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わが国経済構造変革を進める上で､ 創業・新事業に挑戦する個人等に対して､ 事業組織面から

の支援を図りました｡ 具体的には､ 創業・新事業挑戦のための多様なパートナーシップ組織に向

け､ その機能強化を図るべく､ 資金調達､ 人材確保､ 経営資源の充実の観点から､ 以下のような

見直しを通じて使い勝手のよい制度となっています｡

主な改正事項

① 個人にのみに限定されている組合員資格について､ 法人や投資組合も加入できるようにす

る｡ (個人限定→個人＋特定組合員)

② 従事比率要件 (組合事業に従事しなければならない組合員の比率) を現行３分の２以上か

ら２分の１以上に緩和し､ 従事しない個人の出資を増やせるようにする｡

③ 組合員比率要件 (従業員に占める組合員の比率) を､ 現行２分の１位以上から３分の１以

上に緩和し､ 外部の人材の一層の活用を図れるようにする｡

④ 組合の自己資本金充実や組合員の意欲向上を図るべく､ 剰余金の配当制限について､ 年１

割上限の出資比例配当金を年２割上限まで定款で定められるようにする｡

⑤ なお､ 個人による組合運営という本制度の基本的性格を確保するため､ 法人等の組合員数

(議決数) は４分の１を超えないこととし､ その出資比率は全体の２分の１未満に制限する｡

また､ 法人等の組合員 (その代表者) は組合の発起人・役員になれないこととする｡����������������������
企業組合の主な改正事項を図で表すと以下のようになります｡

�
・法人格
・有限責任
・資本金不要

�� ★従事比率
(組合員の２/３以上)

★組合員資格
(個人に限定)

★組合員比率
(従業員の１/２以上)

制制制約約約要要要因因因ののの解解解消消消
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～中小企業等協同組合法と企業組合制度～

企業組合制度は､ 戦後の経済復興対策及び引揚げ者・戦災者の援護対策の一環として､ 中小企

業等協同組合法 (以下 ｢組合法｣ という｡) により初めて法制化された制度で､ 一種独特の企業

形態である｡

この制度のねらいとしては､ ①零細事業者等が互いに資力と技能のすべてを組合に投入して､

企業体としての力の強化を図ろうとすること｡ ②零細事業者は､ その所得の実質が勤労所得と同

様である場合が多いにもかかわらず､ 一律に事業税の対象となるという不利益があるので税法上､

名実ともに勤労所得者としての取扱いを享受しようとすることである｡

企業組合は､ 独立の企業体として不法な事業でない限り､ 定款で定めさえすればいかなる事業

でも行うことができ､ 組合原則に立脚した一種の会社とでも称すべきものである｡ 従って､ 同じ

組合法の規定によって設立されている事業協同組合と性格を異にし､ 企業組合の一種独特の管理

・運営を伴う面があります｡

～今､ なぜ企業組合が注目されているのか｡ ～

主婦や高齢者などによる新たなサービスの出現やＳＯＨＯ (Smal1 Office Home Office

(大企業のテレワーカー､ 独立した小規模事業者及び個人事業者､ 在宅ワーカー等) の略) 等の

新たな形態の事業展開などが増大しており､ このような創業や新事業への挑戦のための組織とし�

・法人格
・有限責任
・資本金不要

���
★組合員資格の拡大
(法人等が出資可能)

法 人

投資事業組合

★組合員比率の緩和
(従業員の１/３以上) 外部人材

★従事比率の緩和
(組合員の１/２以上)

個人エンジェル

※専門業務のアウトソース化やパート活用の拡大 ※資金､ アイディア等の充実���������������������������������������������� ������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������
���� ��������������

※資金､ 技術その他の
経営資源の活用



て極めて利用しやすい制度として中小企業組合が注目を集めており､ 特に､ 個人が４人以上集ま

れば上述の通り有限責任の下で､ どのような事業でも行うことができる ｢企業組合｣ の設立の

動きが顕著である｡

～企業組合のメリットと特徴～

�������
企業組合には､ 主に以下のような特徴があります｡� 目的､ 性格の特徴

① 零細事業者や個人などが､ 互いに資力と技能のすべてを組合に投入して企業体を創設し､

企業体としての力の強化を図る｡

② 県知事認可が必要であるが､ 行政庁の認可法人という信用度があり､ ビジネスには有利

である｡

③ 株式会社は資本金1,000万円以上､ 有限会社は300万円以上必要であるのに対し､ 企業組

合は資本金最低限度がない｡ (例えば､ １口1,000円×４人＝4,000円でもよい｡ ただし､

事業実施に必要な資本があった方がよい｡)

④ 組合員は全員対等､ 平等が原則で､ 階層的で指導者が明確な会社と違い､ 企業組合では

全員が経営者の共同事業体である｡ (株式会社のような資本の結集でなく人的結合体であ

る｡ このため､ 参加する組合員は一部の人に支配されることはない｡)

⑤ 企業組合は､ 利益の追求はあるがそんなに強くはなく､ 株式会社のように営利至上主義

ではない｡

⑥ ④, ⑤から､ 会社と違い地方自治体や一般的な見力として ｢公益性が強い､ 民主的な運

営組織｣ などの印象的な理由でイメージがよい｡

⑦ 人のつながり､ パートナーシップ､ 人的ネットワークを大事にする組織である｡� 事業の特徴

① 独立の企業体として不法な事業でない限り､ 定款で定めさえすれば､ いかなる事業でも

行うことができる｡ (組合原則に立脚した一種の会社)

���
�

�

統合型

・経営規模の拡大
・経営の合理化

創業型

・働く場所の確保
雇用創出による地域貢献､ 生きがいづくり
・ＳＯＨＯビジネスの開業
・資格､ 経験､ 特技を活かしたニュービジネスの創業
・趣味の仲間や家族での開業

・国や地方公共団体の中小企業施設が利用できる
・商工中金などの融資が受けられる

◎有限責任である ◎個人で出来る ◎設立手続が簡単
◎事業に制限なし ◎少額の資本で創業可能

���� ���� ����



� 構成員 (組合員) の特徴

① 組合員資格は､ 定款で定める個人 (サラリーマン､ 主婦､ 無職､ 零細事業者等)､ 法人､

投資組合 (法改正)

② 組合員の加入､ 脱退は自由である｡

③ 総会の議決権､ 役員の選挙権は組合員１人１票である｡� 政策支援の特徴

① 株式会社や有限会社と違い国・県の補助金の受け皿として､ また､ 高度化資金等の低利､

長期の融資制度等の助成を受けやすい｡� 税制上の特徴

① 零細事業者は､ その所得の実質が勤労所得者と同様である場合が多いにもかかわらず､

一律に事業税の対象になるという不利益があるので､ 税法上名実ともに勤労所得者として

取り扱う｡ (従事組合員に対しては､ 組合の純然たる従業員と同一の基準により受ける給

与等の所得については､ 給与所得または退職所得として取り扱うこととし､ 税の軽減措置

が講じられている｡)

② 事業の成果 (利益) の配分は､ 出資配当は年２割以内に止められ､ 主に組合員の組合事

業に従事した割合に応じた配分が行える｡

③ 法人税は普通法人扱いであるが､ 印紙税関係は出資証券､ 定款､ 受取書が非課税､ また､

組合設立､ 代表理事の変更登記など組合法に基づく登録免許税が非課税になる特例がある｡� 組合法の特徴

① 組合員は､ 原則として企業組合の事業に従事しなければならないので､ 加入前は独立し

た事業者であったとしても､ 組合員となったときは自己の事業を廃止し､ あるいは企業組

合に全面的に移行しなければならない｡

しかし､ 組合員が組合事業に没入し､ 勤労者としてもっぱら組合の事業に従事する企業

形態ですが､ 全ての組合員が従事することは実際困難なため､ 組合員の２分の１以上は組

合の行う事業に従事しなければならない (従事割合－法改正)｡ また､ 組合の事業に従事

する者 (雇用者含む) の３分の１は組合員でなければならない (組合員割合－法改正)｡

② 組合員が組合事業に没入することが原則であるため､ 総会の承認がない限り､ 自己また

は第三者のために組合が行う事業の部類に属する取引はできない (組合員の競業禁止)｡

③ 出資総口数の過半数は､ 組合事業に従事する組合員 (従事組合員) が保有しなければな

らない｡ また､ １組合員の出資は､ 総額の25％を超えてはならない｡

④ 企業組合には､ 理事を３人以上､ 監事を１人以上置かなければなりません｡ 組合の理事

は､ 全員組合員でなければなりませんが (員外理事を認めない｡)､ 監事については組合員

でなくてもよい｡

�
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インターネットで知りあった高知､ 北海道等の
障害者６名､ 健常者１名がワークチームを結成し､
住宅就労の諸問題を解決するために設立した｡
バリアフリー商品､ ユニバーサル商品等の開発
支援､ マーケティング調査総合福祉情報掲載ウエ
ブサイトの企画・製作・各種業務用支援アプリケ
ーション開発等を行っている｡������������������������������������� �������������������������� ���������
Ｉターンで長野県にやってきた山仕事を愛する
若い仲間が集って設立｡ 大北地域をフィールドに､
森林整備や間伐材などの素材生産､ さらに木材利
用品の製造などの事業をおこなっている｡ さらに
森林整備コンサルティングや､ 森林空間を活用し
たレクリエーション事業を通じて､ 人と森とのよ
り良い関係つくりを目指している｡��������������������������������������� ������ �������
旅行業初の企業組合で旅行業の経験が10年以上
の者が合いより設立したもので､ 個人が免許を取
得して会社組織で始める場合に比べ費用が大幅に
安いため組合員がほば２倍に増えており､ 定年退
職者だけでなく､ リストラや早期退職者もいる｡

�������������������������������������������������� ������������������������������ ��������
自主的な協同活動による職場づくりと地域社会
への貢献を目的に任意団体として昭和62年にスタ
ートし､ 平成４年６月に法人化した｡
現在､ 住宅地内のショッピングセンターに２店
鋪のリサイクルショップを持ち､ 不用品の委託販
売業務を行っている｡ その一方､ 各地に廃油ステ
ーションを設けて隔月ごとに家庭から出る廃食油
を回収して専門の業者に納入し､ 石けんに加工し
て販売している｡

��������������������������������������� ����������� ���������
介護保険法に基づく訪問入浴介護の指定を受け､
訪問入浴車には､ 看護婦､ 介護士が乗車し､ 利用
者宅を訪問する｡ 今後は､ 事業の幅を広げるため､
｢訪問介護｣ の指定を受け､ 介護の総合サービス
業としての基盤を築きつつある｡

�������������������������������������� ������������������������ ���������
株式会社創和設計が自己破産した後､ そこの元
従業員10名により相互扶助の精神に基づく業務の
再建を目指して発足した｡
受注先は神奈川県､ 横浜市などの官公庁が多く､
小学校や公園などの設計を手がけた｡ 建築設計だ
けでなく､ それを取り囲む環境の設計・調査に取
り組み､ 豊かで多様なまちづくりの実現を目指し
た活動を行っている｡
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会社の第一線を引退した設計・環境対策・工業
技術・労働・ＴＱＣなどの専門職ＯＢで組織｡ 中
小企業を対象にしたコンサルタント業務や社員研
修､ 事務の請負などを主事業とする｡ �������������������������������������������� ��������������� ��������

食堂を女性たちのみで運営し､ 薬膳料理をメイ
ンに提供｡ 客の自然食指向により売り上げも好調
で経営状況も良好である｡

�������������������������������������� ��������� ���������
任意団体としてビル清掃等を行っていた木曽清
美会が､ 木曽病院､ 県の合同庁舎などのビル管理
を請け負い､ 新しい職場の確保と地域への貢献を
目的に法人化した｡�������������������������������������� ��������������� ���������

生協の共同購買グループ活動が発端となり､ 主
婦が更なる前進・拡大を目指して設立｡ 半年間に
わたり､ 開店へ向けた準備を始め､ 営業した｡ 将
来は ｢衣食住｣ の情報ステーションを目指すとと
もに､ 配食サービスも実施する予定である｡���������������������������������� �������������������������������������� �������
ＮＰＯとして幅広い分野で事業を実施してきた
が､ 非営利活動組織ではボランティア意識が強く
経済活動に支障を来たすため､ 法人化した｡ 組合
形態での販売､ 商品開発､ カルチャー教室の運営
を行うことにより組織の充実強化を図っている｡

��������������������������������������� ������������ ���������
組合員は幼稚園教諭もしくは保育士である｡ ８
年ほどのグループ活動のうえ､ 法人化した｡ ｢個
性を伸ばす｣ を理念に教育・保育事業のレベルア
ップを目指している｡



������������������
消費者ニーズの多様化､ 価格競争の激化､ 情報化・国際化等大きく変化する現在の経済環境の

中で､ 中小企業者にとって生き残りをかけた競争がますます激しさを増している｡ こうした変化

に対応するためには､ 企業自身が常に市場動向を注視しながら､ 自らが持つ資源を活用し､ 強み

である機動性等を発揮して､ 新たな製品つくり､ 新たなサービスの提供等､ 収益を上げる経営に

取り組み､ 勝ち組として生き残っていかなければならない｡ このため､ 中小企業各社の自助努力

を前提とした経営革新に対する支援を目的に平成11年７月 ｢中小企業経営革新支援法｣ が施行さ

れた｡

なお､ 平成14年７月末現在承認を受けた件数は､ 全国で7,057件となっており､ うち､ 組合等

は62件､ 任意グループは82件となっています｡

本県については､ 11年度は24件､ 12年度は43件､ 13年度は40件､ 今年度は16件となっている｡

(平成14年11月末日現在) またこれを業種別 (４ケ年合計) にみると､ 製造業62件､ 建設業11件､

サービス業46件､ 小売業４件となっています｡

組合は､ １件承認を受けています｡

この法律の支援策は､

◆申請にはまずどのような資料が必要ですか？

・申請様式一式

・中小企業者の定款

・中小企業者の最近の２期間の決算書等が必要となります｡

◆どうすればこの支援を受けられるのですか？

この法律の適用を受けるのは､ 全業種の中小企業者または組合です｡

まず､ 手続きに従い､ ｢経営革新計画｣ を作成し､ 県または国の承認を得る必要があります｡

◆どんな計画ならいいのですか？

承認の対象となる経営革新計画の内容としては､ 新たな取り組みによって当該企業の事業の

向上に大きく資するものであり､ 概ね､ 以下の４種類に分類されます｡

１. 新商品の開発又は生涯

２. 新役務の開発又は提供

３. 商品の新たな生産又は販売方式の導入 �

１. 中小企業経営革新補助金制度

２. 政府系金融機関長期低利融資制度

３. 各種税制優遇措置

４. 石川県信用保証協会による信用保険法の特例

５. 小規模企業者等設備導入資金助成法の特例

６. 雇用関係助成金の支援措置を利用することが可能です｡

��������������



４. 役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動

このような ｢新たな取り組み｣ については､ 多様なものが存在しますが､ 個々の中小企業者に

とって ｢新たなもの｣ であれば､ 既に他社においてされている技術・方式を活用する場合につい

ても原則として承認対象とします｡

ただし､ 業種毎に同業の中小企業 (地域性の高いものについては同一地域における同業他社)

における当該技術の導入状況を判断し､ それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式

等の導入については承認対象外とします｡

また､ この計画の期間は３年間から５年間で､ 経営目標の指標として
※

｢付加価値額｣ を用いま

す｡ この計画が承認されるためには､ ３年間なら９％､ ４年間なら12％､ ５年間なら15％以上の

伸び率が必要になります｡

※付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費 (含リース料)

次にフローを紹介致します｡������������
１ 支援機関へのお問い合わせ

対象者の要件､ 経営革新計画の内容､ 申請手続､ 申請窓口､ 支援策の内容相談については､

商工労働部地域産業振興課 (繊維､ 伝統産業) ������������､ 経営支援課 (上記

以外の業種) ������������及び中央会にお問い合わせ下さい｡�
２ 必要書類の作成・準備

計画承認申請書 (上記の各課及び中央会に用意してあります)�
３ 申請書の提出

本法に関連する債務保証､ 融資､ 補助金等を利用する場合には､ 計画申請と並行して当該

関係機関と密接な連絡をとることが適当であります｡�
４ 県の承認

県の承認後､ 支援機関等による審査を経た上で､ 支援策等が決定となります｡ 計画開始後､

フォローアップのために､ 計画進捗状況調査が行われます｡

なお､ 計画の承認は支援策を保証するものではなく､ 承認を受けた後､ それぞれの機関等

において､ 別途､ 審査が必要になります｡

�
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日本地酒協同組合は､ 平成13年に ｢めざすはＥ－ビジネス｣ をテーマとして東京都より経営革
新計画の承認を受けた｡ ＩＴを有効に活用していくことが不可欠であり､ 業界としても充分に認
識しているとし､ インターネットの活用による通信販売事業への進出､ 観光蔵システムの導入に
より､ 顧客の組織化を通じての直販システムの強化及び飲食店経営支援システムの導入､ そして､
共同マーケッティング事業の展開を目標に取り組んだ｡ 組合は､ 設立の趣旨にもあるように
｢……特色ある手作りの地酒をより多くの愛飲家に届けたい……｣ としているものであり､ 従来
の通信販売からインターネットによる販売等で活路を見出そうとしている｡ また将来的には､ 諸
会議を含めＩＴ技術を駆逐した電子協同組合として､ また､ 会員組合員の生き残りに貢献し､ ひ
いては､ 日本酒 (文化) を全世界に発信したいと事業に取り組んでいる｡
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��������������������������
山陽豆腐協業組合は､ 平成11年に ｢乳酸菌を活用したオカラの長期保存方法の開発とこれを使
った家畜飼料の開発､ 生産､ 販売｣ をテーマとして岡山県より経営革新計画の承認を受けた｡ 廃
棄物として有料で処分されているオカラを､ 何とか有効利用できないかと試行錯誤してきたがオ
カラの長期保存技術を確立した｡ 豆腐の上澄み液など栄養価の高い排水に３種類の乳酸菌を混合
させ､ 安定的に製造された乳酸菌の培養液をオカラに加えて腐敗を防ぐ仕組みである｡ 今､ 全国
の豆腐メーカーが排出するオカラは年間約70万トンに上り､ その殆どが廃棄物として埋め立て処
分されている｡ 環境問題に非常に役く立つこの技術を組合では､ 全国の豆腐メーカーにアイセン
ス供与し､ フランチャイズ方式で展関している｡

���
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東京美術紙工事業協同組合は､ 平成12年に ｢ＣＤかくれんぼ本の開発｣ をテーマとして東京都
より経営革新計画の承認を受けた｡ ＣＤかくれんぼ本とは､ 一口で言えば､ 本と一体になった紙
型ＣＤ・ＤＶＤ収納パッケージのことである｡ 近年､ マルチメディアの進展に伴いＣＤ付き､
ＤＶＤ付きの書籍が多く使用されていたが､ これでは物足りず､ もっと書籍になじみやすい新し
いタイプのパッケージの開発が望まれていた｡ このＣＤかくれん本はあらゆるサイズに対応でき
る｡ 例えば､ コンパクトサイズ､ レギュラーサイズ､ Ａ５サイズ､ Ｂ５サイズ､ Ａ４サイズに対
応できる｡
組合のねらいは､ 受注受身型企業体質からの企画提案型製本会社への取り組み､ かくれん本の
研究開発､ 量産化と販路の開拓であり､ 今回の新製品の開発にみられるように､ 自社の人的､ 技
術的経営資源を活用した研究開発を行い､ ｢自社ブランド｣ を確立することにより､ 企画提案型
企業に脱皮しようとしている｡

���
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簡敏な乾式方法による古紙の紙以外へのリサイクルシステムに

着目､ 産学の密接な連携により石油系材料に代わる新材料の開発

に成功､ 製造プラントとともに注目を浴びている｡

背景と目的

古紙リサイクルは溶解方式による再生紙やトイレットペーパー等への活用が行われているが､

大量の良質水と高額な廃水浄化装置が必要となるため､ 導入できる地域が限定されていた｡ そこ

で当組合は古紙の紙以外への用途開発に着目し､ しかも導入できる地域を限定しない ｢地域密着

完結型リサイクルシステム｣ として乾式方法での古紙リサイクルに取り組むこととなった｡

取り組みの内容

組合設立当初から明確な開発目標を定め､ 中小企業創造法の認定を受けて平成11年から３年間

で約3,700万円の補助金を受けるなど十分な資金的裏付けのもと事業を推進｡ この期間中に､ 綿

状にされた初期材料を発泡ビーズに加工する造粒装置､ 同材料を薬剤と混合して液化する液化装

置､ 液化した原材料を発泡体に成形する発泡成型機､ 発泡体に発泡ビーズを混合して複合発泡体

を成型するための供給機等からなる古紙リサイクルプラントを開発した｡ 同プラントの成果物で

ある生分解複合発泡体は､ 今後石油系製品に代わって建築資材や包装資材､ 農産資材等への幅広

い利用が見込まれている｡ 研究開発にあたっては石川県工業試験場､ 金沢大学など試験研究機関

と幅広くかつ密接に連携し､ それらの指導助言のもと進められた｡ また理事長が経営する会社が

研究開発型企業であったため､ 研究開発をはじめとしたマンパワーを得ることができたこと､ 開

発した液化装置が異業種成果表彰において中小企業庁長官賞を受賞し､ 組合員のモチベーション

が向上したことなども特筆すべきことである｡

成果

乾式方法による古紙の紙以外へのリサイクルのプラントとそこから製造される生分解複合発泡

材が事業の成果物である｡ ともに基礎研究を終えた段階であるが､ 発泡材については建築､ 農業

など多方面から注目を集めている｡ プラントについては実験機の段階であるので､ 今後はユーザ

ーの立場に立った製品化を検討していくつもりである｡

リサイクルシステム図
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大型ディスプレイと携帯端末による情報提供事業に取り組み商

店街のＩＴ基盤を整備､ 空きビルを借り上げこのための活動拠点

として ｢金沢biz cafe｣ をオープンさせた｡

背景と目的

片町商店街は金沢の中心部に位置し､ 老舗と専門店の並ぶ北陸有数の商店街である｡ これまで

商店街活性化については様々な取り組みを行ってきたが､ 同組合内にあるインターネット委員会

ではＩＴを用いた商店街活性化策を模索していた｡ そのようななかで､ 同委員会の若手有志が石

川県システム工業会等との交流を通してＩＴを用いたアクティブポスター (動く広告) の手法を

知り､ 取り組むこととなった｡

取り組みの内容

国の補助金等を利用して商店街内のマグネットポイント６カ所に50インチのプラズマディスプ

レイを設置､ 100台の携帯端末 (ＰＤＡ) を購入してうち70台を一般消費者に貸与して双方向の

情報提供を行っている｡ これとあわせて商店街内にあった４階建ての空きビルを借り上げ､ 改装

を施し ｢金沢biz cafe｣ をオープン､ 活動拠点とした｡ １階には飲食店である ｢アジアンカフェ

CHACHA｣ が入居､ ビルの賃貸料42万円のうち半分をシェアしている｡ ２階はインターネット

利用スペースで､ 備え付けのＰＣで常時接続のインターネットを無料で利用することができるよ

うになっている｡ ３階にはサーバーを設置､ 事務局として ｢金沢biz cafe｣ の運営を行っている｡

｢金沢biz cafe｣ は建物の名称ではあるが､ 同時にＩＴを用いた組合員､ 行政､ 起業家､ ＳＯＨＯ

事業者､ 大学､ 一般事業者などによる情報交流を通した新ビジネスのアイデア創造の場でもあり､

いわば商店街内インキュベーション施設として位置づけられ期待されている｡

成果

｢金沢biz cafe｣ の立ち上げによって､ ＩＴを用いた商店街活性化のための物的､ 人的インフ

ラがほぼ整った｡ ｢金沢biz cafe｣ ＨＰに三大携帯電話サービス会社の一つが広告出稿すること

になり､ 将来の収益構造のひとつの形として道が開けた｡ また主に若手組合員に今ＩＴに取り組

まなければ生き残れないという強い使命感が生まれ､ それがまた他の組合員に波及することで組

合全体のＩＴに対する意識と理解が深まったことは新しい組合像を模索していく中で大きい｡

情情報報シシスステテムム図図
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全国有名百貨店の催事会場で加賀能登特産銘品を共同販売｡ 積

極的な新製品開発と ｢加賀能登特産銘品｣ のブランド力向上戦略

で好調な売上高を維持確保している｡

｢懐かしいふるさとの特産銘品が都会や地方都市では購入できない｡｣ と言う全国各地の県人

会からの要望に応えるため､ ふるさとの特産銘品等を百貨店催事売場で販売し､ 全国にいる石川

県に関係のある人々へそれらを提供する機会を設けるということが､ 取り組みの背景や動機であ

る｡ また､ 加賀・能登の特産銘品を全国のより多くの消費者へ周知し販売に結びつけていくこと

や､ 特産銘品とともに､ 石川県の伝統文化等を全国へ発信することも狙いである｡ 個人消費が低

迷するなかで､ 過去３年間の売上高は堅調に推移し､ 衰えを見せていない｡

組合事務局と催事開催会場となる百貨店側との連携の良さ､ 企画や販売促進等の事前の調整・

販売体制を事務局がしっかりと整備していることで､ 各組合員が販売のみに力を入れることがで

きる基盤を作りあげている｡ また､ 組合・組合員が百貨店への顧客の動員や来店客を７､ ８階の

催事場へ誘導するための工夫を結束して行っている｡ さらに､ 近い将来インターネットを活用し､

ホームページでも組合員の取扱い商品の情報発信を積極的に行う予定である｡

個人消費が低迷している近年の経済状況にもかかわらず､ 組合の共同販売事業の売上高は､ 過

去３年間では前年比を上回るか前年同様の数字を実績として残している｡

堅調な売上高を維持している背景には､ オリジナリティ豊かな新商品の開発､ 顧客ニーズへの

迅速な対応等が､ 大きな要因となっている｡ また､ 百貨店の催事販売に絞り込んだ販売戦略は､

百貨店という業態が持つ高級感や安心感を加賀能登特産銘品に付与でき､ 併せて高品質商品とし

て信頼の厚い逸品ブランドの醸成に質する効果を生んでいる｡ 結果として､ 組合員の経済基盤の

向上にも大きく寄与している｡

��▲ 物産展の案内
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事業所から団地居住者から排出される古紙類廃棄物を一ケ所に

集積､ 回収業者が一括して回収､ 処理する仕組みを作ることによ

り､ 廃棄コストの無料化とリサイクル化を実現｡

背景と目的

古紙類は産廃として処分すると有料の上埋め立てられて無駄になる｡ またダンボールは各事業

所が個別に回収業者に出すと有料での引き取りとなる｡ 当組合は金沢市が行った異業種技術研究

会でゼロエミッション化事業に取り組むこととなり､ その前段階として行った調査で古紙の処理

に対するニーズが高いことが判明｡ 第一段階として古紙類の一括回収､ 処理によるゼロエミッシ

ョン化に取り組むこととなった｡

取り組みの内容

まず､ 組合員は決められた日 (毎月曜日)､ 事業所から排出される古紙類を､ 上質紙 (名刺､

コピー用紙等)､ 中質紙 (雑誌､ カタログ等)､ 新聞紙 (ちらし含む)､ ダンボールの４種に分類

のうえ組合事務局の入居する金沢市異業種交流会館駐車場北側に設置された集積場に持参する｡

集積された古紙類は協力業者が一括して回収､ 製紙工場に持ち込まれた古紙類はトイレットペー

パーなどとして再利用されている｡ この事業は､ 団地内に事業所ないしは住居があれば誰でも指

定日に集積場所へ古紙類を持参､ 分別しておくだけでよい｡ なお､ 再生された商品を含め､ 組合

員､ 組合､ 古紙回収業者との間で金銭的なやりとりは一切なく､ 一連のプロセスがすべて無料で

行われているのが特徴である｡

成果

平成13年３月から８月にかけて､ 毎月約1.9トンの古紙類が回収されている｡ ダンボールなど

これまで事業所によってはコストをかけて処分していた古紙廃棄物だが､ 協力業者による一括回

収を実現することにより､ 処理の無料化が図られた｡ また､ 埋め立て処理されていた古紙類が再

利用され､ ゼロエミッション化へ組合として具体的な第一歩を踏み出すことができたなどの成果

があった｡ 組合では今後､ 古紙類の更なる回収促進を図るとともに､ 木質系廃棄物､ プラスチッ

ク系廃棄物等のゼロエミッション化へと取り組んでいくつもりである｡

組合ホームページのトップ図

�� ����������
http://www.yasuhara-net.
com/t-main.shtml
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田鶴浜の伝統である高級塗り建具を継承しつつ､ 現代感覚をと

り入れた洋風建具等にも注力している｡ 更に､ 建具加工技術を活

かし家具やインテリア製品の開発にも意欲的｡

背景と目的

少人数で行う家内工業的な色合いが強い建具業では､ 組合員が個々で行える営業範囲は極めて

小さなものにとどまらざるを得ない状況であった｡ 協同組合設立による共同化事業の推進により､

材料となる木材の共同購入､ 大口受注の獲得､ 共同販売促進 (共同宣伝・展示会・共同売り出し)

を行い､ よって組合員の経済的基盤の強化を図り､ 且つ ｢建具なら田鶴浜｣ という確固たるブラ

ンド力を確立することを目的としている｡

取り組みの内容

組合に事業としては､ 共同購入､ 共同受注販売､ 販売促進､ 福利厚生､ 教育情報等が実施され

ているが､ メイン事業として注力しているのが､ 共同受注販売事業である｡ テレビ・ラジオ､ 新

聞等の共同宣伝や展示会の開催等の成果として獲得した組合への受注物件は､ まず組合員へ情報

提供を行い､ 施工希望者を募る方法を探っている｡ 希望者が多数の場合は､ 抽選や組合員同士で

の話し合いで調整を行って決めることとなる｡ また､ 建具センター等の展示品への指名がある場

合には､ その展示品出品者へ優先的に配分を行っている｡

成果

組合が受注窓口となることにより､ 建設業者等の受注者から信頼感を得られる事となった｡ 共

同化後､ 個々の組合員では獲得できなかった､ 公共施設や旅館等極めて大口の受注物件を獲得す

ることが可能となった｡ また､ 組合が積極的に行っている共同販売促進事業が､ 組合員への仕事

量増大への期待感を増幅､ 展示会出品等で実績をあげた組合員は､ 組合事業へも協力的になり､

組合組織としての結束力向上に質する事となった｡

組合の積極的な共同宣伝や展示会開催等､ 攻めの営業姿勢が確実に ｢建具なら田鶴浜｣ という

認知度を高め､ 県内はもとより県外へも田鶴浜の名を浸透させてきている｡

��▲ 組合会館
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地域の建設開発工事､ 家屋解体等から発生する木くずを破砕→

チップ化→堆肥化して再利用｡ 堆肥が地域農家から高品質と評価

されるとともに組合員の環境意識も向上した｡

背景と目的

建設リサイクル法への対応は地域の個別事業者では困難であったため､ 各事業者における伐採

・伐根材の処理を請け負う協同組合を設立し､ 伐採材等の着実な処理､ 地域の緑化推進､ リサイ

クルの知識啓蒙等に取り組んだ｡

取り組みの内容

組合員が組合工場に木くずを搬入する (木くずの種類と量に応じて処理料が決まっている)｡

工場で処理材を分別して小割､ 破砕機に投入し､ 一次破砕､ 二次破砕を行った後､ 篩い機にかけ

て大小チップを選別し､ 地元酪農家や果樹農家に提供する｡ チップの一部は工場にて堆肥化され､

地域緑化推進のため地元小学校の花壇や地域ボランティアの花植活動に活用されている｡ また､

堆肥の一部を法面緑化に試験的に使用するなど､ チップや堆肥の多様な製品化､ 有効活用にも積

極的に取り組んでいる｡

成果

各事業者単独では限界があった ｢木くず処理｣ を組合が請け負うことにより､ 処理が着実に行

われるようになったのが大きな成果である (員外含む平成12年度共同処分受入実績 10トンダン

プ681台 ４トンダンプ55台 ２トンダンプ46台等)｡ また､ 地域小学校からの堆肥提供依頼､ 道

路沿いのサルビア栽培へのチップ活用等､ 地域社会の理解が深まると共に組合員の環境保護に対

する意識が高まったことも成果である｡ 成功要因としては､ 単なる木くずの処理にとどまらず､

地域の緑化推進､ リサイクルの知識啓蒙という長期的な目標を掲げ､ 良質の堆肥製造等地域社会

に直結した取り組みを行っていること､ 各種研究機関からの情報収集・提供を積極的に行ってい

ること等が挙げられる｡

リサイクル図

��
処理依頼を受けた木廃材等

枝葉 幹部

破砕

根部

破砕 破砕 破砕

再生資材(破砕チップ)

建築業に係わる伐採材・伐根材 家屋解体木材(角材) 木材工業からの樹皮

破砕

組合内での堆肥化 酪農家(牛舎・堆肥舎) 果樹農家
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《事例の紹介》

ゆりの木商店街は､ ＪＲ西千葉駅北口に立地し､ 道路の片面は千葉大学のキャンバスに接して

いる｡ 活動開始は1999年２月で３年目を迎えている｡

ピーナッツ (地域通貨の呼称) はクラブヘの参加は各店主の自立的な加入で､ 現在会員数は､

一般会員550名・商店25店舗・地域通貨協賛農家12名・福祉関連施設２等で構成されている｡

仕組みは､ ピーナッツクラブ会員店に用意されている申込用紙または事務局に､ 自分ができる

こと､ 自分がしてほしいことを明記して入会する｡ 次に通帳とサービスリストやピーナッツカタ

ログが配布される｡ サービスリストは先に登録した自分ができること､ してほしいことが紹介さ

れている｡ ビーナッツカタログには､ 会員店舗で利用できるサービスの内容が掲載されるのでこ

の情報を基にサービスの交換が行われる｡ サービスを受けた人は､ サービスを提供してくれた相

手に対してお礼に地域通貨であるピーナッツを渡すことで会員間又は地域内での地域通貨の流通

が実現される｡

通貨の単位 ｢ピーナッツ｣ を会員相互がプラス､ マイナスを双方の大福帳 (地域通貨帳) に記

入してサインし､ アミーゴ (スペイン語で､ お友達) と声を掛け合って握手する｡

今回の取材を通して筆者が実際に体験したことを以下記述する｡ 多少なりとも雰囲気を感じて

頂ければ幸いである｡

喫茶店で400円のコーヒーを飲んだが､ 300円を現金で支払い､ 残金の100円は大福帳にマイナ

ス100Ｐとし､ 受領者 (喫茶店) は自分の大福帳にプラス100Ｐ記帳し相互の大福帳にサインをす��
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る｡ 最後に�アミーゴ�と声を掛け合って握手｡ これで取引完了である｡�アミーゴ�と声を掛け合うとか｡ �握手�をすることの無い日常生活の中ではどうなること
かと思っていたが､ 実際その場になると不思議に違和感は感じなかった｡

ピーナッツは心と心の触れ合いの対価

｢ピーナッツ｣ は物､ サービスの対価ではなく､ 継続的な心と心の触れ合いの対価として､ ま

た人と人との気持ちのつながりである｡

従って､ サービス券､ カード等を利用した客寄せのための商店の割引サービスとは根本的にそ

の発想が異なっている｡ まず､ ｢ボランティア精神ありき｣ である｡ 会員はこの点を強く意識し

て行動しているようである｡ だから接客する態度に無理がない｡ 自然である｡

ピーナッツの計測基準は､ １Pea (ピー) ＝１円相当､ 一時間の労働は1,000Peaが目安として

いるが双方が合意すればいくらでも構わない｡ また､ 通帳が最初に発行されたときは残高ゼロで

あるが､ 取引をする際に残高がプラスである必要は全くない｡

通帳は３ケ月ごとに事務局に送付し､ 事務局がプラスの残高から月当たり１％の率で手数料を

差し引いて､ 新しい通帳を発行する｡ マイナスの残高の場合は金額に変更はない｡ 通帳の記入欄

がいっぱいになった場合には (15回分の取引の記入が可能)､ その都度同じ手順で更新が行われる｡

入会金､ 年会費は無料でＮＰＯ法人の事業全体の中で賄われている｡

トピックス

ピーナッツクラブが発足して今年で３年目になる

が､ ゆりの木商店会では２年前から�花と緑のプロ
ムナード�づくりに取り組んでいる｡ 通りは草花が
きれいに手入れされていて､ 行き交う人々の心に安

らぎと安心感を与えている｡

花の購入や手入れに掛かる時間は経費や面倒なこ

ととは考えておらず楽しむための費用であり､ 楽し

むための時間の消費と考え､ 気が付けば誰でも手入

れをするなど､ 来街者と景観を共有している｡

このような取り組みの結果､ 来街者が増えてきた

と評価している｡

人の輪＝人の和

地域通貨を導入した効果として､ 人の輪＝人の和

が増えたことである｡ 個人会員の広がり､ 加入､ 商

店の増加､ 農家会員､ 福祉事業所関連会員等との交

流が以前にも増して活発化したことである｡

また､ ピーナッツの利用も可能なフリーマーケッ

トを毎月第３土曜日に開催している｡ フリーマーケ

ットは地域通貨であるピーナッツの啓蒙普及の場で

あると共に､ 会員相互のコミュニティ促進の場とな

ることが期待されている｡ ��

《事例の紹介》

(朝日新聞の記事)



このほど､ 金融庁では､ 中小企業経営者から ｢金融庁の検査や金融検査マニュアルが厳しすぎ

るために､ 金融機関から貸し渋り､ 貸し剥がしを受けている｡｣ との意見が多く寄せられている

ことから､ ｢金融検査マニュアル別冊【中小企業融資編】｣ を作成し､ 公表しています｡

内容は､ 金融機関が自己査定や金融庁の検証で､ 中小・零細企業等の債務者区分の判断を行う

のに際し勘案すべき事項を検証ポイントとその具体的な運用例は下記の通りであります｡

金融庁ホームページ (http://www.fsa.go.jp//)��������
【金融検査マニュアル及び検証ポイント】

��

＜信用リスク検査用マニュアル＞
自己査定に関する検査について (別表)

検 証 ポ イ ン ト

項 目
１. 債権の分類方法

自己査定結果の正確性の検証�債務者
区分

②要注意
先

債務者区分は､ 債務者の実
態的な財務内容､ 資金繰り､
収益力等により､ その返済能
力を検討し､ 債務者に対する
貸出条件及びその履行状況を
確認の上､ 業種等の特性を踏
まえ､ 事業の継続性と収益性
の見通し､ キャッシュフロー
による債務償還能力､ 経営改
善計画等の妥当性､ 金融機関
等の支援状況等を総合的に勘
案し判断するものである｡
特に､ 中小・零細企業等に
ついては､ 当該企業の財務状
況のみならず､ 当該企業の技
術力､ 販売力や成長性､ 代表
者等の役員に対する報酬の支
払状況､ 代表者等の収入状況
や資産内容､ 保証状況と保証
能力等を総合的に勘案し､ 当
該企業の経営実態を踏まえて
判断するものとする｡

(中略)

ロ. 赤字企業の場合､ 以下の
債務者については､ 債務者
区分を正常先と判断して差
し支えないものとする｡

(中略)�中小・零細企業で赤字とな
っている債務者で返済能力
について特に問題がないと
認められる債務者｡

(中略)

１. 代表者等との一体性
中小・零細企業等の場合､ 企業とその代表者等との間の
業務､ 経理､ 資産所有等との関係は､ 大企業のように明確
に区分・分離がなされておらず､ 実質一体となっている場
合が多い｡
したがって､ 中小・零細企業等の債務者区分の判断に当
たっては､ 当該企業の実態的な財務内容､ 代表者等の役員
に対する報酬の支払状況､ 代表者等の収入状況や資産内容
等について､ 次のような点に留意し検討する必要がある｡� 企業の実態的な財務内容
代表者等からの借入金等があり､ 代表者等が当該企業に
対し当面その返済を要求しないことが認められる場合に
は､ 原則として､ これらを当該企業の自己資本相当額に
加味することができる｡�代表者等が借入金等の返済を当面要求しないことについては､
金融機関の業務日誌等や当該企業の決算書等における代表者
等からの借入金等の推移等により確認する｡
また､ 当該企業に代表者等への貸付金や未収金等があ
る場合には､ その回収可能性を検討し回収不能額がある
場合には当該企業の自己資本相当額から減額する｡� 代表者等の役員に対する報酬の支払状況､ 代表者等の
収入状況や資産内容等
イ. 代表者等には､ 例えば､ 代表者の家族､ 親戚､ 代表
者やその家族等が経営する関係企業等当該企業の経営
や代表者と密接な関係にある者で支援の意思及び支援
の能力を有する者などが該当する｡
なお､ 代表者等が債務者の保証人となっていない場
合であっても､ 債務者に対する支援の意思及び支援の
能力等が確認できるならば､ 代表者等に含んで考える
ことができる｡�代表者等が債務者の保証人となっていない場合の支援の意
思については､ 当該代表者等の確認書､ あるいは､ 金融機
関の業務日誌等により確認する｡

ロ. 例えば､ 企業が赤字で返済能力がないと認められる
場合であっても､ 代表者等への報酬や家賃等の支払い
から赤字となり､ 金融機関への返済資金を代表者等か
ら調達している場合があるので､ 赤字の要因や返済状
況､ 返済原資の状況を確認する｡
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＜信用リスク検査用マニュアル＞
自己査定に関する検査について (別表)

検 証 ポ イ ン ト

項 目
１. 債権の分類方法

自己査定結果の正確性の検証

③破綻懸
念先

特に､ 中小・零細企業等に
ついては､ 必ずしも経営改善
計画等が策定されていない場
合があり､ この場合､ 当該企
業の財務状況のみならず､ 当
該企業の技術力､ 販売力や成
長性､ 代表者等の役員に対す
る報酬の支払状況､ 代表者等
の収入状況や資産内容､ 保証
状況と保証能力等を総合的に
勘案し､ 当該企業の経営実態
を踏まえて検討するものとし､
経営改善計画等が策定されて
いない債務者を直ちに破綻懸
念先と判断してはならない｡

ハ. 代表者等の収入状況については､ 個人については個
人収支や資金繰り等､ 関係企業については企業収支や
資金繰り等により確認する｡
ニ. 代表者等の資産の内容
預金や有価証券等の流動資産及び不動産 (処分可能
見込額) 等の固定資産については､ 返済能力として加
味することができる｡
なお､ その場合に､ 代表者等に係る借入金や第三者
に対する保証債務がある場合には､ 当該借入金等の額
を控除する｡

２. 企業の技術力､ 販売力や成長性
企業の技術力､ 販売力や成長性については､ 企業の成長
発展性を勘案する上で重要な要素であり､ 中小・零細企業
等にも､ 技術力等に十分な潜在能力､ 競争力を有している
先が多いと考えられ､ 検査においてもこうした点について
着目する必要がある｡
なお､ 技術力等が企業の収益や財務内容に反映される時
期や度合いは､ 企業の取扱い商品・サービスの内容や経済
情勢等により大きな影響を受けることから､ 検査において
は､ 例えば､ 次のような資料等に基づき技術力､ 販売力や
成長性の今後の収益性等への影響度合いについて検討する
必要がある｡� 企業や従業員が有する特許等を背景とした新規受注契
約の状況� 新商品・サービスの開発や販売状況を踏まえた今後の
事業計画書等� 取扱い商品・サービスの業界内での評判等を示すマス
コミ記事等� 取扱い商品・サービスの今後の市場規模や業界内シェ
アの拡大動向等� 取扱い商品・サービスの販売先や仕入れ先の状況､ 同
業者との比較に基づく販売条件や仕入条件の優位性

３. その他� 経営改善計画等の策定
中小・零細企業等の場合､ 企業の規模､ 人員等を勘案
すると､ 大企業の場合と同様な大部で精緻な経営改善計
画等を策定できない場合がある｡
検査に当たっては､ そうした経営改善計画等が策定さ
れていない場合であっても､ これに代えて､ 例えば､ 今
後の資産売却予定､ 役員報酬や諸経費の削減予定､ 新商
品等の開発計画や収支改善計画等を勘案して債務者区分
の判断を行うことが必要である｡
他方､ 金融機関側より現在支援中である､ あるいは､
支援の意思があるという説明があった場合にあっても､
それらのみにとらわれることなく､ 上記のような何らか
の具体的な方策について確認することが必要である｡� 貸出条件及びその履行状況
貸出条件及びその履行状況については､ 債務者区分を
判断する上で重要な要素であり､ 仮に､ 条件変更等が行
われている場合には､ その条件変更等に至った要因につ
いて確認する必要がある｡
例えば､ 当該貸出金が設備資金として融資されたもの
の､ 返済能力の低下から収益による約定返済ができない
ため元本の期日延長が行われている場合や､ 運転資金等



������������������� ������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������������������������������������������������
(検証ポイント)

企業の実態的な財務内容について ��

＜信用リスク検査用マニュアル＞
自己査定に関する検査について (別表)

検 証 ポ イ ン ト

項 目
１. 債権の分類方法

自己査定結果の正確性の検証

が他の貸出金の元本や利息の返済額に流用され (いわゆ
る利息貸出)､ 結果として､ 元本又は利息の延滞が回避
されている場合などにおいては､ 貸出条件及びその履行
状況に問題があると考えられることから､ これらを踏ま
え債務者区分の判断を行う必要がある｡
一方､ 例えば､ 工場建設など設備資金を融資する場合､
短期資金 (いわゆるつなぎ資金) で融資し､ これを後に
通常の借入期間の範囲内で長期資金に切り替えるものな
どもあることから､ 条件変更を行ったことのみをもって
債務者区分の判断を行わず､ 資金使途､ 変更理由を確認
する必要がある｡



(解説)

１. 売上の減少により連続赤字を計上し､ 債務超過に陥っている債務者については､ 一般的には､

当該債務者の財務内容からは返済財源が認められず､ 要注意先以下の債務者区分に相当する場

合が多いと考えられる｡

しかしながら､ 中小・零細企業等の債務者区分の判断に当たっては､ 代表者からの借入金に

より資金調達が行われ､ それを原資に金融機関へ返済が行われている場合があり､ このような

場合､ 債務者の実態的な財務内容及び返済財源を確認する必要がある｡

２. 本事例の場合､ 債務者の経営実態を踏まえれば返済能力は認められないが､ 債務者区分の判

断に当たり､ 当該代表者からの借入金について返済を当面要求しないことが認められるのであ

れば､ これを自己資本相当と考えることは可能である｡ その場合､ 債務者の財務内容は実質的

に大幅な資産超過となる｡ 一方､ 債務者区分の判断に当たっては､ こうした債務者の実態的な

財務内容のほか､ 貸出条件やその履行状況､ 債務者の今後の業績改善の見込や､ 今後の代表者

個人の返済余力等を総合的に勘案し判断することが必要である｡ こうした検討の結果､ 最近の

業況や今後の収益性を踏まえた今後の赤字見込額に比し実質的な資産超過額が十分にあり､ か

つ､ 代表者に今後の正常返済を履行するための十分な返済余力､ 資産余力があるならば､ 正常

先に相当する可能性が高いと考えられる｡

３. なお､ 自己資本相当額としてみなす場合には､ 代表者が当該借入金の返済を当面要求しない

ことについて､ 金融機関の業務日誌等や当該企業の決算書等における代表者からの借入金の推

移等により確認するとともに､ 代表者の資産内容や収支状況等について検討を加え､ 安定的な

ものではないと認められる場合には､ これを自己資本相当額とみなすことには問題があると考

えられる｡� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

���



� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(検証ポイント)

代表者の資力を法人・個人一体とみることについて

(解説)

１. 一般的に､ バブル期に取得した土地の地価の下落により債務超過に陥り､ また､ 当該土地を

売却できないために貸出金の期日延長を繰り返している場合には､ 債務者の財務内容､ 貸出条

件及びその履行状況に問題があることから､ 要注意先以下の債務者区分に相当する場合が多い

と考えられる｡

しかしながら､ 中小・零細企業の債務者区分の判断に当たっては､ 当該企業の財務状況のみ

ならず､ 例えば､ 代表者の個人資産等も勘案して､ その上で債務者区分を検討する必要がある｡

２. 本事例の場合､ 貸出金は長期にわたって実質延滞状態にあるほか､ 多額な塩漬け物件の含み

損等から実質大幅な債務超過状態にあり､ 貸出金の回収に重大な懸念があるとも考えられ､ 破

綻懸念先に相当する可能性が高いと考えられる｡

３. しかしながら一方､ 代表者は､ 企業の実質債務超過相当額を上回る個人資産を有し､ 当該資

産を債務者に提供する意思も確認されているほか､ 現に､ 個人資産から企業の借入金の返済も

行っている状況にある｡

したがって､ こうした代表者の資産内容を検証したところでの返済能力や返済の意思が十分

確認できるのであれば､ 要注意先に相当する可能性が高いと考えられる｡

４. なお､ 代表者等の資産について検討するに当たり､ その資産の有無のみならず負債や代表者

等個人の収支状況等についても確認する必要がある｡ (具体的には確定申告書､ 今後提供しよ

うとする資産の登記簿謄本や､ 他金融機関､ ローン会社等の抵当権の設定の事実等)｡

また､ 例えば､ 代表者が当該企業と別に企業を営んでいる場合､ 当該別企業の業況が芳しく

なく､ 当該別企業に対して今後もかなりの資産提供が予想される場合や個人で多額の借入金を

有する場合などについては､ その程度に応じて､ 要注意先以下に相当するかを検討する必要が

ある｡� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������
���



����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������
(検証ポイント)

代表者の長男の支援について

(解説)

１. 中小・零細企業等の債務者区分の判断に当たっては､ 当該企業の財務状況のみならず､ 例え

ば代表者と密接な関係にある者の支援の意思及び支援の能力を総合的に勘案して､ その上で債

務者区分を検討する必要がある｡

２. 本事例の場合､ 代表者は事業継続に強い意思をもっているものの､ 売上の減少が続き､ 業況

は低調に推移し､ 返済遅延､ 条件変更に至っていること等を勘案すると､ 今後経営難に陥る可

能性が高く､ 破綻懸念先に相当する可能性が高いと考えられる｡ しかしながら､ 遅延分につい

ては既に長男が支払解消しているほか､ 代表者の長男から､ 条件変更後の返済や最終の回収に

問題が発生した場合は支援を行う旨の申出があり､ かつ､ 当該長男の収入状況や家族状況等を

踏まえ今後とも支援を行う資力があると認められるのであれば､ 要注意先に相当する可能性が

高いと考えられる｡

３. なお､ 本事例のように保証人でなく､ また､ 経営に直接関連しない者の支援の検討に当たっ

ては､ 当該支援者の支援の意思の確認はもちろんのこと､ 残債権の金額と支援者の資力､ 代表

者と支援者との関係､ 親密度合等を確認する必要がある｡

なお､ 支援者の資力については､ 支援者自身の個人収支､ 借入金や第三者への保証債務の有

無等を確認する必要がある｡

仮に､ 当該支援者に借入金等があり､ 代表者を支援する資力がないと認められる場合には､

破綻懸念先に相当するかを検討する必要がある｡

また､ その確認に当たっては､ 当該長男の支援意思や収入状況等が当該長男から提出された

資料により確認できることが望ましいが､ このような資料がない場合には､ 例えば､ 当該長男��



との交渉結果等が記載された担当者の業務日誌等に基づいて確認することも考えられる｡� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(検証ポイント)

技術力について

(解説)

１. 中小・零細企業等の債務者区分の判断に当たっては､ 企業の技術力等が十分な潜在能力､ 競

争力を有し､ 今後の事業の継続性及び収益性の向上に大きく貢献する可能性が高いのであれば､

それらを債務者区分の判断に当たっての要素として勘案することは有用である｡

２. 本事例のように､ 業況不振により連続して赤字を計上し､ 債務超過に陥っている債務者につ

いては､ 今後､ 業況回復の可能性が低いと認められるのであれば､ 経営破綻に陥る可能性が高

い状態にあると考えられ､ 破綻懸念先に相当する可能性が高いと考えられる｡

しかしながら､ 債務者の持つ高い技術力によって今後もメーカー等からの受注が確実に見込

まれており､ 今後の業績の改善が具体的に予想でき､ さらに､ 他の種々の要素を勘案し､ 今後

の事業の継続性や収益性の向上に懸念がないと考えられるのであれば､ 要注意先に相当する可

能性が高いと考えられる｡

一方､ 今後の業況の改善が見込めず､ 企業の資金繰りの状況や代表者等の個人資産の余力等

を勘案したとしても､ 例えば､ 今後延滞の発生が見込まれるなど､ 事業の継続性に懸念がある

ならば､ 破綻懸念先に相当するかを検討する必要がある｡

３. なお､ 技術力の検討に当たっては､ 債務者が既に取得している､ 若しくは現在出願中の特許

権､ 実用新案権の存在が特許証明書等で確認できるのであれば､ 債務者の技術力の高さを表す

事例の一つと考えることができ､ 将来の業績に対するプラス材料の一つとなり得ると考えられる｡��

���



しかしながら､ 今後の事業の継続性及び収益性の見通しを検討するに当たっては､ こうした

特許権等の存在のみにとどまらず､ 例えば､ 当該特許権等により､ どの程度の新規受注が見込

まれるのか､ また､ それが今後の収益改善にどのように寄与するかなどといった点を具体的に

検討することが必要である｡� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������
(検証ポイント)

販売力について

(解説)

１. 長年の信用力の積み重ねにより､ 強固な販売基盤を有している企業の場合､ 新商品の販売動

向が急速な業績改善につながることは十分考えられることであり､ それらを債務者区分の判断

に当たっての要素として勘案することは有用である｡

２. 本事例の場合､ 売上高が大幅に減少し､ コストダウンの効果も現れず､ 財務内容や返済条件

も悪化の一途であり､ このため今後の業況回復の可能性が低いと認められるのであれば､ 破綻

懸念先に相当する可能性が高いと考えられる｡

しかし､ 一方で､ 今まで培ってきた販売ルートの強みを活かした新製品の拡販で今後の収益

改善の効果が見込める場合には､ こうした販売力も総合的に勘案して判断する必要がある｡

３. 販売力の検討に当たっては､ 今後の売上増加が期待できるといった説明だけではなく､ 具体

的にどのように売上の増加や収益の改善が見込めるかについて､ 例えば､ 新商品の評判､ 問い

合わせや引き合い等が今後の収益改善にどのように寄与するのかなど､ 今後の需給見込み等を��

���



踏まえた収益改善計画等により検討する必要がある｡ こうした検討の結果､ その実現可能性が

高いと認められるのであれば､ 要注意先に相当する可能性が高いと考えられる｡

なお､ その実現可能性が低いと認められ､ 企業の資金繰りの状況や代表者等の個人資産の余

力等を勘案したとしても､ 今後延滞の発生が見込まれるなど､ 事業の継続性に懸念があるなら

ば､ 破綻懸念先に相当するかを検討する必要がある｡� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(検証ポイント)

代表者等個人の信用力や経営資質について

(解説)

１. 中小・零細企業等の債務者区分の判断に当たっては､ 当該企業の財務状況のみならず､ 例え

ば代表者等個人の信用力や後継者の存在及び経営資質などを踏まえ､ 今後の業況回復や返済の

正常化の実現可能性について総合的に勘案して､ その上で債務者区分を検討する必要がある｡

２. 本事例の場合､ 債務者は､ 代表者の健康上の理由により大幅な減収､ 減益となり､ 返済に遅

延が生じ､ 元本・利息の履行状況について問題が生じていることから､ 今後業況の回復が見込��
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めないのであれば､ 破綻懸念先に相当する可能性が高いと考えられる｡ しかしながら､ 代表者

の信用力､ 経営資質や長男の仕事振りなどを背景として､ 代表者の業務復帰に伴う受注増加か

ら､ 今後､ 財務内容の改善や収益性の向上が具体的な経営改善計画やそれに代わる資料で見込

まれる場合には､ 要注意先に相当する可能性は高いと考えられる｡

３. なお､ 代表者本人の信用力等の検討に当たっては､ 代表者との面談､ 地元の評判等が記録さ

れた担当者の業務日誌等あらゆる与信管理情報に基づいて債務者の実態を把握し判断する必要

がある｡� ����������������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������
(検証ポイント)

収支計画の具体性及び実現可能性について

(解説)

１. 売上減少により連続して赤字を計上し､ 大幅な債務超過に陥っている債務者については､ 一

般的には､ 当該債務者の財務内容からは返済能力は認められず､ 今後､ 業況回復の可能性が低

いと認められるのであれば､ 経営破綻に陥る可能性が大きい状況にあると考えられ､ 破綻懸念

先の債務者区分に相当する場合が多いと考えられる｡ しかしながら､ 金融機関等の支援を前提

として策定された経営改善計画等が合理的で､ 実現可能性が高いと判断される場合には､ 要注��
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意先に相当する可能性が高いと考えられる｡

また､ 中小・零細企業等については､ 大企業の場合と同様な大部で精緻な経営改善計画等を

策定できない場合があり､ その場合であっても､ 当該計画に代えて今後の業況の改善等の可能

性を検討できる資料があれば､ それに基づいて債務者区分の判断を行うことができると考えら

れる｡

２. 本事例の場合､ 債務者は４期連続で赤字､ 大幅な債務超過に陥っている｡ 返済についても元

本返済猶予の条件緩和を実施している状況にあることから､ 今後､ 返済能力の改善が見込めな

いならば､ 破綻懸念先に相当する可能性が高いと考えられる｡ しかしながら､ 条件緩和の申出

時に作成した収支計画に基づいて経営改善に努め､ １年を経過した時点で計画比８割以上の実

績で推移し､ ２年後には約定弁済が見込まれるなど業況の改善がほぼ計画に沿って進捗してい

ると認められる場合には､ 要注意先に相当する可能性が高いと考えられる｡

３. なお､ 債務者によっては､ 金融機関が債務者からのヒアリング等により経営指導計画書等を

作成している場合がある｡ その際は､ その内容について債務者が同意していることに加え､ ま

た､ 再建の時期は明確か､ 過去の実績を無視した売上・経費削減等の計画となっていないか､

借入金の返済計画は妥当かなどについて､ これまでの経営実績､ 今後の収支見込等を踏まえ､

検討する必要がある｡� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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������������ ����������������������������������������������������������������
(検証ポイント)

経営改善状況と今後の見通しについて

(解説)

１. 例えば､ 売上の減少により連続して赤字を計上している等業況不振が続き､ 減価償却不足額

も加味すると実質債務超過の状態にあり､ かつ借入金の返済も事実上延滞の状態にある債務者

については､ 一般的には､ 返済能力は認められず､ 今後､ 業況回復の可能性が低いと認められ

るのであれば､ 経営破綻に陥る可能性が高い状況にあると考えられ､ 破綻懸念先の債務者区分

に相当する場合が多いと考えられる｡

２. 本事例の場合､ 金融機関が当該条件緩和を実施する際に､ 債務者の今後の収支見込み等を基

に返済能力を検討した事業計画等に沿った形で業況が推移し､ 今期になってその兆しが現れて

きたと考えられる｡ 今後も業況の改善が見込まれ､ さらに借入金の約定返済に向けた動きが見

込まれると判断できるのであれば､ 要注意先に相当する可能性が高いと考えられる｡

３. なお､ 中小・零細企業等の債務者区分の判断に当たっては､ 今後の業況見通しや借入金の返

済能力の判断について､ 債務者が作成した経営改善計画や収支計画等によって確認することが

望ましいが､ それらがない場合であっても､ 例えば､ 本事例のように､ 金融機関が返済条件の

緩和を行う際､ 債務者の今後の収支見込等を基に返済能力を検討した資料等で確認することも

できると考えられる｡ その際､ 債務者の今後の収支見込等については､ 具体的かつ現実的なも

のかを過去の実績等も踏まえて確認する必要がある｡

また､ 当該業種の特性として､ 一般的に､ 車両､ 倉庫等への投資が大きく､ 固定資産比率が

高いため､ 減価償却不足の状況､ また､ 顧客からの回収不能債権 (運賃) の状況等､ 正確な財

務内容 (実質債務超過の解消の可能性) も合わせて検討する必要がある｡

��



この２､ ３年､ 企業や自治体がＩＳＯの認証を取得したとか､ 食品産業でＨＡＣＣＰを導入し

たという新聞記事をよく目にします｡ ＩＳＯは ｢アイエスオー｣ とか ｢イソ｣､ ＨＡＣＣＰは

｢ハセップ｣ などと呼ばれていて､ 大体の概略は皆様ご存知のことと思います｡ それで､ 今回は

ＩＳＯとＨＡＣＣＰについてもう少し詳しい基礎知識について紹介します｡��������
ＩＳＯとは､ 国際標準化機構 ( International Organization for Standardization ) の略称

で､ 国際的な標準規格を制定し､ 普及促進を目指すもので､ 1974年にロンドンで設立されたＮＧＯ

(非政府国際機関) です｡ 日本をはじめ120カ国以上が加盟しています｡

ＩＳＯはこれまでに製品､ 試験・測定方法などに関する規格を1,200以上制定し､ 世界各国で

幅広く適用されています｡ 身近なものとしては､ 非常口のシンボルマーク､ キャッシュカードの

寸法､ イソネジ (ＩＳＯネジ) などがあります｡�������������
顧客が購入する製品の品質を確かなものにしようとする場合､ 製品検査だけでは不十分となり､

供給者に対して製品の品質規格だけでなく､ 製造工程・品質管理体制までも含めて､ 所要の品質

を作り出し､ 維持するための品質システムの構築を要求するようになります｡

ＩＳＯ9000シリーズは､ このような顧客からの立場から供給者に対して要求される ｢品質シス

テム｣ が具備すべき必要事項を20項目にまとめて作成された国際規格で､ 次のような特徴を持っ

ています｡

１. 企業の品質についての方針を定め

２. 品質にかかわる各人の責任と権限を明確にし

３. 品質を実現するための品質システムを品質マニュアルの形に文章化し

４. 現場が間違いなく品質マニュアルどおりに実行していることを

５. 記録することにより証明し

６. 顧客の要求する品質を確保していることをいつでも開示できるようにしている

ＩＳＯシリーズは､ 商品の性格やユーザーとメーカーの立場､ 要求の程度に応じて､ 次の５つ

の規格から構成されています｡

��
規 格 名 各 規 格 の 概 要

ＩＳＯ 9000－1
品質管理及び品質保証の規格
[品質管理の考え方､およびISO9001からISO9004-1等の規格をどのように使い分けるかを
説明したもの]

ＩＳＯ 9001
品質システム
[生産者が設計・開発､ 製造､ 据え付け､ 及び付帯サービスまでのすべての業務を実施し
ている場合に適用する規格で､ もっとも完全なモデル]

��� ��������������



ＩＳＯ9000 (ＩＳＯ14000も) は第三者審査制をとるところが特徴の一つです｡ 審査員が所属

する審査機関 (認証機関) は数多く存在しますが､ この審査機関を認める認定機関は各国に１つ

ずつあり､ 日本の認定機関はＪＡＢ (�日本適合性認定協会) です｡
ＩＳＯ9000取得に向けてのフロー

��

ＩＳＯ 9002
品質システム
[設計が既に確立している場合､ または購入者あるいは外部から与えられている場合で､
生産者が製造､ 据え付け､ 付帯サービスを実施しているときに適用する規格]

ＩＳＯ 9003
品質システム
[設計､ 製造､ その他の使用方法が長時間にわたって､ 確立していて､ 品質保証要求事項
が最終検査､ 最終試験で十分とされる場合に適用する規格]

ＩＳＯ 9004－1

品質管理および品質システムの要素
[供給者のための規格｡ 品質管理活動の一般通則で､ 生産者が品質管理を行うときに何を
しなければならないかという指針を示すもの｡ 供給者の行うべき品質管理活動の手引きで
あって､ 強制力はない]

�������������
・トップが品質システムの意義を充分認識

・社長､ 各部門長などで構成
・ＩＳＯ推進メンバーの選任
・ＩＳＯ推進計画の作成

・全社員への決意表明
・社員の意識改革・動機付け

・品質方針の立案 (品質管理責任者)

・ＩＳＯ規格にそったマニュアルの作成
・業務プロセスの分析と見直し
・業務フローの作成
・ＩＳＯ要求事項と既存規定の整合性

・品質マニュアル､ 手順書の実践による検証
・内部監査員 (有資格者) による監査の実施

・監査員から実施責任部門への是正指示
・実施責任者は是正勧告書に基づき改善
・経営者によるマネジメントレビューの実施

・審査機関の審査員による書類審査及び現場審査

・審査機関による審査合格通知

・各部門の自主チェック
・内部品質監査 (２回／年)
・経営者によるマネジメントレビュー (２回／年)
・審査機関による審査 (１回／年)

目 的 の 明 確 化

社内推進体制の確立

キック・オフ宣言

品 質 方 針 の 策 定

品質マニュアルの作成
手 順 書 の 整 備

内部品質監査の実施

品質システムの見直し

本 審 査 の 受 審

合 格 ( 認 定 取 得 )

品質システムの維持

���������������������������

�����������



■ ＩＳＯ9000取得のメリット

メリットとしては､ ＩＳＯ9000の取得を対外的にアピールできること､ そして ｢品質保証｣ の

面で他者との差別化が図れることが上げられます｡

社内的には､

・社員の製品の品質に対する意識が高まる

・責任の所在が明確になることによって部署間の関係が良好になる (役割分担の明確化)

・仕事の効率化につながる

など､ 組織強化に貢献する点が多い｡��������������
ＩＳＯ14000シリーズは､ 組織活動が環境に及ぼす影響を最小限に食い止めることを目的に定

められた､ 環境に関する国際的な標準規格です｡

環境マネジメントシステムに関するＩＳＯ14001/14004を始め､ 環境監査に関するＩＳＯ14010

/14011/14012などから構成されます｡

1996年に発行したＩＳＯ14001は､ 企業が環境方針及び環境目的を明確にし､ 自らの活動や製

品・サービスが環境に及ぼす影響を管理・改善することによって､ 健全な環境パフォーマンスを

達成することを目的としたシステム規格です｡ ＩＳＯ14000シリーズの概要は以下の通りです｡

■ 環境マネジメントシステムの登録審査

環境マネジメントシステムの審査登録をするには､ ＩＳＯ14001に基づいてプロセスを行うこ

とが必要です｡

環境マネジメントシステムは､ [PLAN] → [DO] → [CHECK] → [ACTION] を繰り返し

実践することにより､ 継続的な改善が推進されます｡��

規 格 名 各 規 格 の 概 要 規 格 名 各 規 格 の 概 要

ＩＳＯ14001
環境マネジメントシステム
[仕様及び利用の手引き (認証取得の
対象)]

ＩＳＯ14040
～14043

ライフサイクルアセスメント

ＩＳＯ14004
環境マネジメントシステム
[原則､ システム及び支援方法の一般
指針]

ＩＳＯ14050 用語と定義

ＩＳＯ14010
環境監査の指針
[一般原則]

ＩＳＯ14020
～14025

環境ラベル

ＩＳＯ14011
環境監査の指針
[監査手順､ 環境マネジメントシステ
ムの監査]

ＩＳＯ14031 環境パフォーマンス評価

ＩＳＯ14012
環境監査の指針
[環境監査員のための資格基準]

● 環境方針の決定
● 環境影響と環境側面の評価
● 目的・目標の決定
● 環境管理プログラムの作成

環境マネジ
メントシス
テム文書の
作成

運

用

システム
のチェッ
ク

是正処理､
経営層によ
る見直し



■ ＩＳＯ14001導入のメリット・デメリット

① メリット

・環境コストの削減効果＝資源､ エネルギーの効果的な利用､ リサイクルによる処理コスト

の減少など費用の削減効果が見込めます｡

・環境リスクの回避＝従業員の問題意識も高くなり､ 体制整備も進んでいることから事故を

未然に防止する可能性が高い｡

・企業イメージの向上＝企業の環境問題に対する取り組み姿勢が明確になり､ イメージアッ

プを図ることが出来る｡

・商品取引上での優位性､ 必要性

② デメリット

・文書化､ システム化に伴う労力の増加＝作業等について文書化､ システム化が義務づけら

れており､ それらにかかる労力はかなり大きなものとなります｡

・システムの導入コスト､ 維持に伴うコスト＝一般的に認証取得費用だけで300～500万円程

度必要 (企業規模により異なる) になるといわれています｡ また､ 通常は取得に際し､ コ

ンサルタントを利用・活用することが多く､ その費用が別途必要になります｡ さらに､ 内

部担当者の人件費や事務関係費用､ 維持審査､ 更新審査の費用も発生します｡

③ 導入に向けての考え方

システムの導入・維持コストは､ 省エネ､ リサイクルによるコスト削減効果と相殺した結

果､ コスト削減効果の方が大きかった事例が多くあり､ 必ずしも負担増になるとは限らない､

とのことです｡

また環境マネジメントシステムは､ 地球環境保護に対して社会的責任を果たす企業である

ことを証明する規格です｡ その導入の結果として､ 顧客や地域社会に対する信頼をもたらし､

顧客を獲得､ 維持することができる､ という面を考えなくてはなりません｡����������
ＨＡＣＣＰは､ 食品に対する生活者の ｢安全・安心｣ の要求が世界的に強まってきたことを背

景に法制化されました｡

ＨＡＣＣＰとは原料や製造工程の中で ｢何が危害となるのか｣ を明確にし､ 品質管理を行う上

で ｢この管理ポイントをミスしてしまうと不良品ができてしまう管理項目｣ を重点的にそしてシ

ステム的に管理するための手法です｡������������������������
従来の品質管理は､ できあがった商品を抜き取り検査し､ その結果で製品の合否を判定してい

たのに対し､ ＨＡＣＣＰでは原料､ 製造工程､ 流通といった過程の重要点をしっかり管理して良

い商品を製造するという､ いわば ｢製造工程で安全を対象とした品質を作り込む｣ という考え方

が基本です｡

ＨＡＣＣＰとはＨＡ (Hazard Analysis：危害分析) とＣＣＰ (Critical Control Point：重��



要管理点) を省略したもので､ 直訳すると危害分析重要管理点となります｡ 厚生労働省ではこれ

を食品衛生法で法制化し､ 総合衛生管理製造過程と呼んでいます｡

ＨＡとは ｢危害分析｣､ つまり原料や製造過程の中で､ 商品を製造する上で何が危害となるか

を事前に調べておき､ 明確にすることです｡

ＣＣＰとは原料や製造工程中で､ ここの管理ポイントをミスすると不良品ができてしまう (問

題が起きてしまう) と言った管理項目です｡ これは言い換えると品質管理上の目の付け所であり､

重要な管理項目のことです｡

これを図解すると下図のようになります｡

また､ 食品工場で実施すべき品質管理を総合的品質管理と表現しますと､ 次の図ようになります｡

なお､ ＨＡＣＣＰシステムが管理の対象としている項目は､ 食品の安全性に関するものです｡

食品の安全性とは､ 次の３つの危害が対象となります｡

① 生物学的な危害

微生物の増殖などによって起こる食中毒の原因になる危害｡

② 化学的な危害

原材料に由来する農薬や抗生物質および工場内で使用する洗剤・殺菌剤の混入と言った化

学物質による危害｡

③ 物理的な危害

金属､ 石､ ガラスのような危険異物の混入による危害｡����������������
このシステムは1960年代､ アメリカの宇宙計画向けの食品製造のために考案されました｡ 宇宙

食に100％の安全を保証をするためにはどうしたらいいのかを検討して考え出されたものです｡��

ＨＡＣＣＰとは

ＨＡ
危 害 分 析

ＣＣＰ
重要管理点

製造過程で､ 絶対逃すこ
とができない管理項目
(管理上の目の付け所)

何が危害となるのか
を明確にする

システムとして管理する

総合的品質管理の対象とする管理項目

総
合
的
品
質
管
理

安 衛生的危害 (生物学的､ 化学的)
全
性 危険異物 (物理的) 危害

クレームの削減 (安全性を除く)

おいしさ､ 満足感 (ＣＳ) の管理

ＨＡＣＣＰ



その後､ 食品一般の安全性確保のシステムとして一般化されました｡

現在では､ 国際的な調和を図る組織であるＦＡＯ／ＷＨＯ (ＦＡＯ：食料農業機構､ ＷＨＯ：世

界保健機関) の合同食品規格委員会 (コーデックス委員会) により､ ＨＡＣＣＰシステム適用の

ためのガイドラインが示されています｡ わが国をはじめ､ 各国において進められているＨＡＣＣＰ

システムによる衛生管理はこのガイドラインに沿ったものです｡������������
日本では1995年５月､ 食品衛生法の一部改正に伴って総合衛生管理製造過程の承認制度が創設

されました｡ 米国やＥＵ (欧州連合) のようにＨＡＣＣＰの実施を義務づけたものではなく､ 営

業者の自主性にまかされたものとなっています｡

現在までに

① 乳

② 乳製品

③ 食肉製品

④ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 (いわゆるレトルト食品)

⑤ 魚肉ねり製品

⑥ 清涼飲料水

の計６品目が承認制度の対象食品となっており､ 厚生労働省が承認を行っています｡����������
参考までに導入の手順について掲げておきます｡

ＨＡＣＣＰを用いて衛生管理を行うためにはまず計画書 (ＨＡＣＣＰプラン) を作成すること

から始めます｡ ＨＡＣＣＰプランには､ コーデックス委員会が定めたＨＡＣＣＰの７原則が盛り

込まれている必要があります｡ また７原則のステップをさらに細かくしたものとしての12の手順

があります｡ 実際にはこの12の手順に従いＨＡＣＣＰプラン作りに取り組むことになります｡

��
ＨＡＣＣＰ導入の手順

手順１ ＨＡＣＣＰチームを編成する

手順２ 製品の特徴を記述する

手順３ 製品の使用方法を明確化する

手順４ 製造工程一覧､ 施設の図面及び標準作業書を作成する

手順５ 製造過程一覧を現場で確認する

手順６ 危害分析 (ＨＡ) を実施する � [原則１]

手順７ 重要管理点 (ＣＣＰ) を決定する � [原則２]

手順８ 管理基準 (許容限界) を設定する � [原則３]

手順９ ＣＣＰの管理をモニタリングする方法を設定する � [原則４]

手順10 モニタリングにより個々のＣＣＰが管理状態にないことが示され

たときに取られるべき改善処置を決める � [原則５]��



������������
① 組織全体の意識を一本化

ＨＡＣＣＰシステムの構築活動は､ 単に認証を取得すればよい､ ということではなく､ 構築

されたシステムが経営に役立ち､ 経営方針の達成に寄与する､ という仕組みづくりがなされな

ければなりません｡ また､ 経営者､ 現場責任者､ 作業従事者が一体となって取り組むことによ

って､ 組織全員の製品に対する理解や衛生知識の向上につなげる必要性があります｡

② 企業の競争力を強化

危害分析を行うことで､ 従来の製造方法を見直し､ 重点的に管理すべき箇所を従業員が明確

に把握することができるため､ 今まで以上に安全な食品が製造できるようになります｡

ＨＡＣＣＰを導入して生産された製品は ｢安全な食品｣ として認識されるので､ 製品の競争

力が強化されます｡ また､ 不良品発生率が低下し､ 事故に伴う損害賠償や不良品回収の危険性

も小さくなり､ 経営上のメリットが出てきます｡

③ 企業ノウハウの蓄積

これまで特定の技術者が経験的に獲得してきた技術を､ 科学的な裏付けを行い分かりやすく

マニュアル化することによって､ 経験の浅い人でも品質向上や食中毒などの危険防止に高い意

識を持つことが出来ます｡

また､ たとえ完全なシステムを作っていても､ 時間の経過と共に形成される新しいノウハウ

をシステムのなかで生かしていくことが必要です｡ ＨＡＣＣＰでは､ 計画どおりに実行されて

いるかを科学的な手段で定期的に把握し､ 必要に応じてシステムを変更するため､ 安全性の維

持と共に企業ノウハウの蓄積にも寄与します｡

��

����
たときに取られるべき改善処置を決める � [原則５]

手順11 ＨＡＣＣＰシステムが効果的に作動していることを確認する検証

方法を設定する � [原則６]

手順12 これらの原則及びその適用に関する全ての手法及び記録に関する

文書の作成方法を定める � [原則７]



�������������������������
(石川県企画開発部統計課)����������������������������������������

事業所・企業統計調査による平成13年10月１日現在における石川県内の事業所数は､ 72,638事

業所､ 従業者数は601,058人となっている｡ このうち､ 民営事業所は､ 事業所数が69,983事業所､

従業者数が541,965人となっている｡

前回 (平成８年) と比べると､ 事業所数は5,582事業所 (7.1％) の減､ 従業者数は39,715人 (6.2

％) の減とともに減少した｡

この20年間の事業所数の推移をみると､ 昭和61年まで増加していたが､ 平成３年から減少に転

じ､ 徐々に減少幅を増やし､ 平成13年は7.1％減少した｡ また､ 従業者数は､ 昭和56年以降増加

を続けていたが､ 平成13年では6.2％減と初めての減少となった｡

１事業所あたりの従業者数は0.1人増加

１事業所あたりの従業者数の推移を見ると､ 昭和56年以降､ 前回 (平成８年) までは従業者数

の伸びが事業所数の伸びが事業所数の伸びを上回っていることから増加傾向を示していた｡ 前回

と比べると､ 事業所数､ 従業者数共に減少したが､ 事業所数の減少率が従業者数の減少率を上回

っていたことから､ １事業所あたりの従業者数は前回の8.2人から8.3人へと0.1人増加した｡

男女ともに従業者数は減少したが､ 女性従業者の割合は拡大

従業者数を男女別にみると､ 男性が335,713人 (全体の55.9％)､ 女性が265,345人 (同44.1％)

となっており､ 前回 (平成８年) に比べ男性が7.2％減､ 女性が4.9％減と共に減少している｡ 従

業者総数に占める女性の割合は､ 男性従業者の減少率が女性を上回ったため､ 0.6ポイントの拡

大となった｡ ��

調査年

事 業 所 数 従 業 者 数 １事業所
あたりの
従業員数実 数 増加数

増加率
(％)

実 数 増加数
増加率
(％)

昭和56年 78,795 4,539 6.1 539,166 49,798 10.2 6.8

昭和61年 81,479 2,684 3.4 560,927 21,761 4.2 6.9

平成３年 80,594 △ 885 △ 1.1 608,510 47,583 8.5 7.6

平成８年 78,220 △ 2,374 △ 2.9 640,773 32,263 5.3 8.2

平成13年 72,638 △ 5,582 △ 7.1 601,058 △ 39,715 △ 6.2 8.3

事業所及び従業者数の推移

��� ��������



全国及び北陸３県でも､ 事業所数及び従業者数は減少

北陸３県の事業所数を前回 (平成８年) と比べると､ 富山県は64,737事業所で5.3％減､ 福井

県は52,855事業所で5.7％減となっている｡ また､ 全国では6,350,146事業所で5.5％減となっている｡

従業者数についてみると､ 富山県は578,862人で4.8％減､ 福井県は422,398人で3.6％減となっ

ている｡ また､ 全国では60,186,881人で4.1％減となっている｡

��������������
県内の事業所の40.7％が金沢市に集中

事業所数を市町村別に見ると､ 金沢市が29,538事業所 (全体の40.7％) と最も多く､ 次いで小

松市が7,036事業所 (同9.7％)､ 加賀市が4,010事業所 (同5.5％)､ 七尾市が3,517事業所 (同4.8％)､

松任市が3,097事業所 (同4.3％) と続いている｡

前回 (平成８年) と比べ事業所数は､ 松任市､ 川北町､ 野々市町､ 河内町､ 内�町､ 柳田村の
６市町村で増加または同数であったが､ 他の市町村ではすべて減少した｡

また､ 減少率では鹿西町が19.5％減､ 鹿島町が18.7％減､ 鳥屋町が18.4％減の順になっている｡

��

区 分

従 業 者 数 構 成 比(％) 増 加 率(％)

平成３年 平成８年 平成13年 平成３年 平成８年 平成13年
平成３年
～８年

平成８年
～13年

総数
男
女

608,510
340,609
267,901

640,773
361,731
279,042

601,058
335,713
265,345

100.0
56.0
44.0

100.0
56.5
43.5

100.0
55.9
44.1

5.3
6.2
4.2

△ 6.2
△ 7.2
△ 4.9

男女別従業者数 (平成３年～13年)

区 分

事 業 所 数 従 業 者 数

平成13年 平成８年
増加率
(％)

平成13年 平成８年
増加率
(％)男 女

全 国
北 陸
石川県
富山県
福井県

6,350,146
190,230
72,638
64,737
52,855

6,717,025
202,662
78,220
68,383
56,059

△ 5.5
△ 6.1
△ 7.1
△ 5.3
△ 5.7

60,186,881
1,602,318
601,058
578,862
422,398

34,905,240
893,526
335,713
321,114
236,699

25,281,641
708,792
265,345
257,748
185,699

62,781,253
1,687,123
640,773
607,973
438,377

△ 4.1
△ 5.0
△ 6.2
△ 4.8
△ 3.6

北陸３県別事業所数及び従業者数

市町村別事業所別増減率市町村別事業所数の構成比



県内の従業者のうち44.6％が金沢市に勤務

従業者数を市町村別に見ると､ 金沢市が267,985人 (全体の44.6％) と最も多く､ 次いで小松

市が56,030人 (同9.3％)､ 松任市が35,250人 (同5.9％)､ 加賀市が30,791人 (同5.1％)､ 七尾市が

28,628人 (同4.8％) と続いている｡

前回 (平成８年) と比べ従業者数は､ 松任市､ 寺井町､ 辰口町､ 川北町､ 鶴来町､ 野々市町､

津幡町､ 内�町の８市町村で増加したものの､ 他の市町村ではすべて減少した｡
また､ 減少率では宇ノ気町が31.5％減､ 鳥越村が17.9％減､ 富来町が17.3％減の順になってい

る｡

第２次・第３次産業別事業所数及び従業者数

第２次産業と第３次産業別にみると､ 第２次産業の事業所数は18,514事業所で14.0％減少､ 従

業者数は175,827人で15.2％減少し､ 事業所の構成比も2.0ポイント (前回調査27.5％) 減少した｡

第３次産業の事業所数は53,885事業所で4.5％減少､ 従業者数は422,602人で1.8％減少したが､

事業所の構成比では2.0ポイント (前回調査72.2％) 上昇し､ 第３次産業の比重が高まった｡������������������
事業所のうち ｢卸売・小売業､ 飲食店｣ が37.6％を占める

従業者数は ｢サービス業｣､ ｢公務｣ を除くすべての産業で減少

産業大分類別に事業所をみると､ ｢卸売・小売業､ 飲食店｣ が27,298事業所で､ 全産業の37.6

％を占めて最も多く､ 次いで ｢サービス業｣ が20,257事業所 (構成比27.9％)､ ｢製造業｣ が10,355

事業所 (同14.3％)､ ｢建設業｣ が8,107事業所 (同11.2％) の順で､ これら４業種で91.0％を占め

ている｡

また､ 従業者数は ｢サービス業｣ が174,483人で､ 全産業の29.0％を占めて最も多く､ 次いで

｢卸売・小売業､ 飲食店｣ が169,181人 (同28.1％)､ ｢製造業｣ が117,557人 (同19.6％)､ ｢建設業｣

が57,795人 (同9.6％) の順で､ これら４業種で86.3％を占めている｡

前回 (平成８年) と比べると事業所数では､ ｢農林漁業｣､ ｢運輸・通信業｣､ ｢サービス業｣ を

除く全ての産業で減少し､ なかでも ｢製造業｣ (19.5％) の減少率が最も大きかった｡

また､ 従業者数では､ ｢サービス業｣､ ｢公務｣ を除くすべての産業で減少し､ なかでも ｢製造

業｣ (18.2％) の減少率が最も大きかった｡

��
産業大分類別事業所数の割合 (昭和56年～平成13年) 産業大分類別従業者数の割合 (昭和56年～平成13年)



電子商取引の導入率が12.7％

北陸３県の
※１

会社企業の内､
※２

電子商取引

を導入している企業をみると､ 石川県は

2,115企業で導入率が12.7％､ 富山県は

1,722企業で同12.5％､ 福井県は1,483企

業で同11.5％となっている｡

導入率を全国比較すると､ 石川県は滋賀県の13.2％に次いで２番目に高い導入率であった｡

※１ 会社企業：株式会社､ 有限会社､ 合名会社､ 合資会社及び相互会社である全企業｡
※２ 電子商取引：インターネットやこれ以外のコンピューターネットワークを利用した商取引｡

｢卸売・小売業､ 飲食店｣ が全体の41.4％

電子商取引を行っている企業について､ 産業別の構成比をみると､ 石川県は ｢卸売・小売業､

飲食店｣ が41.4％と最も多く､ 次いで ｢製造業｣ が23.1％､ ｢サービス業｣ 17.8％､ ｢建設業｣ 10.0

％の順になっている｡

富山県､ 福井県及び全国の産業別構成比をみると､ 石川県と同様で､ ｢卸売・小売業､ 飲食店｣､

｢製造業｣､ ｢サービス業｣､ ｢建設業｣ の順になっている｡

����� �����������������
平成13年12月31日現在で実施した工業統計調査結果速報の概要は以下のとおり｡

１. 事業所数

事業所数は10年連続で前年を下回る

平成13年12月31日現在の事業所数は9,859事業所で､ 前年比415事業所 (4.0％) の減少とな

った｡ 対前年比は､ これで10年連続の減少となった｡

産業部門別では全部門で減少

産業部門別でみると､ 構成比が最も大きい繊維部門が前年比6.4％の減と最も高くなったの

をはじめ､ 全部門で減少した｡

従業者規模10人以上では大きく増加

従業者規模10人以上では､ 対前年比､ 全国0.2％増､ 富山県0.0％､ 福井県1.0％増に対して､

石川県は3.7％と大きく増加した (全国第４位)｡��

区 分 調査対象企業数 実施している 導入率(％)

全 国
北 陸
石川県
富山県
福井県

1,617,535
43,271
16,648
13,724
12,899

169,298
5,320
2,115
1,722
1,483

10.5
12.3
12.7
12.5
11.5

北陸３県別電子商取引実施企業数

区 分 計(％)
卸売・小売
飲 食 店

製造業 サービス業 建設業 その他の産業

全 国
北 陸
石川県
富山県
福井県

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

42.9
41.4
41.4
40.8
42.2

20.8
23.9
23.1
25.4
23.2

18.9
17.1
17.8
16.3
16.9

8.2
10.5
10.0
10.7
10.8

9.2
7.2
7.7
6.8
6.9

北陸３県別電子商取引企業の産業別構成比

����������������



２. 従業者数

従業者数は９年連続で前年を下回る

平成13年12月31日現在の従業者数は115,273人で､ 前年比1,700人 (1.5％) の減少となった｡

対前年比は､ これで９年連続の減少となった｡

産業部門別では食料品部門と木材・木製品部門を除いた全部門で減少

産業部門別でみると､ 食料品部門及び木材・木製品部門が3.4％及び1.2％の増となったもの

の､ 他の部門が減少し､ なかでも繊維部門が5.7％と大きく減少した｡

従業者規模10人以上では全国でも数少ない増加

従業者規模10人以上では､ 対前年比､ 全国2.2％減､ 富山県1.4％減､ 福井県2.3％減に対して､

石川県は0.5％の増加であった｡ なお､ 全国で増加した県は､ 本県を含め８県であった｡

３. 製造品出荷額等

製造品出荷額等は２年連続で前年を上回る

平成13年中の製造品出荷額等は２兆5,679億円で､ 前年比134億円 (0.5％) の増加となった｡

対前年比は､ これで２年連続の増加となった｡

産業部門別では食料品部門が大きく増加

産業部門別でみると､ 食品部門以外が1.4％～7.9％の減となったものの､ 食料品部門が33.9

％と大きく増加した｡

従業者規模10人以上では全国でも数少ない増加

従業者規模10人以上では､ 対前年比､ 全国4.2％減､ 富山県3.5％､ 福井県9.8％減に対して､

石川県は1.8％の増加であった｡ なお､ 全国で増加した県は､ 本県を含め６県であった (全国

第２位)｡

４. 付加価値額

付加価値額は２年連続で前年を上回る

平成13年中の付加価値額は9,957億円で､ 前年比331億円 (3.4％) の増加となった｡ 対前年

比は､ これで２年連続の増加となった｡

産業部門別では機械部門と食料品部門が増加

産業部門別でみると､ 機械部門及び食料品部門以外が1.3％～8.9％の減となったものの､ 食

品部門が37.6％と大きく増加し､ 機械部門も2.4％増加した｡

従業者規模10人以上では全国でも数少ない増加

従業者規模10人以上では､ 対前年比､ 全国5.7％減､ 富山県3.6％減､ 福井県10.8％減に対し

て､ 石川県は6.1％の増加であった｡ なお､ 全国で増加した県は､ 本県を含め９県であった

(全国第２位)｡

５. 新規・操業再開等事業所数､ 休・廃業等事業所数

新規・操業再開等の事業所数より､ 休・廃業等の事業所数が多かった

平成13年に新規・操業再開等した事業所数は470事業所 (うち､ 新規事業所数は177) あった��



が､ 休・廃業等した事業所数が885事業所あり､ 差し引き415事業所の減少となった｡

産業別では休・廃業等､ 新規操業・操業再開等ともに繊維工業と一般機械が多かった

新規操業・操業再開等の470事業所について産業別でみると､ 繊維工業と一般機械がともに63

事業所と最も多く､ 次いで金属製品及びその他機械 (鉄鋼業､ 非鉄金属及び一般機械を除く機

械工業) でともに59事業所となっており､ これらで全体の半数以上を占めている｡

また､ 休・廃業等の885事業所について産業別でみると､ 繊維工業が231事業所と最も多く､

次いで一般機械の105事業所､ 金属製品の90事業所の順となっており､ これら上位３位までで

全体の約半数を占めている｡

６. 製造品出荷額等の対前年増減別事業所数

前年に比べ製造品出荷額等が増加した事業所数より､ 減少した事業所数が多かった

継続事業所 (※) 9,389事業所について､ 製造品出荷額等が前年を上回ったのは4,001事業所

(構成比42.6％) で､ 前年を下回ったのは5,388事業所 (同57.4％) だった｡

対前年増減率では前年比０％～10％未満の事業所が最も多かった

また､ 製造品出荷額等の対前年増減率でみると､ 前年比０％～10％未満の事業所が2,494事

業所 (構成比26.6％) と最も多く､ 前年比50％以上の事業所が350事業所 (同3.7％)､ 前年比

マイナス50％未満の事業所が413事業所 (同4.4％) であった｡

(※) 継続事業所…前年から引き続き操業している事業所
(新規事業所及び前年に操業準備中・休業中であった事業所を除いたもの)

��

産業部門

事 業 所 数 従 業 者 数(人)

実 数
構成比
(％)

増減率
(％)

実 数 構成比
(％)

増減率
(％)

合 計
繊 維
機 械
食 料 品
窯業・土石
木材・木製品
そ の 他

9,859
2,849
2,572
899
532
350
2,597

100.0
28.9
26.1
9.1
6.0
3.6
26.3

－4.0
－6.4
－3.4
－1.6
－4.4
－3.8
－2.8

115,273
20,936
52,239
14,121
4,873
2,225
20,879

100.0
18.2
45.3
12.3
4.2
1.9
18.1

－1.5
－5.7
－1.0
3.4
－4.9
1.2
－0.8

産業部門

製造品出荷額等(億円) 付加価値額(億円)

実 数
構成比
(％)

増減率
(％)

実数
構成比
(％)

増減率
(％)

合 計
繊 維
機 械
食 料 品
窯業・土石
木材・木製品
そ の 他

25,679
2,419
14,283
3,686
780
318
4,192

100.0
9.4
55.6
14.4
3.0
1.2
16.3

0.5
－7.0
－3.4
33.9
－4.0
－7.9
－1.4

9,957
1,152
4,706
1,330
422
118
2,228

100.0
11.6
47.3
13.4
4.2
1.2
22.4

3.4
－7.5
2.4
37.6
－2.1
－8.9
－1.3

産業部門別集計表
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贈 与 税 相 続 税

課税原因 贈 与 相 続

基礎控除
贈与を受けたもの
１人当り 110万円

遺産総額につき
5,000万円＋1,000万円×
法定相続人の数

税 率
150万以下 10％ (最低)～

以上 12段階
１億円超 70％ (最高)

800万以下 10％ (最低)～

以下 ７段階
20億円超 70％ (最高)����
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� 相続税の課税
価格

－
基礎控除
5,000万円＋1,000万円×法定相続人数

＝ 課 税 遺 産�
課税遺産総額 法定相続分に応ずる金額 � × 税率 ＝ 税額 税

の

総

額

〃 � × 税率 ＝ 税額

〃 � × 税率 ＝ 税額
(

課
税
価
額
の
比
で
按
分)

算出税額 � (

税
額
控
除
又
加
算)

納付税額

相続税の総額 算出税額 � 納付税額

算出税額 � 納付税額
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あ と が き

活性化情報№86が編集されました｡
組合事務局の皆様には､ 毎回組合員への配布にご協力頂きありが
とうございます｡
現在､ 地球環境問題は21世紀を通じて取り組むべき重要課題と

なっており､ 環境負荷の少ない持続的発展が可能な経済社会の構築､
特に企業においては積極的に環境保全に貢献する環境配慮型企業へ
の転換が求められていることから､ 今回は石川県環境安全部環境政
策課の協力を得て､ 環境に関する行政の施策､ 環境配慮型企業の活
動事例等を中心に編集しました｡
紙面の関係上､ 意をつくさない点が多々あろうかと思いますが､
今後､ 皆様方のご意見を充分に取り入れ改善していきたいと考えて
おりますので､ ご意見等がございましたら､ 編集係までお寄せ下さ
い｡
最後になりましたが､ 本誌編集にあたりご多用中にもかかわらず､
ご寄稿頂きました関係各位に対し深く感謝申し上げます｡

◆石川県商工労働部経営支援課
主 幹 川 口 正 人

◆商工組合中央金庫金沢支店
次 長 南 薗 良 春

◆ウイング北陸綜合衣料商業協同組合
専務理事 村 田 純 一

◆協同組合石川中央鉄工センター
事務局長 松 尾 登

活性化情報編集委員
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