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巻頭言

巻頭言

たが、58歳にて永眠した。
　「オーパ！」に欠かせないのが、ふん
だんに使われている写真家・高橋昇氏
の写真だ。その写真があっての「オー
パ！」である。当時高橋氏は20代。開
高氏より20歳弱年下の抜擢ともいえるブ
ラジル・アマゾン釣魚紀行の同行であ
る。開高氏と初めての仕事で緊張したと
思うが、開高氏の文章と同じくらい、い
やそれ以上の生き生きとした道中の活
写、彼の魅力ある写真こそが「オーパ！」
を「オーパ！」ならしめている。本のカ
バーは黒ピラニアのアップで、この本の
トータルイメージを決めた写真だ。この
同行で撮ったフィルムは約700本だった
という。
　開高氏はその後の旅も高橋氏をつれ、
世界11か国を400日以上同行取材してい
る。全面的に信頼できる写真家だった
のだろう。高橋氏40歳の時、開高氏が
亡くなる。その後の開高健記念館の講
演録に高橋氏のこんな言葉が残ってい
る。「先生を失ったとき、正直気持ちの
上では親と師匠、口幅ったく言えば兄弟、
その三人を同時に持っていかれたような
気分になっていました。通夜の晩、遺
体を拝みながら、先生、この先どうやっ
て生きていけばいいんですかって呼びか
けたというか、本当どうやって生きてい
ったらいいのか分からなくなりましたよ」
　開高氏の逝去後、高橋氏は日本の探
求をライフワークと定め、能楽師の
五十六世梅若六郎、歌舞伎役者の九代
目中村福助を長期にわたって撮影した。
彼は生前「“人の中に風景があり、風景
の中に人が居る”、人の中に内在する原
風景をも引き出す人物写真、人の気配
が無い風景の中にも生命体としての人が
存在する風景写真を撮りたい」と話して
いたそうだ。また、著書に「男、が、いた。
開高健」「旅人 開高健」「開高健 夢駆
ける草原」がある。そして2007年9月に
急逝する。驚くことに開高健氏と同じ享
年58歳である。
　写真家・高橋氏は被写体に向き合う
信念を「一瞬がすべて、すべてが一瞬」
と表現したと聞いた。物事の奥深くに潜
んでいる本質を見抜いたような言葉だ。
この言葉は墓標に刻まれているという。

海外へいけない人、
鳥獣虫魚の話の好きな人、
人間や議論に絶望した人、
雨の日の釣師・・・・・
すべて
書斎にいるときの私に
似た人たちのために。
　こんな序文で始まる1978年刊行の開
高健著「オーパ！」。現在のコロナ禍の
状況とも重なる。この「オーパ！」の完
全復刻版が、開高健生誕90周年（2020
年）を記念して、今年2021年1月に出版
された。開高ファンから薦められ、コ
ロナ禍の5月の連休にやっと読み終え
た。
　「オーパ！」は1977年、65日間1600キ
ロにわたるアマゾンを中心とするブラジ
ルの釣りと文化や風俗、文明などが写
真とともに綴られた傑作だ。“何事であ
れ、ブラジル人は驚いたり、感嘆した
りするとき、「オーパ！」という”と添え
られている。
　開高氏は大学を卒業し壽屋（現サン
トリー）宣伝部で広告コピーライターと
して活躍、伝説的広報誌「洋酒天国」
を企画し大ヒットさせる。1957年、26
歳で「パニック」を発表、新人作家とし
て高く評価され、翌1958年「裸の王様」
で第38回芥川賞を受賞し、本格的に
作家として始動した。
　1964年～ 65年には34歳で新聞社の
臨時海外特派員としてベトナム戦争に
従軍、ベトコンに包囲され200名の部
隊中17名しか生き残れなかった凄まじ
い体験、まさに死と向き合い九死に一
生を得た。その経験からか1965年には、
小田実氏、鶴見俊輔氏と共に、べ平連 

（ベトナムに平和を！ 市民連合）結成
の呼びかけ人となっている。
　「輝ける闇」（1968年）「夏の闇」（1972
年）はベトナム戦争を背景にした開高
氏の有名作である。また、釣り紀行を
始め酒や食に関するエッセイも多い。
語彙の豊富さで表現が多彩な描写力、
魅力ある刺激的な文章で、現在も多く
の人を魅了している。“行動する表現者”
として旺盛な探求心で精力的に活躍し

かの事情があって野外へ出られな
い人、何
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　 視　点

新型コロナウイルスの感染が始まってから、1年半

近く経過したが、感染拡大の勢いは一向に収まる気配

が見えない。新型コロナウイルスの感染拡大の影響に

より、2020年度の我が国経済は▲4.6％の大幅な落

ち込みとなった。中でも、中小企業・小規模事業者は

深刻な影響を受けて、事業継続や雇用維持など大きな

課題に直面しており、感染拡大が更に長引けば、廃業

する企業がさらに増加することが懸念される。このた

め、4月28日に、中小企業庁は、経営者の高齢化や新

型コロナウイルス感染症の影響等に対応し、中小企業

の経営資源の散逸を回避するとともに、事業再構築を

含めて生産性の向上等を実現するべく、中小M&Aを推

進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を「中

小M&A推進計画」としてとりまとめ、公表した。（今

月のデータ参照）

寄稿１では、事業承継支援・M&Aと地域金融機関の

果たす役割について取り上げている。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

金融機関は、事業承継支援・M&Aにおいても、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だ。しかし、現実には、①支援

機関の連携による継続的な啓発・相談事業、②営業店

のモチベーションアップ施策、③地銀と信金の連携促

進の面で課題を抱えており、「圧倒的な数の種まきと掘

り起こし」という役割を十分果たせていないと指摘し

ている。今後、筆者の指摘する課題に対する検討が求

められるであろう。

寄稿２では、中小・小規模M&Aに係る公的支援機関

の役割について取り上げている。2021年4月に「事業

引継ぎ支援センター」と「事業承継ネットワーク」の

窓口が統合し、「事業承継・引継ぎ支援センター」とし

て再スタートした。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。本

論では、公的機関が事業承継支援としての窓口を設け

る必要性について、歴史的経緯も含めて詳細に解説し

ている。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ていくこと、特に、民

間の支援（ビジネス）では対応できない小規模事業者

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）

であるという点は、非常に重要な指摘である。

寄稿３では、中小・小規模M&Aにおける民間プラッ

トフォームと中小M&A専門業者の役割と課題について

取り上げている。近年、我が国の中小・小規模M&Aに

おいても、オンラインの「M&Aプラットフォーム」が

急速に普及しているが、その実例の紹介とプラット

フォームに求められる機能について指摘している。加

えて、民間プラットフォームが拡大する現状を踏まえ

た上で、中小M&Aアドバイザーに求められる役割と課

題について指摘している。特に、M&Aの案件増加とそ

れに伴いM&Aアドバイザー業者が増加してきたが、規

制がないがゆえに、不良業者、一定レベル以上の能力

や経験値が不足しているアドバイザーが多く存在して

いることに警鐘を鳴らしている。その解決策の一つと

して、アドバイザーの報酬を現在の「成功報酬」では

なく、「時間単位」にすることを提案している点は注目

に値する。時間単位にすることで、売り手・買い手双

方がアドバイザーに交渉を丸投げするのではなく、自

らも学習することが期待される。また、M&A案件につ

いてのアドバイスを的確に受けるためには、売り手、

買い手も、M&Aアドバイザーも安心して相談できる場

所があることも重要だとの指摘は、今後検討が求めら

れるであろう。

寄稿４では、中小・小規模M&Aにおける労働者保護

について取り上げている。企業再編法制の整備が進み、

多様な手法がみられる中で、中小・小規模企業にとっ

ても、事業の継続・雇用の維持が課題となり、M&Aが

有用な選択肢の一つとなっている現状を踏まえ、①合

併、②事業譲渡、③会社分割、④株式買収の4類型ご

とに企業再編の権利義務の承継方法の違いと労働問題

について整理している。

ぜひ、ご参考にしていただければと思う。

（連合総研主任研究員　岡本直樹）

コロナ禍で進む中小・小規模M&Aに
ついて

〈特集解題〉
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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

事業承継支援・M&Aと
地域金融機関の果たす役割
長島　剛

（多摩大学経営情報学部教授）

―  4  ―
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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

―  5  ―
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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』
２ 日本Ｍ＆ＡセンターＨＰ
３ 東京都HP https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodoha 

ppyo/press/2019/06/27/10.html
４  オンライン交流ラボ「地域金融機関最新事情」にてイ

ンタビュー
５  自治体と信用金庫の担当者間での非公式な勉強会と

いう、ゆるやかなつながりが連携のきっかけとなって
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）
10地域金融機関参加のディスカッションでの意見

７ トランビHP　https://www.tranbi.com/
８ バトンズHP　https://batonz.jp/
９ ビズリーチ・サクシードHP　https://br-succeed.jp/

【参考資料】
・ 中小企業庁（2021）『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
・中小企業庁（(2016）『事業承継ガイドライン』
・ 田中佑児（2015）『地方銀行におけるＭ＆Ａの現状と課題』

銀行実務、株式会社銀行研修社
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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

―  11  ―



DIO 2021, 6

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。

―  17  ―



DIO 2021, 6

寄
稿

特
集

特集  3

コ
ロ
ナ
禍
で
進
む
中
小
・
小
規
模
Ｍ
＆
Ａ
に
つ
い
て

1． 中小・小規模M&Aにおける民間プラッ
トフォームについて

　近年、我が国の中小・小規模M&Aにおいて
も、オンラインの「M&Aプラットフォーム」
が急速に普及している。M&Aプラットフォー
ムの普及により、これまでM&A専門業者（以下、

「M&Aアドバイザー」）しか接触できなかった
中小・小規模M&Aの案件情報に、譲り渡し側、
譲り受け側が直接接触することができるように
なり、M&Aに多額の費用をかけられない小規
模な事業者であっても、廃業以外の選択肢と
して、中小・小規模M&Aを検討することが可
能となった。M&Aプラットフォームはマッチ
ングの場の提供のほか、M&Aの成約事例等の
発信等、インターネットを通じて広く中小
M&Aの重要性等を発信している。

2． 民間プラットフォームの実例紹介
　現在、運営されている３つの民間プラット
フォームについて、具体的な特徴を説明する。

１）トランビ　https://www.tranbi.com/

　トランビは、民間プラットフォームの中で
も、おそらくもっとも小型の案件を扱うこと
が多いプラットフォームであり、実際に個人
も多く利用している。７割程度のユーザーは
いわゆるM&Aアドバイザーを利用せず、売
り手、買い手で直接交渉しているということ
であるため、随時、適切な専門家にアドバイ

スを受けながら利用することが望ましいと考
えられる。

２）　バトンズ　https://batonz.jp/

　バトンズは、M&Aアドバイザリー上場企
業である、株式会社日本M&Aセンター（以下、

「M&Aセンター」）の子会社として発足し、
M&Aセンターでは積極的には扱ってこなか
った、小規模案件のM&Aマッチングサービ
スをインターネット上で展開するために設立
されたものと思われる。徐々にM&Aセンタ
ーの議決権比率が低下し、独自の経営を進め
ている。扱っている案件のサイズはトランビ
と類似する案件が多いが、M&Aセンター発
祥のサービスということもあり、原則として
M&Aアドバイザーをつけた状態での取引を
推奨している点に特徴がある。

３）ビズリーチ・サクシード　
　　https://br-succeed.jp/

　ハイスペック人材紹介ビジネスを展開する
ビズリーチ（https://www.bizreach.jp/）か 
ら派生した、M&Aプラットフォームであり、
M&Aの案件をサイト上に公開していない。
M&A案件情報を入手するためには、事前に
審査を受ける必要があり、ビズリーチ・サク
シードが審査をした買い手のみが本サービス
を利用できる。また売り案件については、

中小・小規模M&Aにおける民間プラット
フォームと中小M&A専門業者の役割と
課題について
大原　達朗

（（一財）日本M&Aアドバイザー協会代表理事/会長、ビジネス・ブレークスルー大学教授）
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M&A専門業者が保有する案件が登録され
る。このことにより、専門的知識が欠如して
いたり、バックグラウンドがはっきりしない
売り手、買い手が参加しづらい仕組を提供し
ている。結果として、トランビやバトンズよ
りは比較的サイズの大きい、数千万円以上で
売買が期待できる案件の取り扱いが中心とな
っている。

３． M&Aに必要な機能とプレーヤーについて

　まず、上記の表にまとめたM&Aアドバイ
ザーに求められる機能を順番に説明してお
く。

１）マッチング
　マッチングとは、売り手と買い手を探し、
お互いに相思相愛の相手を見つけ、引き合わ
せることである。M&Aアドバイザーに求め
られる重要な役割の１つである。
２）アドバイス
　もちろん、マッチングができればM&Aが
完了するわけではない。売り手、買い手には
それぞれ思惑があり、利害相反してしまうこ
ともたくさんある。売買金額、表明保証の内
容、契約違反があった場合の損害賠償請求
ができる期間、競業避止義務など、あげれば
キリがない。また、スキームについても同様
に専門的アドバイスが重要である。たとえば、
一般的なM&Aの手法として捉えられている
株式譲渡は、売買前の権利義務を包括承継
できるというメリットはあるが、簿外債務を
引き継ぐリスクがある。簿外債務を引き継が
ないためには、事業譲渡を採用することが考
えられるが、これにもデメリットがある、と
いう具合である。

３）交渉
　M&Aの交渉は、売り手、買い手が直接行
っても基本的には問題はない。しかし、以下
の場合には注意が必要である。

（ア） M&Aに関する予備知識や経験がない
状態の場合には、交渉の論点設定す
らままならない。

（イ） 金額の交渉や、リスクをどのように
分担するか、というような利害が明
らかに相反する条件の交渉を当事者
のみで実施すると、感情面が表に出
すぎてしまい、交渉決裂（M&A取引
においては「ブレークする」と言う）
の可能性がある。

　上記を含めた、明らかに当事者が直接交渉
をするデメリットが存在しない場合には、当
事者が直接交渉、意見交換をすることは差し
支えがない。
４）買収資金調達
　M&Aの業務の発端は投資銀行にある。投
資銀行は、売り手、買い手のマッチング機能
に加え、買い手の資金調達の提案を自らの業
務に含めていたことが多かった。それがゆえ
に、いまだにFA（Financial Advisor）と呼
ばれることも多い。しかし、特に中堅企業以
下のサイズの案件を扱うアドバイザーで、買
収資金調達にかかる提案を含めていることは
稀である。
５）手続
　事業の売買をする際の手続に瑕疵がある
と、取引自体が無効になる可能性もあり、特
に注意が必要である。最低限、売買契約書お
よび取締役会や株主総会での決議など会社
法で要請される手続については、弁護士のチ
ェックをいれる必要があり、また税務的な問
題がないかを税理士にチェックを入れてもら
う必要がある。

4． M&Aプラットフォームに求められる機能
　上記の機能を前提に、M&Aに関係するプ
レーヤーがどのような機能を果たすべきかを
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表にまとめておいたので、参考にしていただ
きたい。このような中、プラットフォームに
期待される役割は、マッチング機能である。
表を見るとなんとも頼りないような印象もあ
るが、規模の大小を問わず、企業買収に実際
に取り組んでみると実感するのが、本気で交
渉してもよいと思える相手と巡り会えること
の大変さである。レコフデータの発行する
MARR(マール)によると、2020年においても、
年間4,000件弱の案件しかM&Aが成立してい
ない。しかも、そのうちのおよそ半分は、支
配権の移動を伴っていない資本提携であり、
一般の方が、M&A、もしくは買収であると
認識するであろう、支配権の移動を伴う取引
は年間2,000件程度しか成立していない。
　日本の事業者数が、400万弱であること、
また年間2,000件の件数には、統計には出て
こない非公表案件が含まれていないことを勘
案しても、それほど簡単に希望する案件に巡
り会えないことは容易に想像がつくはずであ
る。だからこそ、M&Aアドバイザリー企業
の業績が好調であり、平均年収も驚くほど高
いわけである。ビジネスの提供者側からすれ
ば、何の問題もない。
　一方で、買い手の立場からこのことを冷静
に考えておこう。良質な案件が希少価値があ
ることは確かで、それだけ希少性の高い情報、
案件情報を提供することに付加価値があるこ
とは事実である。しかし、それらのコストに
加え、希少性の高い案件であれば売買金額自
体が高額になることも多い。それだけの投資
をして、投資対効果が十分に得られるのか、
冷静に判断をすることが求められる。M&A
アドバイザーの業務は売買を成立させること
だが、買い手は買収後からが本当の勝負であ
る。投資を回収し、投資を補ってあまりある
利益や便益を得ることのできる期待値がなけ
れば、買収そのものを考え直すことも必要で
あるし、本格的に買収検討をする前に、グラ
ンドデザインをしておく必要がある。これは
M&Aアドバイザーに求められる業務でもあ
る。
　それだけコストのかかるマッチング機能を

提供するM&Aプラットフォームは画期的で
あることは間違いない。ただし、2020年3月
現在で売り案件として登録されている数は、
トランビ約2,200件、バトンズ3,700件である。
当然すべての案件が売買成立するはずもな
く、すでに取扱い終了となっている案件も含
まれており、実際に売買がされるのは一部で
あるが、10年前とは比較にならないくらいの
売り案件に巡り会えるチャンスが広がってき
たことは事実である。今後、さらに案件数は
増えていくことが期待されるので、これまで、
小規模事業者が特に難しかった売り案件への
アクセスのチャンスは飛躍的に増えてきても
おかしくない。

5． 中小M&Aアドバイザーの役割と課題に
ついて

　こうした環境の中で中小M&Aアドバイザ
ーに求められる役割について整理しておきた
い。プラットフォームに求められる機能は、
マッチング機能であると述べた。逆にいうと、
それ以外の以下の機能はプラットフォームで
は十分な提供は期待できない。

１）アドバイス（ビジネスDD含む）
２）交渉
３）買収資金調達
４）手続

　先の表では、これらの業務をM&Aアドバ
イザーないしFAが実施することになってい
る。これまでもM&AアドバイザーないしFA
は、M&Aの実現にとって重要な役割を果た
してきた。彼らがマッチング・交渉等につい
て支援を行うことで数多くのM&Aが成立し
てきた。その一方で、M&Aアドバイザーに
ついては、許可制・免許制は採用されておら
ず、業界全体における一般的な法規制も存在
していないことから、2020年3月に策定され
た「中小M&Aガイドライン」において、透
明性・公正性の確保の観点から、M&Aアド
バイザーの行動指針が盛り込まれたところで
ある。
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　この背景には、M&Aの案件増加とそれに
伴いM&Aアドバイザー業者が増加してきた
ことが背景にある。そのなかには不良業者も
多く、規制がないゆえに成長力のある業界に
なりえたが、不良業者、一定レベル以上の能
力や経験値が不足しているアドバイザーが多
く存在していることに、国が危機感を持って
いることを表している。
　このような状況を鑑みた場合、少しでも報
酬の安いM&Aアドバイザーを探してやって
もらおう、というスタンスでは、まさに不良
業者にあたってしまうことにもなりかねな
い。一方で十分な経験値、実績を持つM&A
アドバイザーが、報酬が期待できない小規模
案件にコミットしていけるかというと、これ
には経済合理性がなく、現実的ではない。
　なかなか厳しい環境にある中小・小規模
M&A案件ではあるが、対応方法はそれほど
難しいことではない。簡単にいうと、自分た
ちでやれることをやろう、ということである。
専門家に丸投げをしていてはコストを下げる
ことは難しい。彼らもビジネスでやっている
わけなので当然である。一方で、買収金額お
よびアドバイザリー報酬で、投資案件として
は成立しないほどの負担をしなければならな
いケースも散見され、特に小規模案件では、
顕著な状態である。アドバイザーを使うのが
適切な場合でも、客観的な意見を自身で持つ、
あるいはセカンドオピニオンを持つことは基
本的かつ重要なことである。
　それでは、売り手、買い手が自身で身につ
けるべきことはどんなことだろうか。大きな
項目ではあるが以下に列挙した。

１）M&A全体の流れ
２） いくらで売るのか、買うのか。交渉相手

にそれを理解してもらうためにどうすべ
きか

３）交渉では何を決めるべきなのか
４） 契約書、税金計算など専門家に必ず頼る

べき内容はどのような項目か

　これらの項目は１冊の専門書をしっかりと

読み込めばかなりの部分を理解できるはずで
ある。それに加え、本稿でもとりあげた中小
M&Aガイドラインを読み込めばなお良い。
そうはいっても前提知識がまったくない状態
で理解が難しければ、各社の提供する有料講
座を受講し、理解を深める手もある。本１冊
であればせいぜい数千円、有料講座は提供す
る企業によって異なるが、高くても30万円程
度である。
　仮に30万円の投資だとした場合、たしかに
安くはない。しかし小規模案件とはいえ、一
般的にアドバイザーの報酬は150万円程度の
ケースが多い。これ以下の価格提示をする
M&Aアドバイザーも存在するだろうが、完
全成功報酬100万円程度で業務を受けていて
は、おそらくそのアドバイザーは生活できな
い。ビジネスとしてなりたつ金額ではないの
である。安かろう、悪かろうを掴むくらいで
あれば、30万円程度の投資をし、自ら十分な
理論武装をすべきでないかと思う。その程度
の時間やコストを惜しんでいて、人のビジネ
スを買って、運営しつづける、あるいは自分
のビジネスを好条件で第三者に引き取っても
らう、という相当難しい芸当ができるとは思
えない。
　ここからが本題になるが、売り手、買い手
が十分に準備をした状態で、M&Aアドバイ
ザーに求められる役割であるが、先に説明を
した以下の項目が中心となる。

１）アドバイス（ビジネスDD含む）
２）交渉
３）買収資金調達
４）手続

　ただし、売り手、買い手が一定以上の
M&Aにかかるスキルを持っていることが前
提なので、すべてアドバイスが中心となるこ
とになる。
　たとえば交渉も基本的には売り手、買い手
が直接行うことが前提である。そこで決めて
おくべき内容、順序、条件があわない場合の
妥結策の提示などである。買収資金の調達に
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ついても同様、金融機関への交渉は買い手が
自ら実施することが前提となる。自分がなぜ
買収し、いくらの価値をつけたのか。そして、
金を借りたら、それをどうやって返すのか、
自分の言葉で説明できないようでは、金融機
関からの借り入れは難しいであろうし、やる
べきではない。
　また、手続にかかる部分で、先にも述べた
とおり、契約書のレビューは弁護士にこれは
別途コストを買い手に負担してもらって最終
チェックを受けるべきである。そのコストを
下げるためには、十分な検討と法律知識をベ
ースに契約案を作成し、弁護士に説明、フィ
ードバックを受けるという作業が必要にな
る。弁護士はクライアントの利益を最優先に
考えるので、そこで交渉相手との条件が合わ
ないというケースもある。その場合の折衷案
の提示、また弁護士の指摘事項が売り手、買
い手に伝わりづらい場合の通訳のような業務
も必須になるだろう。
　このようにテキストで書くのは簡単だが、
実際にやってみるとそう簡単ではない。
M&Aに限らず、実際の現場では教科書どお
りに物事が進まないことが大半であり、そん
な状況の中で役立つアドバイスができるアド
バイザーの数も十分ではないのが現状であ
る。
　この環境の中で上記を実践をするとすれ
ば、アドバイザーの報酬は成功報酬ではなく、
時間単価とすべきである。例えば１時間2万
円などと設定をすることになる。そのことに
より、依頼者は定められた時間のなかで目一
杯アドバイスを求めるというインセンティブ
になりうる。M&Aアドバイザーはその期待
に応えることができれば、これまでの何倍の
案件数をこなすことができるようになり、
M&Aアドバイザーの数が足りず、経験値や
能力の高いM&Aアドバイザーが小規模案件
を扱っても採算が合うようになる機会となり
うるだろう。
　その一方で、教科書どおりに進まない
M&A案件についてのアドバイスを的確に受
けるためには、売り手、買い手も、M&Aア

ドバイザーも安心して相談出来る場所を持っ
ていることが必要だと考えられる。今後、同
業者団体などがそうした場を作っていくこと
も当然ありうるだろうし、筆者の運営する一
般財団法人日本M&Aアドバイザー協会では、
そうした意見交換の場を月２回開催している
ので、必要に応じて利用してほしい。
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１.  はじめに
　日本の企業は、企業統治及び経営戦略上、
企業再編を重要視するようになり、企業再
編（Ｍ＆Ａ）件数は高い水準にある。企業
再編法制の整備が進み、多様な手法がみら
れ、手法選択は重要なポイントである。中
小・小規模企業にとっても、事業の継続・
雇用の維持が課題となったとき、企業再編

（Ｍ＆Ａ）は有用な選択肢の一つとなってい
る。
　企業再編（Ｍ＆Ａ）の手法はさまざまあ
るが、基本は、合併・事業譲渡・会社分割・

株式買収の4つの類型である。企業再編によ
る権利義務（資産、債権・債務、雇用(労働)
契約を含む契約、許認可等）の承継の方法は、
類型ごとに異なる。権利義務の承継方法は、
表１の通りである。合併は「包括承継」、事
業譲渡は「特定承継」、会社分割は「部分的
包括承継」、株式買収は「単なる経営者の交
代」である。この権利義務の承継方法の違
いにより、企業再編過程で生起する労働問
題、例えば、「解雇・雇止めの雇用問題」・「労
働条件の調整・切下げ」・「労働組合との関
係」等の現れ方が異なってくる。

徳住　堅治
（弁護士）

中小・小規模Ｍ＆Ａに
おける労働者保護

表１　企業再編の権利義務の承継方法の違いと労働問題
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　従って、企業再編の類型ごとの権利義務
の承継方法や手続を理解し、異なる現れ方
をする労働問題に類型ごとに対処すること
が肝心である。

２.  合併
（１）包括承継と雇用問題
　合併とは、２つ以上の会社が契約により１
つの会社になること。合併には、吸収合併
と新設合併がある。【吸収合併】は合併によ
り消滅する会社（消滅会社）の権利義務の
全部を存続会社に（会社法２条27号。手続
は同749条以下）、【新設合併】は消滅会社の
権利義務の全部を設立会社に承継させるも
の（同２条28号。手続は同753条以下）である。
手続の簡便さや登録免許制の節減等の理由
から、新設合併より吸収合併の選択が多い。
存続会社等は、消滅会社のすべての資産・
負債、権利義務を包括承継する（会社法752
条１項、754条１項）。その結果、労働者の
承諾の有無に関わらず、労働契約は同一の
労働条件で存続会社等に承継され、雇用を
めぐる問題は生じない。「事業譲渡又は合併
を行うに当たって会社等が留意すべき事項
に関する指針」（平成28年厚労省告示第318
号。以下「事業譲渡等指針」）も、「合併に
おける権利義務の承継の性質は、いわゆる
包括承継で・・労働者の労働契約は、・・設
立される会社等に包括的に承継され・・労
働条件についても、そのまま維持される」と
している。

（２）包括承継と労働条件の調整・切下げ
　合併では、従前の会社における労働条件

（退職金・年金を含む。）も労働協約もそのま
ま存続会社等に承継され、合併後の存続会
社等では異なる労働条件・労働協約が併存
する事態が起こる。異なる労働条件の併存
状態を解消するため、一定の時間をかけ労
働条件を調整する。合併前に労働条件を調
整する方法もある。最初に調整するのは、業
務遂行上、労働時間・休日・休暇であるが、
調整がつかないと異なる労働時間制が併存
し、その下で労働者は勤務することになる。
影響の少ない福利厚生や出張手当等の調整
から、労働契約の重要要素である賃金・賞
与・退職金・年金・定年制等の調整を順次
行う。調整の方法は、①全て高い条件に合

わせる、②トータルとして不利益にならない
ように調整する、③全て低い条件に合わせ
る、の３つが考えられる。一般には、②の方
法の選択が多い。③の場合は、合併を機に
労働者に一方的に不利益を課し変更の合理
性が否定される可能性が残る。労働条件だ
けでなくＣＰシステムや決済システムの統合
の面でも労働者の職業生活に与える影響は
大きい。

3.  事業譲渡
（１）事業譲渡の法的性質とその手続
　事業譲渡とは、事業（営業）を取引行為（特
定承継）として他に譲渡する行為である。
事業とは、「一定の事業目的のために組織化
され、有機的一体として機能する財産（得
意先関係等の経済的価値のある事実関係を
含む。）」（最判昭40.9.22民集19巻６号）である。
事業譲渡は、不動産や機械等の単なる事業
用財産の譲渡とは区別される。
　事業譲渡は、株主総会の特別決議（３分
の２以上の賛成）による承認が必要である

（会社法309条２項11号。簡易事業譲渡につ
いては同法468条２項）。反対株主には、株
式買取請求権がある（同法469条以下）。譲
受会社が商号を続用する場合には、譲受会
社にその事業で生じた債務の支払義務等の
責任がある（商法17条～ 18条、会社法22条）。
詐害行為事業譲渡の場合、債権者は譲受会
社に債務履行を求めることができる（同法23
条の2）。また、各法的倒産下の事業譲渡（破
産法78条4項・民事再生法・会社更生法）に
は、過半数労働組合等の意見聴取を踏まえ、
裁判所が許可する制度がある。

（２）特定承継と雇用問題
　事業譲渡は特定承継であり、譲渡対象の
労働者（労働契約）を譲渡会社と譲受会社が
個別に特定し、対象となる労働者の個別同意

（民法625条）が必要である。労働者が雇用承
継（転籍）を拒否すると、雇用承継は否定さ
れる（「本位田建築事務所事件」東京地判平
9.1.31労判712号17頁）。前掲「事業譲渡等指針」
は、「事業譲渡は・・特定承継であるため、・・
労働契約を、譲受会社に承継させる場合に
は、承継予定労働者から、個別の承諾を得
る必要がある」、「譲渡会社は、承継予定労
働者から・・真意による承諾を得られるよ
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う、事業譲渡の全体の状況、譲受会社等の
概要・労働条件（業務の内容・就業場所等）
を十分に説明し、協議を行うこと」としてい
る。
　逆に、譲渡会社と譲受会社との対象労働
者の合意から排除された労働者が譲受会社
に雇用承継を求めても、原則認められない。
認められた例として、排除を不当労働行為
とした「青山会事件」東京高判（平14.2.27労
判824号17頁）、賃金切下げ認諾を条件とす
ることが公序良俗（民法90条）違反とし雇
用承継を認めた「勝英自動車学校事件」東
京高判（平17.5.31労判898号16頁）等がある。
なお、偽装解散・事業譲渡にともなう組合
役員・組合員の排除については、「実質的経
営主体同一説」（「日新工機事件」奈良地決
平11.1.11労判753号15頁）、「法人格否認の法
理」（「新関西通信システムズ事件」大阪地
決平6.8.5労判668号48頁、「第一交通産業ほ
か（佐野第一交通）事件」大阪高判平19. 
10.25労判975号50頁）、「労組法７条の使用者
概念の拡大」等の法理で、雇用承継が認め
られている。

（３）特定承継と労働条件の承継の仕方
　事業譲渡の具体的な労働条件（労働時間、
賃金等）は、譲渡会社での労働条件がその
まま承継されず、事業譲渡契約の合意内容、
譲受人と労働者との合意により決定され、こ
れらの合意がない場合は譲受会社の労働条
件が適用されることになる。「エーシーニー
ルセン・コーポレーション事件」東京地判（平
16.3.31労判873号33頁）は、譲渡会社の労働
条件の適用を否定し、譲受会社で導入され
た新人事制度の成果主義による降級を有効
とした。「広島第一交通事件」広島地決（平
10.5.22労判751号79頁）は、事業譲渡直後に
なされた平均約４割減の新賃金体系への変
更を無効とし、旧賃金体系に基づく賃金請
求を容認した。

４.  会社分割
（１）会社分割とは
　会社分割とは、分割会社が、その事業の
権利義務の全部または一部を、承継会社・
設立会社（以下「承継会社等」）に承継させ
る行為である。吸収分割（会社法２条29号、
757条～ 761条、782条～ 802条）は、分割会

社の権利義務を既存の承継会社に、新設分
割（同法２条30号、762条～ 766条、803条～
816条）は、設立会社に承継させるものであ
る。事業の権利義務のどの部分が承継され
るかは、分割契約・分割計画（以下「分割
契約等」）の定めによる。分割契約等に定め
られた事業の権利義務がそのまま承継会社
等に承継されることから、会社分割の法的
性質は部分的包括承継といわれている。取
引行為である事業譲渡と異なり、会社分割
は組織法上の行為であり、組織の“細胞分裂”
である。

（２）泥船分割・濫用的会社分割
　会社分割は、優良部門の分離独立、不採
算部門の切り離し、他社の同一の事業部門
との統合等、企業の選択と集中、純粋持株
会社への移行に活用される。現実には、泥
船分割（不採算部門を分割し労働者を一緒
に沈める方法）、濫用的会社分割（優良部門・
資産を分割して“債務逃れ”を図る方法）
が横行している（安田大二郎「会社の再編
をめぐる裁判例と問題点」判タ1394号77頁）。
濫用的会社分割の場合、裁判所は、①「法
人格否認の法理」（福岡地判平23.2.17判タ
1349号177頁）、②「商号続用者の責任（会
社法22条1項の類推適用）」（最判平20.6.10判
タ1275号83頁）、③「詐害行為取消権（民法
424条）」（最判平24.10.12判タ1388号109頁）、
④破産管財人が会社分割に否認権行使（東
京高判平24.6.20判タ1388号366頁）の法理を
用いて対応している。濫用的会社分割が多
発した結果、平成26年会社法改正で、濫用
的会社分割について承継会社等に対する債
務履行請求規定が設けられた（会社法759条
4項、761条4項、764条4項、766条4項）。

（３） 労働契約承継法による労働者保護（雇
用・労働条件）

　会社分割では、労働契約承継法により労
働者保護が図られている。労働契約の承継
は、「承継事業主従事かそれ以外かの区別」、

「異議申出権の有無」で表２のとおり処理さ
れる。
　会社分割では、労働条件・労働協約につ
いては、承継会社等にそのまま承継される。

「阪神バス事件」神戸地尼崎支判（平26.4.22
労判1096号44頁）は、従前排便障害等のた
めに勤務配慮をされてきた身体障害者につ
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いて、会社分割の際に、分割会社と承継会
社間等で勤務配慮をしないと合意した転籍
処理事案で、勤務配慮しないとの条項は公
序良俗に反し無効とし、会社分割後も勤務
配慮が認められるとした。

（４） 会社分割手続における労働者・労働組
合の関与

　労働契約承継法等では、労働者・労働組
合の会社分割手続への関与について、表３
のとおり、①７条協議、②５条協議、③労働

表２　労働者の主従区分と異議申出権の有無の違いによる労働契約承継

表 3　４段階の労働者 ･ 労働組合の関与手続

者・労働組合への通知、④労働者の異議権
と４段階の定めがある。
　「日本アイ・ビー・エム事件」最判（平
22.7.12労判1010号5頁）は、労働者と分割会
社との間で５条協議が行われなかった場合、
又は、協議での説明や協議の内容が著しく
不十分な場合には、労働者は承継の効力を
争うことができるとした。「エイボン・プロ
ダクツ事件」東京地判（平29.3.28労判1164号
71頁）は、個別の話合いではリストラや労働
組合からの脱退を迫ったに過ぎず5条協議に
値しないとして、分割会社への地位確認を
認めた。
　承継法指針（最終改正平28年厚労告429号）
は、労働者の異動について承継方式ではな
く、転籍形式又は出向形式で異動させる場
合、「労働契約承継法2条1項及び2項の通知
並びに商法等改正法附則第5条で義務付けら
れた協議等の手続は省略できない」として
いる。さらに、転籍方式については、「分割
契約等に承継会社等が当該労働者の労働契
約を承継する旨の定めがある場合には、分
割会社との間で締結している労働契約は、

分割会社から承継会社等に包括的に承継さ
れるため、その内容である労働条件はその
まま維持されること及び当該労働者の労働
契約を承継する旨の定めがない場合には、
法第4条第1項の異議の申出をすることがで
きることを当該労働者に対し説明すべきこ
と。」等としている。

５.  株式買収
（１）株式買収の手段
　株式買収の手段としては、ａ相対取引、ｂ
市場買付、ｃ（敵対的・友好的）TOB（公
開買付）、ｄ株式交換・株式移転、ｅ第三者
割当増資、ｆMBO（マネジメント・バイア
ウト＝経営陣による買収）、ｇEBO（エンプ
ロイー・バイアウト＝従業員による買収）等
多様である。2006年村上世彰代表率いる「村
上ファンド」（MAC）が、阪神電鉄株約47％
の株式を取得し株主提案で取締役の過半数
の選任を求めたが、阪神電鉄労働組合の反
対等があり実現しなかった。コロワイドが大
戸屋に対して敵対的TOBを掛けた際、従業
員代表が反対意見を表明したがTOBが成立
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した。MBO・EBOの活用により、労働者の
雇用を確保した事例もある。例えば、大手
メーカーが子会社（百数十名規模）を解散・
解雇しようとした際、工場長がMBOにより
会社資産や取引先等を廉価で引継ぎ独立し、
ほとんどの労働者を引継ぎ雇用が確保され
た。教育産業の会社が上場企業のメーカー
を買収し企業目的を教育事業に変更した際、
従業員がEBOにより製造部分を譲受・独立
し雇用が確保された。こうした活用方法は、
中小企業の労働組合でも活用できる。

（２）株式買収をめぐる労使問題
　株主買収による経営者の交代の場合、雇
用関係の変化はないはずであるが、新経営
者による整理解雇・雇止め、労働条件の不
利益変更等のリストラが実行されることが
多い。労働者・労働組合は、整理解雇の法
理（整理解雇の4要件・要素）、労働条件の
不利益変更の法理（労働契約法7 ～ 10条）
に基づき対応することになる。また、新経営
者が、「組合の解散の慫慂」、「組合からの脱
退の慫慂」、「上部団体からの脱退・変更等
の慫慂」、「ユニオンショップ協定や労働協
約の破棄」等の動きをとることがある。いず
れも不当労働行為であり法律で禁止されて
いる（労働組合法７条）。「セコニック事件」
東京都労委平29.5.9命令は、組合が受入れら
れない条件に固執し労働協約を失効させた
ことが不当労働行為だとして、新たな合意が
成立するまで労働協約失効以前と同様の取
扱いをすること等を命じた。

６. 企業再編の手段選択の判断要素
（１）判断要素
　相手先企業（バイサイド）は、企業再編
の対象企業について徹底的なデューデリジ
ェンス（DD）を行った上で、①租税負担の
軽重、②許認可手続の必要性の有無、③労
働問題の処理等の判断要素を総合して企業
組織再編の手法を選択する。ＤＤでは、労
基法違反等の法違反の有無、未払残業代の
有無・その金額、解雇紛争の有無等、対象
企業のコンプライアンスも徹底的に精査さ
れ、これらがＭ＆Ａの中止要因（ディールブ
レイカー）になることもある（東京弁護士会
労働法制特別委員会編著「Ｍ＆Ａにおける
労働法務ＤＤのポイント」商事法務参照）。

企業組織再編の手段選択に最重要の判断要
素となるのは、セルサイド・バイサイドにと
っての租税負担（不動産の所有権移転登記
手続の登録免許税、不動産取得税、不動産
譲渡所得税等）の軽重である。多種多様な
許認可手続の必要性の有無も重要な判断要
素となる。組織変動である合併、会社分割
では、租税が優遇され、許認可手続きが不
要な場合が多い。他方、取引行為である事
業譲渡では、租税負担を無視できず、また、
譲受会社は改めて許認可手続きをとる必要
があり、これらがディールブレイカーとなる
ケースもある。

（２）判断要素としての労働問題
　労働問題も手法選択の重要な判断要素と
なる。①労働者の異動方法（配転・出向・
転籍、単なる承継）と労働者の承諾の必要
性の有無、②労働条件の承継か変更が可能
か、③退職金の清算処理か通算処理か、④
年金制度の統合処理、⑤労働組合との関係
処理（労働協約・ユニオンショップ協定等
の処理、労働組合の組織変動、労働組合の
上部団体との関係）等が問題となる（徳住
堅治「企業組織再編と労働契約」旬報社）。
①及び②については、企業再編手法の類型
で説明したとおりである。③退職金につい
て、清算処理は不利益なので、労働者は、
通算処理を求めることになる。合併・会社
分割では包括承継され通算処理となる。事
業譲渡ではどちらを選択するか問題となる。
特に清算処理では、企業再編時までの潜在
的退職金の処理・課税処理がネックになる。
年金は、厚労大臣の許可も関連し異なる企業
間の統合処理が困難である。また、企業再
編では、労働組合の解散・残余財産の処理、
統合や上部団体の処理が課題となる（同「企
業組織再編と労働組合の組織変動」日本労
働法学会誌127号）。
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「１年前と比べた景気認識」６期ぶり改善するも依然、低水準
～「孤立感」テレワーク実施者では4割弱／「貯蓄」に格差拡大の兆候～
第41回『勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート（勤労者短観）』調査報告書

松山　遙
日比谷パーク法律事務所

弁護士

報 告

1．調査対象：
　全国に居住する20代から60代前半までの民間企業
に雇用されている者（サンプル数4,307人）

2．調査時期：
　2021年4月1日（木）～4月5日（月）

5．回答者の構成：
　①首都圏・関西圏版の分析範囲（首都圏・関西圏を居住地とする2,000人）

　②新型コロナウイルス感染症関連の分析範囲（全国：4,307人）

3．調査方法：
　ＷＥＢ画面上での個別記入方式（㈱インテージリ
サーチ社に調査作業を委託）

4．調査項目：

○定点観測調査
（1）景気、物価、労働時間、賃金、失業、仕事、

生活等に関する状況認識
○準定点観測調査（隔回実施）
（2）家計の状況と消費行動・貯蓄行動（４月定点調

査）
（3）３年後の経済状況、５年後の自身の賃金見通し

（４月定点調査）
○�トピック調査（新型コロナウイルス感染症に関する
影響）

（4）雇用や収入に関わる影響の程度�／�具体的な
影響

（5）在宅勤務・テレワークの実施状況の変化や勤め
先の支援状況

（6）コミュニケーションの機会の変化（増減）／ビ
デオ対話型ツールの利用状況など

（7）人間関係（「つながり」や「新しい出会い」）の
変化

（8）「孤立感」とその要因（仕事／私生活）
（9）ワクチン接種に関する認識など

調査実施要項

　本稿では、４月初旬に実施した「第41回勤労者短
観調査（勤労者の仕事と暮らしについてのアンケート）」
の調査報告書の概要を報告します。今回の調査内容は、
「勤労者の景況感や物価」、「仕事と生活に関する意識」
などの定点調査のほか、「最近の家計の経済状況」、「中
期の見通しに関する意識」そして「新型コロナウイル
ス感染症による影響」などとしました。
　本稿は、4月27日に速報として公表した「新型コロ
ナウイルス感染症による影響」および、「首都圏・関
西圏版分析結果」の内容を含む調査報告内容を、紙幅
の関係から一部のみの紹介としています。詳しくは連
合総研ホームページ（http://www.rengo-soken.or.jp）
または、報告書をご覧ください。

　上段（　）内：回答者数　下段：回答割合（％）

　上段（　）内：回答者数　下段：回答割合（％）
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－首都圏・関西圏版分析結果－
１.  勤労者の生活と仕事に関する意識
◆「1年前と比べた景気認識」6期ぶり
改善するも依然、低水準
◆物価が上昇したとの認識は減少
◆賃金収入の動きは改善しているもの
の依然、低水準
◆失業不安を感じる割合 新型コロナ

の影響が大いにあった人で７割弱
◆新型コロナの影響が大いにあった人
の過半数が転職意向

２.  最近の家計の経済状況
◆「世帯収支」＜赤字＞３割。非正社
員（主生計支持者）では５割弱へと大
幅増
◆貯蓄に格差拡大の兆候　＜増えた＞
世帯年収高位層　＜減った＞低位層
◆新型コロナの影響があった非正社員
の貯蓄状況　＜減った＞が約４割

３.   中期の見通しに関する認識

 ◆「景気」「雇用情勢」の３年後見通
し改善するも＜悪くなる＞が４割
◆新型コロナの影響があった非正社員
３年後の賃金＜減る＞との回答が４割弱

－新型コロナウイルス感染症による影
響（4/27速報より）－

１.  勤労者の生活と仕事に関する意識
 ◆新型コロナ 「雇用や収入への影響」
に広がり＜影響あった＞４割超
◆「孤立感」を感じている人全体で３割。
テレワーク実施者では４割弱
◆ワクチン接種　「様子を見て判断」
が約６割、「接種したくない」も２割

調査結果の
ポイント

調査結果の概要（一部抜粋）
－首都圏・関西圏版分析結果－

Ⅰ　勤労者の生活と仕事に関する意識

 ・１年前と比べた景気認識D.I.値はマイナス52.1と、
2018年4月以来、6期ぶりに改善したものの、依然
として低い水準にとどまっている。
 ・１年後の景気見通しD.I.値もマイナス20.7で、景
気が悪化するとの認識が弱まっている。

１年前と比べた景気認識が６期ぶりに改
善したものの、依然として低い水準にとど
まっている。１年後の景気見通しも悪化の
認識が弱まっている。（QR２、QR３）

図表１　�1年前と比べた景気認識と1年後の
景気見通し（D.I.）

（注）D.I.＝{ ｢かなり良くなった（かなり良くなる）｣ ×1＋ ｢やや
良くなった（やや良くなる）｣ ×0.5＋ ｢変わらない｣ ×0＋ 
｢やや悪くなった（やや悪くなる）｣ ×(-0.5)＋ ｢かなり悪くなった

（かなり悪くなる）｣ ×（-1）}÷回答数（｢わからない｣「無回答（10
年10月調査まで）」を除く）×100

◆景気、物価に対する意識

・１年前と比べた物価認識D.I.値は、プラス28.1
と、前回調査（プラス30.2）から減少した。
・１年後の物価見通しD.I.値はプラス31.1と、前回
調査（プラス28.4）から増加しており、物価の上昇
が続くとの認識は強まっている。

物価が上昇したとの認識が減少（QR�
15、QR16）

図表２　�1年前と比べた物価認識と１年後の物
価見通し（D.I.）

（注１）D.I.＝{｢かなり上がった（かなり上がる）｣×1＋｢やや上が
った（やや上がる）｣×0.5＋｢変わらない｣×0＋｢やや下が
った（やや下がる）｣×（-0.5）＋｢かなり下がった（かなり
下がる）｣×（-1）}÷回答数（｢わからない｣「無回答（10年
10月調査まで）」を除く）×100

（注２）第21回調査（11年4月）以降の集計対象は20～64歳、第
20回調査（10年10月）以前は20～59歳

第41回『勤労者の仕事と暮らしに関するアンケート（勤労者短観）』調査報告書
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・今後１年間に失業する不安を＜感じる＞割合は、新
型コロナについて「大いに影響があった」層では、前
回調査（2020年10月）よりも上昇し、66.9％となった。
・それ以外の層では、前々回調査（2020年4月）以降、
低下傾向にある。

・新型コロナの影響の程度別に転職の意向をみると、
「大いに影響があった」層では、＜変わりたい＞との
割合が56.6％と、半数を超えており、前々回調査（2020
年4月）以降、増加傾向にある。
・それ以外の層では、＜変わりたい＞が減少し、「変
わるつもりはない」の割合が増加する傾向にある。

失業不安を＜感じる＞割合は、新型コロナ
の影響が大いにあった人で７割弱（QR8、
QT10）

新型コロナの影響が大いにあった人の
うち、過半数が転職したい意向（QR20、
QT10）

◆新型コロナウイルスの影響

図表４　今後１年間に失業不安を＜感じる＞割合
（新型コロナの影響の程度別）

図表５　転職の意向（新型コロナの影響の程度別）

（注）失業不安を＜感じる＞＝「かなり感じる」＋「やや感じる」

（注１） ＜変わりたい＞＝「すぐにでも変わりたい」＋「いずれは変
わりたい」

（注２）（　）内は、回答者数（Ｎ）

8.5

図表３　�1年前と比べた自身の賃金収入の増減
（D.I.）

（注１）QR1で１年前の就業状況が「働いていなかった」「わから
ない」「不明」とした回答者を除いて集計

（注２）D.I.={「かなり増えた」×1＋「やや増えた」×0.5＋「変わ
らない」×0＋「やや減った」×（-0.5）＋「かなり減った」×
（-1）}÷回答数（｢わからない｣を除く）×100

（注３）2010年4月調査では１年前の就業状況について未調査の
ため集計をしていない。

◆勤め先と仕事に関する認識

 ・１年前と比べた自身の賃金収入の増減D.I.値が、
全体でマイナス15.0と前回調査（マイナス16.8）か
ら改善しているものの、依然として低い水準である。 
・正社員、非正社員ともに前回調査から賃金収入
の動きは改善している。

１年前と比べた賃金収入の動きは改善
しているものの、依然として低い水準
（QR９）
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図表７　１年前と比較した預金等の増減（属性別）

（注１）（　）内は、回答者数（N） 
（注２）預金や有価証券など蓄えの増減は、蓄えの現在額を把

握している人が回答

◆家計の収支・貯蓄動向

非正社員は男女とも＜赤字＞の割合が 5
割弱に大幅増加（QT１、QR11）

・過去１年間の世帯収支が＜赤字＞とする割合は、
世帯年収が少ないほど多く、400万円未満の世帯で
は39.1%（前年調査42.3%）。
・世帯収入が＜減った＞世帯では49.6％（前年調
査46.4%）。
・主生計支持者のうち、非正社員は男女とも、正
社員に比べて＜赤字＞とする割合が高く、また、
前年調査（男性39.8%、女性38.3%）より大幅に増
加して5割弱に。

図表６　過去１年間の世帯収支が＜赤字＞の割合

Ⅱ　最近の家計の経済状況

（注１） （　）内は、回答者数（Ｎ）
（注２） 世帯収入の増減について、＜増えた＞＝「かなり増えた」＋

「やや増えた」、＜減った＞＝「かなり減った」＋「やや
減った」

・世帯年収が高いほど、預金等が「増えた」とする
割合が高い傾向にある。また、世帯年収が低いほど、

「減った」「１年前も現在も蓄えはない」とする割合
が高い傾向にある。年齢層別にみると、20代（32.5％）、
30代（27.9%）で預金等が「増えた」とする割合が高い。
・主生計支持者のうち、非正社員は男女ともに、正
社員に比べて預金等が「減った」「１年前も現在も蓄
えはない」とする割合が高い。

世帯年収が高いほど預金等が「増えた」
とする割合が高く、世帯年収が低いほど
預金等が「減った」「蓄えはない」とする
割合が高い（QT２）

・新型コロナの影響の有無別に、過去1年間の世帯
収支をみると、＜赤字＞割合は、新型コロナの＜影
響はなかった＞人で20.4％、＜影響があった＞人で
38.6％となっている。
・就業形態別にみると、新型コロナの＜影響があっ
た＞非正社員の世帯収支をみると、＜赤字＞割合
が約半数（49.5%）となっており、「かなり赤字」は
23.0%となっている。

新型コロナの＜影響があった＞非正社員
の世帯収支は＜赤字＞が約半数（QT１、
QT10、F4）

◆新型コロナウイルスの影響
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・３年後の景気について、「かなり悪くなる」との
回答が17.2%と、前年調査（30.5％）から13.3%ポイ
ント減少したが、〈悪くなる〉と回答した人は44.0％
と4割を超えた。
・一方、景気が「やや良くなる」を含め＜良くな
る＞と回答した人は22.5％と前年調査（13.1%）か
ら9.4％ポイント増加した。
・３年後の雇用情勢についても「かなり悪くなる」
との回答が17.9％と前年調査（28.2％）から10.3％
ポイント減少したが、〈悪くなる〉と回答した人は
45.6％となった。

景気、雇用情勢が<良くなる>と回答
した人は増加するも、<悪くなる>４割超
（QT６、QT７）

図表10　�現在と比べた３年後の経済の状況（20
～ 54歳)

◆中期的な経済等の状況の見通し

Ⅲ　中期の見通しに関する意識

（注１）（　）内は、回答者数（N）
（注２） ＜赤字＞=「やや赤字」＋「かなり赤字」
（注３）＜影響があった＞=「大いに影響があった」＋「ある程

度影響があった」、＜影響はなかった＞=「あまり影響は
なかった」＋「全く影響はなかった」

図表８　�過去１年間の世帯全体の年間収支（新
型コロナの影響の有無、就業形態別）

新型コロナの＜影響があった＞非正社
員の世帯の貯蓄状況は、「減った」が
約 4割（QT2、QT10、F4）

・新型コロナの影響の有無別に、預金等の世帯貯
蓄の状況をみると、貯蓄が「減った」割合は、新
型コロナの＜影響があった＞正社員では34.3％、
非正社員では39.6％となっている。
・また、「1年前も現在も蓄えはない」割合は、新
型コロナの＜影響があった＞正社員では4.0％、非
正社員では10.9％となっており、いずれも非正社
員の割合が高くなっている。

図表９　�１年前と比較した現在の貯蓄の状況（新
型コロナの影響の有無、就業形態別）

（注１）（　）内は、回答者数（N）
（注２） 預金や有価証券など合計を世帯の蓄えとして尋ねている
（注３）預金や有価証券など蓄えの増減は、蓄えの現在額を把握

している人が回答
（注４）＜影響があった＞=「大いに影響があった」＋「ある程

度影響があった」、＜影響はなかった＞=「あまり影響は
なかった」＋「全く影響はなかった」
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・現在と比較した3年後の自身の賃金収入の見通し
をみると、全体では、＜増える＞（21.5％）と＜減る＞

（23.6％）の回答割合は概ね同程度となっている。
・一方、就業形態別・新型コロナの影響の有無別
にみると、非正社員のうち＜影響があった＞層で
は、＜減る＞との回答割合が４割弱（37.1%）にのぼ
り、＜増える＞（18.7％）を大きく上回る（差は18.4％
ポイント）。

非正社員のうち、新型コロナの影響が
あった層では、３年後の賃金が＜減る＞
との回答が４割弱（QT７、QT10）

（注１）＜増える＞= ｢かなり増える｣ ＋ ｢やや増える｣、＜減る＞=「か
なり減る」＋「やや減る」、＜良くなる＞= ｢かなり良くなる｣ ＋

「やや良くなる」、＜悪くなる＞=「かなり悪くなる｣ ＋「やや 
悪くなる」、＜上がる＞= ｢かなり上がる｣ ＋ ｢やや上がる｣、 
＜下がる＞= ｢かなり下がる｣ ＋「やや下がる」

（注２） 今回調査：Ｎ=1662　１年前：N=1673

◆新型コロナウイルスの影響
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図表11　�現在と比較した3年後の自身の賃金収
入見通し

（20～ 54歳、新型コロナウイルスの影響の有無別）

（注１）（　）内は、回答者数　N＝1662（20 ～ 54歳）
（注２）＜影響があった＞＝「大いに影響があった」＋「ある程

度影響があった」、＜影響はなかった＞＝「あまり影響は
なかった」＋「全く影響はなかった」

（注３）＜増える＞=「かなり増える」＋「やや増える」、＜減る＞＝
「かなり減る」＋「やや減る」

図表12　�雇用や収入に関わる影響の有無・程度
（時系列）

－新型コロナウイルス感染症による影響－

新型コロナウイルス感染症に関連して、あ
なた自身について、雇用や収入に関わる
影響はどの程度ありましたか。

雇用や収入に関わる影響があった人は全体の41.9％。
前回調査（2020年10月：37.8%）から4.1%ポイント
増加しており、影響の広がりがみられる。

・時系列でみると、＜影響があった：「大いに影響
があった」＋「ある程度影響があった」＞とする人は、
４割を超えており、影響の広がりがみられる。「全
く影響はなかった」とする人が15.1％で、前回調査

（22.8％）から約８%ポイントの減少がみられる。
・一方で、「ある程度影響があった」とする人が前回
調査（24.3％）から約3.7％ポイント増加している。

（注１）（　）内は、回答者数

あなたが在宅勤務・テレワークを実施する
うえでの環境整備について、勤め先から
どの程度支援されていますか。次のそれ
ぞれについてお答えください。（在宅勤務・
テレワークを「１日」以上実施した人）
（1）�パソコンやWi-Fiルータの貸与など通信環境

の整備
（2）�在宅勤務・テレワークの実施に向けた研修

の実施
（3）�業務に必要な資料やデータを見る仕組みの

整備
（4）通信費に対する手当の支払い
（5）光熱費に対する手当の支払い
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・会社の人たちとの「つながり」、家族との「つな
がり」、地域の人たちとの「つながり」については、
つながりの強さ（深さ）が「変わらない」との回
答が全体の約７割。
・2021年３月下旬のテレワークの実施状況別でみ
ると、テレワークを週１日以上実施した人の34.1%
が会社の人たちとの「つながり」が＜弱くなった

（浅くなった）＞と回答しており、テレワークを実
施していない人の同回答（24.3%）との間で約10%
ポイントの差がある。

図表14　周りの人たちとの「つながり」の変化

（注１）＜弱くなった（浅くなった）＞＝「やや弱くなった（やや
浅くなった）」＋「弱くなった（浅くなった）」

（注２） ＜強くなった（深くなった）＞＝「やや強くなった（やや深く
なった）」＋「強くなった（深くなった）」

新型コロナウイルス感染症発生以前と比
べて、あなた自身の周りの人たち（以前か
ら知り合いの人たち）との「つながり」に
変化がありましたか。

全体の約４割（37.6％）が友人・知人との「つながり」
が＜弱くなった（浅くなった）＞と回答
家族との「つながり」については、選択肢の中で唯一、
＜強くなった（深くなった）＞との回答（15.9%）が 
＜弱くなった（浅くなった）＞（14.7%）を上回る

（注１）＜支援が多い＞＝「十分に支援されている」＋「ある程度支援され
ている」

（注２）＜支援が少ない＞＝「あまり支援されていない」＋「全く支援されて
いない」

図表13　�在宅勤務・テレワーク実施に向けた会社の支援
状況

・「業務に必要な資料やデータを見る仕組みの整備」
では、「ある程度支援されている」が32.9％で最も多い。
一方、他の４つの支援の項目では、「全く支援されて
いない」が最も多い。
・＜支援が多い＞と＜支援が少ない＞を比較すると、

「パソコンやWi-Fiルータの貸与など通信環境の整備」
と「業務に必要な資料やデータを見る仕組みの整備」
では概ね同程度であるが、「在宅勤務・テレワークの
実施に向けた研修の実施」、「通信費に対する手当の
支払い」、「光熱費に対する手当の支払い」において
は、＜支援が少ない＞とする回答が＜支援が多い＞
を大きく上回っている。

「通信費」や「光熱費」に対する手当では、８割近
くが＜支援が少ない＞と回答。次いで＜支援が少
ない＞との回答が多いのは「研修の実施」（64.9％）
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図表15　「孤立感」の程度

（注１）＜感じている＞＝「大いに感じている」＋「やや感じている」
（注２）＜感じていない＞＝「あまり感じていない」＋「まったく感じ

ていない」

新型コロナ禍における生活の中で、あな
た自身は現在、「孤立感」を感じていますか。

孤立感を＜感じている＞のは全体の約３割、テレ
ワーク実施者では４割弱に達する結果に

・全体でみると、「孤立感」を＜感じていない＞人が
43.7%であり、他方、「孤立感」を＜感じている＞人
は28.0%。
・年代別でみると、20代と30代の３割以上が「孤立
感」を＜感じている＞と回答する一方、60代前半で
は５割以上（54.8%）が「孤立感」を＜感じていない＞
と回答。
・2021年3月下旬以降のテレワークの実施状況別で
みると、テレワークを週に１日以上実施した人の
36.4%が「孤立感」を＜感じている＞と回答しており、
テレワークを実施していない人（25.8%）の同回答よ
りも10%ポイント以上多い。
・結婚の状況別でみると、未婚者の32.6%が「孤立
感」を＜感じている＞と回答しており、既婚者（配偶
者あり）の同回答（23.8%）との間で約10%ポイントの
開きがある。
・生計を同一にする家族の有無別でみると、生計

を同一にする家族がいない人の34.7%が 「孤立感」を 
＜感じている＞と回答しており、生計を同一にする
家族がいる人の同回答よりも約10%ポイント高い結
果に。
・介護を必要とする家族の有無別でみると、介護
を必要とする家族のいる人の４割弱（36.8%）が「孤立
感」を＜感じている＞と回答。
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　連合総研レポートDIO　2021年1月号で、表記の課題に

ついて執筆をさせていただいた。特に、保育の質を左右する、

保育士の処遇などについて検討したところである。

　そこで、実態を把握するため、子ども子育て新制度に責

任を持つ、県・市町村による保育所などの事業所への指導

監査の状況について調べようとしてみた。医療保険では全

国の厚生局の監査の状況が公表され、診療報酬の不正受給

などの不正があった場合、保険医療機関の施設名、代表者

名が公表された上、指定の取り消しを受けるという大変厳

しいペナルティが課されている。また、介護保険制度では、

監査は基本的に都道府県(ただし地域密着型サービスは市町

村)で実施するが、その結果は厚労省に集約され全国的な

データとして公表されている。それでも、医療保険や介護

保険の指導監査の実施状況は、十分ではないとの指摘もあ

る。

　では、子ども子育て新制度についてはどうか。ホームペー

ジ上では、医療保険や介護保険のような情報が一切ないこ

とがわかった。そこで、連合を通じて、制度を所管する内

閣府に問い合わせを行ったところ、保育所については厚労

省で集約しているが、幼稚園などの他の施設については押

さえていない、という回答があった。この制度創設の経過に、

ほんの少し関わった者としては、深く反省すべきだが、こ

の制度は、国の牽制機能が弱いままに運営されている、と

いうことになる。特に幼稚園については、都道府県で押さ

えているが、国に報告義務が無い上に、監査のポイントと

して、「私立幼稚園については、従来よりそれぞれが建学の

精神に基づく特色ある教育活動を展開していることを踏ま

えた対応を行うこと」ということもわざわざ記載されてい

る。

　このように事業者への牽制機能の弱さは、内閣府や地方

自治体に設置されている「子ども子育て会議」の構成員か

らも窺い知ることができる。内閣府の会議の委員構成は、

事業者11名、有識者6名、地方団体3名、PTAやNPOなど

の利用者団体2名、連合1名、経済団体2名という構成で、

連合などの利用者が圧倒的少数である。これが地方自治体

の子ども子育て会議になると、事業者の数が更に圧倒し、

利用者である連合の参画が無いところが見受けられる。ま

た、開催回数も年2回というところもあり、子ども子育て会

議の意義を理解していないのではないかと思われる県も見

受けられる。

　こうした牽制機能の弱さは、会計検査院が保育所の処遇

改善加算の不適切な運用を指摘した事態へとつながること

となる。子どもたちが安心して保育を受けられるよう、早

急な対応が求められる。

　一方、内閣府は、昨年の秋から、子ども・子育て支援情

報公表システム「ここdeサーチ」の運用をはじめた。全国

の教育・保育施設等の情報が閲覧可能となり、施設の教育・

保育内容、教諭・保育士などの勤務年数、利用定員、実費

徴収額などの詳細がわかる大変便利なものである。また、

都道府県別のエクセルデータもダウロードできるなど、少

ない人員体制の中でシステムを構築した内閣府担当官の苦

労がしのばれるものとなっている。ただし、まだスタートし

たばかりであり、地方自治体の作業も追いついていないよ

うで、全ての施設名や住所が載せられているものの、施設

の教育・保育内容、教諭・保育士などの平均勤務年数、利

用定員、実費徴収額が空欄になっている施設が多い。例えば、

教諭・保育士などの勤務年数の公表は3分の1に止まってい

る。

　そこで、エクセルデータに基づいて、限られた情報の中

で内容を分析すると、設置主体別の教諭・保育士の平均勤

務年数は、やはり公立が長く15年から20年が大きな山と

なっている。また、社会福祉法人についても、15年前後が

大きな山となっており、かつてより教諭・保育士に長く働

いてもらおうという施設が多くなっているのでは、と推察

できる。一方、上乗せ徴収に月6万円との記載があったり、

不適切と思われる実費徴収も見受けられる。監査体制の整

備が求められる課題である。

　さて、2019年4月より、働き方改革関連法が施行されて

いる。これにより、職場におけるワークライフバランスの

重要性も認識されるところとなっているが、特に男女とも

に働き続けるためには、子ども子育て新制度の教育・保育

施設、学童保育などのサービス提供の重要性が増している。

　現在、10月以降の調査研究委員会の新規テーマにおいて、

働き方改革関連法施行の効果とワークライフバランスの変

化などの研究を検討している。その中においては、幼児教

育保育や学童保育、子ども子育て支援の状況についても分

析できれば考えている。

子ども子育て新制度は、子どもが健やかに
成長することができるものとなっているか（2）

九 段 南 だ よ り

九 段 南 だ よ り

連合総研　副所長　平川　則男
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　調査結果の集計からは法定雇用率の

上昇とその見通しに対する不安や、合

理的配慮の提供に際しての困難さな

ど、障害者の働く現場やサポートする

人々が抱えている具体的な課題が明ら

かになっている。障害者が望むサポー

トを実現し障害者支援の質を担保する

ためには、丁寧なアセスメントやマッ

チングを行うことが重要である。また

インタビュー調査から明らかになった

就労条件やトラブル対応に関する具体

的な取組事例についての説明も行われ

ており、障害者雇用に関して様々な課

題を抱えている担当者や、組織の障害

者雇用方針などを考える立場の方にと

っては大変参考となるはずだ。

　また本書では、障害者の雇用や就労

の改善にはネットワーク（企業や事業

所間の横のつながり、同業・関係者が

作るネットワーク）が果たす役割が大

きいことについても論じている。同業

者などの関係者間のつながりが重要で

あることは障害者雇用に限った話では

無いが、調査から障害者雇用において

も特例子会社やＡ型、Ｂ型事業所とい

った仲間同士のネットワークが重要な

役割を果たしていることが明らかにな

ったのは重要なポイントである。

　そして最後に、法と実務をつなぐ雇

用・就労政策として、これからの障害

者雇用や就労政策のありかたについて

論じている。調査から明らかになった

障害者雇用に関する法制度と実態が乖

離しているという声や、2018年4月

から雇用義務化された精神障害者の雇

用管理の難しさといった様々な課題に

ついての考察を行っている。また、障

害者の高齢化による職務遂行能力の低

減が雇用率に反映されにくいといった

課題に関しては、加齢に伴う身体機能

の低下により障害者が新たな障害を持

ち、仕事や生活上でさらに制限を受け

るようになることも十分に考えられ

る。これまで以上に合理的配慮や新た

な政策などが必要になるかもしれず、

今後、中長期的な視点から取り組む必

要のある課題の１つであろう。

　法改正によって民間事業者において

も合理的配慮の提供が義務付けられる

こととなったが、障害者をサポートす

る人達が必要とされる配慮を知る機会

はまだ少ない。また配慮を実現するた

めには様々な制約を乗り越えなければ

ならない場合もあるだろう。近年では

ダイバーシティ（多様性）やインクル

ージョン（包括・受容）という形で障

害者も多様な個性を持つ仲間として認

め受け入れる取り組みも進んでいる

が、障害者も共に働き生きる仲間とし

て当たり前に暮らせる社会となるため

の課題を再認識させられた一冊であ

る。

後から2000年代に至る間に

日本では障害者雇用に関する

様々な法律が成立してきた。最近では

2021年5月28日に障害者差別解消

法の改正法案が成立し、これまで努力

義務であった民間事業者における合理

的配慮の提供が義務付けられることと

なった。（ただし、施行日は公布から

3年を超えない日とされており、今後、

施行に向けて様々な準備が進められて

いくこととなる）最近ようやく少しず

つ定着してきたと思われる合理的配慮

であるが、新設されたのは2013年の

障害者雇用促進法の改正時で比較的新

しい取り組みとなっている。

　これまで成立してきた障害者雇用に

関する法的環境が障害者の雇用や就労

の現場にどのような影響を与えている

のか。本書では質問票調査とインタビ

ュー調査の分析から、今後の障害者雇

用や就労政策のあり方と法制度上の論

点について考察をしている。

戸
塚
　
鐘
　
連
合
総
研
主
任
研
究
員

長谷川　珠子、石﨑　由希子、
永野　仁美、飯田　高　著
弘文堂
定価3,000円（税別）

『現場からみる障害者の雇用と就労 - 法と実務をつなぐ』

法的環境の変化による障害者雇用や
就労現場への影響と展望

戦

最近の書棚から
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今月のデータ
「2021年版中小企業白書」（2021年4月23日）

　4月23日に閣議報告・公表された今年の「中小企業白書」では、「第

2部　危機を乗り越える力」の「第3章　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」において、110ページ

以上にわたり、M&Aの重要性について分析しているのが特徴的であ

る。

　第１節では、「事業承継を通じた企業の成長・発展」として、休廃業・

解散や経営者の高齢化の状況について概観し、その上で事業承継の

動向や事業承継実施企業のパフォーマンスについて分析している。ま

た、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて、経営者の事業承継

に対する考え方にどのような変化がみられたのかについて分析して

いて、大変興味深い内容である。

　主な内容は、①経営者の高齢化の進展等に加え、感染症の影響も

あり、2020年の廃業件数は過去最多を記録した。②その中には、高

い利益を生み出す企業も多数存在しており、こうした企業の経営資

源をいかしていくことが重要である。③事業承継後に販路開拓や経

営理念の再構築など新たな取組にチャレンジする企業が多く、「新た

な日常への対応」を含めて、企業の成長・発展を促していくために

も事業承継を推進することが重要である。

　第2節では、「M&Aを通じた経営資源の有効活用」として、中小企

業のM&Aの動向や実施意向について分析している。

　主な内容は、①事業承継策の一つであるM&Aに対するイメージは

向上し、件数は増加している。売買双方が事業規模拡大を主な目的

としている一方、売り手側は雇用維持を目的としている割合が最も

高い。②M&A実施後は多くのケースにおいて譲渡企業の従業員の雇

用は維持されており、M&Aは売り手側にとってもメリットがある。

　事業承継は、企業が更に成長するための転換点と言える。M&Aも

また買い手・売り手双方にとって企業の成長につながる機会と言え

る。事業承継やM&Aを通じて、これまで企業が培ってきた経営資源

を有効活用し、我が国の中小企業が更なる成長・発展を遂げること

を期待したいと述べている。

買い手としての M&A を検討したきっかけや目的

売り手としての M&A を検討したきっかけや目的

M&A 実施後、譲渡企業の従業員の雇用継続の状況

現経営者が事業承継後（5 年程度）に意識的に実施した取組
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今月のデータ
「中小M&A推進計画」（2021年4月28日）

　4月28日に、中小企業庁は、経営者の高齢化や新型コロナウイルス

感染症の影響等に対応し、中小企業の経営資源の散逸を回避するとと

もに、事業再構築を含めて生産性の向上等を実現するべく、中小M&A

を推進するため今後5年間に実施すべき官民の取組を「中小M&A推進

計画」としてとりまとめた。

　本計画では、中小M&Aの意義として、①経営者の高齢化や感染症の

影響等による廃業に伴って経営資源が散逸する事態を回避するという

「経営資源の散逸の回避」、②規模拡大等による生産性向上や新たな日

常に対応するための事業再構築等を実現するという「生産性向上等の

実現」、③他者の経営資源を引き継いで行う経営資源引継ぎ型創業を促

すという「リスクやコストを抑えた創業」の３つに整理している。

　中小M&Aの実施件数は右肩上がりで増加しているが、潜在的に中小

M&Aの対象となり得る事業者数は約60万者との試算もあり、中小企

業がM&Aを円滑に行える環境を速やかに整備することが必要である。

　中小M&Aにおいては、譲渡側の規模は小規模事業者も含めて大小幅

広い。また、譲受側も中小企業であるケースが多い。また、M&A支援

機関が提供している支援については、案件規模によって内容や地域等

に差があることから、中小M&Aを一緒くたに取り扱うのではなく、案

件規模に応じて課題を把握し、対応することが必要である。

M&A 実施企業の労働生産性、業績の変化

中小 M&A の潜在的な対象事業者数 中小 M&A の類型と検討の視点
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I NFORMATION

D I O
２０２１　

　今月号の特集テーマは「コロナ禍
で進む中小・小規模M&A」です。
2020年の我が国の倒産件数は、新
型コロナによって業績が悪化した企
業に対して、緊急融資や助成金等様々
な支援策が講じられた結果、減少し
ました。これに対して、休廃業・解
散件数は最多を記録しました。休廃
業・解散企業の95％以上は従業員
20名以下の小規模な企業になりま
す。その中には、業績不振企業だけ
でなく、経営者の高齢化や後継者不
在により、一定程度の業績をあげて

いる企業も相当程度含まれています。
こうした企業の貴重な経営資源を散
逸させないためには、M&A等によっ
て、意欲ある次世代の経営者や第三
者等に事業を引き継ぐ取組の重要性
が高まっています。
　私ごとながら先日、中小企業診断
士試験に合格し、（一社）東京都中小
企業診断士協会に入会しました。本
業との兼務になりますが、今後、コロ
ナ禍で苦しむ中小企業を支援してい
きたいと思います。

（逆風張帆）
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【4月の主な行事】
 4 月１日 第 9 回外国人労働者の受け入れと
   社会的包摂のあり方に関する調査研究委員会

（主査：山脇　啓造　明治大学教授）
 7 日 所内・研究部門会議
 9 日 第15回障害者の更なる雇用促進と職場定着に向けた課題と方策に関する

調査研究委員会
（主査：眞保　智子　法政大学教授）

  第 8 回労働力人口減少下における持続可能な経済社会と働き方
（公正分配と多様性）に関する調査研究委員会

（主査：藤村　博之　法政大学教授）
 13 日  第 4 回地域コミュニティの一翼を担う労働者自主福祉運動の人材育成等

に関する調査研究委員会
（主査：中村　圭介　法政大学教授）

 15 日  第 7 回企画会議
 19 日  第 3 回 with/after コロナの雇用・生活のセーフティネットに関する調査

研究委員会
（主査：玄田　有史　東京大学教授）

 21 日 金属労協との政策懇談会
  所内・研究部門会議
  所内勉強会
 27 日 第 41 回勤労者短観調査結果（速報）
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