後継者不在企業に対する本格的な相
談と支援を開始した。なお、これとは別に大
阪商工会議所では1997年から「大商M&A市
場（企業名匿名方式による非公開企業の
M&A市場）」として中小企業のM&A支援を
開始している。
　事業引継ぎ支援センターについては順次各
県に設置を進め、2014年度までに全国16か所、
2015年度までには全国47都道府県全てに設置
した。これにより後継者不在企業の相談や
M&A支援、従業員承継についての公的支援
が全国どこでも受けられる体制になったので
ある。さらに2017年には東京多摩センターを
設置し全国48センター体制での支援体制が確
立した。

（3） プッシュ型事業承継支援高度化事業の開始

　2017年に中小企業庁は都道府県が主導す
る形で中小企業の事業承継を支援する支援
機関（金融機関や商工団体等）の連携体制（事
業承継ネットワーク）を構築するよう各都道
府県に呼びかけた。これは中小企業の喫緊の
課題である事業承継対策を積極的に展開する
ことを目的に開始されたものであり、身近な
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支援機関の連携だけでなく社会全体で事業
承継への機運を高め、加えて事業承継診断を
通じての「気づき」を経営者に届けるもので
あった。もともと事業承継の話題は支援機関
としても神経質な話題であることから、顧客
や会員企業の経営者に対し安易に質問するこ
とが難しかった。また、中小企業者も日々の
事業運営に追われる中で事業承継について考
える余裕がないことも事実であった。2018年
からは「プッシュ型事業承継支援高度化事 
業」を開始し、全国的に事業承継ネットワー
クを展開するとともに親族内承継や事業承継
に絡む経営者保証解除ニーズに関する支援
窓口としての機能を併せ持つようになった。

（図表４）

（4） 産業競争力強化法の改正（令和2年）と

事業承継・引継ぎ支援センターの設置

　2018年以降、事業承継に関する公的支援窓
口は後継者不在やM&Aについては「事業引
継ぎ支援センター」、事業承継診断の実施に
よる掘起しや親族内承継の支援は「事業承継
ネットワーク事務局」が担う体制になった。
一方で事業引継ぎ支援センターとネットワー
ク事務局が別々に設置されていることから、
相談者や支援機関からはどちらに相談すれば
よいのか判り難いとの声や事業承継診断を通
じて掘起しされた相談者が円滑に各支援機関
に繋がれないとの問題が起こるようになって

きた。そこで事業承継相談の公的支援窓口の
ワンストップ化を図る観点から産業競争力強
化法を2020年（令和2年）6月に改正した。こ
れにより事業引継ぎ支援センターにこれまで
支援対象に入っていなかった親族内承継を支
援業務に追加して、プッシュ型高度化事業の
業務を「事業引継ぎ支援センター」の業務の
一部に加えることにした。2021年4月より親
族内承継支援の業務が統合された「事業承
継・引継ぎ支援センター」が設置され、名実
ともに事業承継支援の公的支援窓口のワンス
トップ化が実現したのである。

（5） 中小M&Aガイドラインの制定

　一方で中小・小規模事業者の中にはM&A
を躊躇してしまい、事業承継の選択肢として
の広がりが今一つなのも事実である。そのた
め、中小企業庁は2020年3月に「中小M&A
ガイドライン」を策定して公表した。このガ
イドラインの目的は年々M&A業者が増加す
る一方で中小企業者が適切なM&A業者の選
別や手数料水準、M&Aに関する知見が乏し
いことがM&Aを躊躇する要因と捉え、一般
的なM&Aの進め方や失敗談を含めて示すこ
とでM&Aを進めるための中小企業者の手引
きとして策定されている。さらにM&A業者
などの支援機関に対しては、事業者（相談者）
利益の最大化や専門家との連携を明示し、適
切な業務遂行のための指針としての役割を与

図表４　プッシュ型事業承継支援高度化事業イメージ
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えている。今後はこのガイドラインに沿った
M&A支援が支援者（M&A業者等）側には
求められている。

3． 事業承継・引継ぎ支援センターにおける
支援（第三者承継）

（1） 支援センターの体制と支援内容

　現在、事業承継・引継ぎ支援センター（以
下、支援センター）は全ての都道府県に設置
されており、各支援センターは地域の商工団
体や金融機関との情報交換をベースに事業承
継に関連する悩みを持つ企業や後継者不在
企業の紹介を受けて活動を行っている。（図
表５）
2021年4月からは事業承継ネットワークの運
営も業務の一環に組み込まれたことにより、
事業承継診断を通じて認識された後継者不
在や方向性が未定の中小企業者の相談も積
極的に受け入れる体制となっている。また、
中小企業庁の別の委託事業である再生支援
協議会事業やよろず支援拠点事業とも連携
し、相談者の了解のもとで紹介を行っている。
このように公的な中小企業支援機関が連携す
ることで必要な支援をより強力に相談者へ届
ける体制を構築している。
　支援センターに後継者不在の中小企業者
が相談に訪れた場合、まずは「1次対応」と

して、事業者から具体的な相談を伺う。これ
は相談者がどのような事業をどの程度の規模
で経営し、現在、事業承継のどのような点で
悩んでいるのかについて確認する段階であ
る。これを基に相談者への支援の必要性につ
いての可否やその有効性について判断するこ
とになる。相談内容は事業承継の相談のみな
らず、事業を譲受けたい（買いたい）や既に
具体的な相手先がいるケースなどにも対応し
ている。また、廃業を検討している事業者に
ついても相談に対応し、第三者への譲渡につ
いての可能性の検討も行っている。
　当然ながら、相談者の中にはセカンドオピ
ニオンのように具体的な支援を求めていない
相談者もいるのだが、ここで相談することで
事業承継やM&Aに関する問題点や流れを整
理して今後の方針や事業承継の準備に利用
される相談者も多くいる。この点だけでも支
援センターが存在する意義はあるし、また利
害が無いからこそ、安心して相談できる公的
支援機関の相談窓口として使命を果たすこと
ができるものと考えている。
　後継者不在の相談者が事業の譲受先を探
すなどの具体的な支援を求めている場合、民
間の金融機関やM&A仲介会社（合わせて「登
録機関」）に紹介し、登録機関に相手先を探
してもらう支援（2次対応）とセンター自ら

図表５　事業承継・引継ぎ支援センターの支援フロー
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が買い手企業の登録先から相手先を探索す
る支援（3次対応）の２つの支援方法がある。
企業の規模や株価の状況を鑑みて、取引金
額で十分に手数料を賄える相談企業であれ
ば2次対応を選択するが、手数料が取引金額
に見合わない場合には3次対応として支援す
ることが多い。ただし、近年は手数料水準が
低い金融機関やM&A仲介会社も増えたこと
から徐々に2次対応の比率が上昇している。

（2） 支援センターの実績

　支援センターは2011年（平成23年）の開設
以来、2019年（令和元年）度末時点累計で
48,000社を超える相談者の相談に当たってき
た。2019年（令和元年）度だけでも年間
11,514社の新規相談者に対応し、そのうち譲
渡相談（親族内承継を含む）は6,371社あり、
1,176社の成約を支援してきた。
　そこで支援センターに相談する相談者の実
態について確認してみる。支援センターが対
応した譲渡側相談者の年商をみると、年商1
億円を超える相談者は31％しかない。一方で
年商1億円未満の相談者は譲渡相談全体の
51％を占めており、支援センターの主な相談
者が小規模・超小規模企業であることが判
る。相談内容については、後継者不在などの
第三者承継の相談は65％と大半を占めてお
り、残りは親族内承継や従業員承継の相談で

あった。

（3） NNDB（ノンネームデータベース）によ

る情報提供

　支援センターでは登録された譲渡情報や譲
受情報のマッチングだけではなく、登録され
た情報（ノンネーム）を各支援センターに登
録されている金融機関やM&A業者等（以下、
登録機関）に紹介するデータベースを構築し
ている。これは支援センター内にある譲渡情
報（売り）や譲受情報（買い）だけでマッチ
ングができない場合、登録機関が保有してい
る反対ニーズとマッチングさせることで早期
にマッチングを進めようとする仕組みであ
る。
　現在、全国の各支援センターに登録してい
る登録機関から約700社弱がNNDBに参加し
ており、月に100件を超える問合せが行われ
ている。また、現行のNNDBでは登録機関自
らが譲渡側（売り）のノンネームを掲載出来
るようになっており、地域の登録機関のみな
らず、地域を超えて活発なマッチングが行わ
れている。
　さらに昨年度からは実績のある一部の
M&Aプラットフォーマーとの連携も開始し
ており、M&Aでの事業拡大を目指す譲受側
への情報開示も進めている。このように民間
の登録機関やM&Aプラットフォーマーの支

図表６　引継ぎ支援センターＮＮＤＢと民間プラットフォームとの連携
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援能力と上手く連携し、ある種の情報ハブと
して機能することが公的支援機関としての役
割でもある。（図表６）

4． 後継者人材バンク（小規模企業の支援）
（1） 小規模事業者（個人事業主）M&Aの問

題点

　小規模事業者（主に個人事業主）の年商
規模は従業員の規模にもよるが、1,000万円
～ 2,000万円前後のことが多くM&Aで相手先
を探そうとしても通常のM&Aでは相手先を
探索することは困難と言える。中小M&Aで
買手側の目的の多くは、商圏や取引先の獲得、
従業員の確保などであり、小規模事業者だと
規模的に小さすぎて目的に合わず、また
M&Aを進めるコストとも見合わないのであ
る。また、個人事業主（社長）が一人だけの
ことも多いので、引退されてしまうと事業継
続が出来ないことも多い。このため小規模事
業者の相手先探しは通常のM&Aテーブルに
は乗らないのである。（図表７）

（2） 後継者人材バンクの概要

　そこで支援センターでは、創業希望者を譲

受側として登録する「後継者人材バンク」を
開始している。これは商工団体等で行われて
いる創業塾を受講した創業希望者の中で、後
継者不在の小規模事業者（個人事業主）の
事業資源を譲り受ける形での創業（創業型事
業承継）を希望する場合に支援センターで登
録してマッチングを進めるものである。これ
まで支援センターでは100件を超える後継者
人材バンクによる事業承継の支援を実施して
きた。

（3） 地方自治体や地域おこし協力隊との連携

　小規模事業者がこれまで養ってきたノウハ
ウや顧客、事業資産を有効的に次の世代に繋
いでいくには親族内承継以外では創業希望者
とのマッチングは非常に有効な選択肢であ
る。しかしながら、創業希望者は都市部に集
中する傾向があり、地方では特に県庁所在地
以外での創業希望者が少ない傾向である。こ
のため過疎地域だと後継者不在の個人事業
主とのマッチングは難しい状況である。その
ような状況に対し、総務省の事業で地方自治
体に配置されている「地域おこし協力隊」と
の連携を進めている。任期終了後も配置され

図表７　中小Ｍ＆Ａの類型と検討の視点

（出典：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　取り纏め資料（令和3年4月28日）
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た地域で生活するための糧として創業する元
隊員も多い。このことから創業希望のある地
域おこし協力隊員に対しては、後継者人材バ
ンクへの登録を促しているところである。

5． 最後に
　中小・小規模M&Aにおける公的支援機関
の役割は、中小・小規模事業者が安心して事
業承継について相談でき、早期にM&Aを含
めた事業承継の準備を進めて次世代に事業
を承継させることである。その意味では民間
で対応可能な事業規模の相談者については
民間の支援能力を活用する一方で、民間の支
援（ビジネス）で対応出来ない中小・小規模
事業者については公的支援機関で対応するこ
とが必要となってくる。特に小規模事業者の
経営資源を次世代の意欲ある後継者（創業
者）や譲受希望者に繋げていくことは、地域
の産業や雇用を維持するためには重要であ
り、公的支援機関としての事業承継・引継ぎ
支援センターの重要な役割（使命）となって
いる。
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