はじめに
平素は、横浜市信用保証協会の業務運営につきまして、格別のご理解とご高配を
賜り、厚くお礼申し上げます。
当協会では、 横浜の中小企業の「明日」を身近でサポート のキャッチフレーズの
もと、中小企業・小規模事業者の皆さまのニーズを捉えた保証制度を推進し、
事業の成長・発展に向けて積極的に支援することに努めております。
さらに、保証のみならず、当協会の職員がお客さまをお訪ねして、経営に関する
様々な課題やお悩みをお聞きすることを通じ、必要に応じて中小企業診断士等の
外部専門家を、当協会が全額費用負担して派遣する「外部専門家派遣事業」等の
経営支援事業に力を入れております。
そこで、このたび当協会の外部専門家派遣事業の体験談を掲載した「経営支援
事業の取組み〜お客さまの体験談〜」を作成いたしました。
本紙では、当協会の外部専門家派遣事業をご利用いただいたお客さまにインタ
ビューを行い、ご利用をいただいた経緯、支援内容、支援結果等、実際のご経験を
紹介しています。実際にご利用いただいたお客さまからの生の声をご一読いただき、
今後ご利用のご検討をしていただく際の参考としていただきたいと思っております。
当協会では、これからも地域社会から一層信頼されるよう、中小企業・小規模
事業者の皆さまの様々なニーズにあった支援を展開してまいりますので、今後とも
お引き立てくださいますようお願い申し上げます。

2019年 3月

横浜市信用保証協会
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経営支援メニューのご案内

1. 外部専門家派遣事業のご案内
外部専門家派遣事業
当協会が中小企業診断士等を派遣し、下記の支援を行います。

１．経営改善等の提案（３〜５回）
※経営診断報告書の作成が受けられます。
２．経営改善等の計画策定支援（５〜８回）※計画書の完成まで支援を受けられます。
3．ターゲット支援（１〜３回）※具体的な経営課題の解決に向けて支援します。
4．フォローアップ支援（１回）※上記１または２を利用された方を対象としています。
ご利用いただける方
次の２つの要件のいずれにも該当する方
１．当協会の保証利用がある方（創業予定の方を含む）
２．経営改善、創業、事業承継、生産性向上に意欲がある方、または改善が必要であると
当協会が判断した方
尚、ご希望に添えない場合もございます。予めご承知おき下さい。

ご利用のメリット
当協会が全額費用負担します。
ご留意
事 項

当協会の保証付融資の割合が大きい中小企業・小規模事業者の方を優先させていただきます。

本事業のご利用をお勧めするお客さま
●今後の業況に不安があり、経営改善の必要性は認識しているが、有効な改善策が見いだせていない。
●売上向上、原価削減、事業承継などの経営課題の解決のため、専門家による改善提案を受けたい。
●経営改善計画（生産性向上計画）を作成したいが、策定が困難であるため、専門家による策定

支援を受けたい。

ご利用の流れ
専門家派遣のお申込み

事前打ち合せ会（専門家との顔合わせ）
・支援メニューを決定します。

経営改善等の提案
・３〜５回の訪問により
改善提案を行います。

経営改善等の計画策定支援

最終報告会
・作成した診断報告書や改善計画を報告させて頂き、
成果物としてお渡しいたします。
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ターゲット支援

・５〜８回 の 訪 問 で 改 善 ・１〜３回の訪問で、具体
施策、アクションプラン、
的な経営課題の解決に
向けた支援をします。
数値計画等を作成します。
（支援例）
・資金繰り表の作成
・メニュー表の作成
・店内レイアウトの見直し

フォローアップ
派遣
専門家派遣終了後も
希望の方には専門家による
フォローアップを
3年間実施
します。

経営支援メニューのご案内

2. 経営サポート会議のご案内
経営サポート会議
経営改善に取り組む中小企業・小規模事業者と取引金融機関や関係機関が、一堂に会して意見や情報
共有を行うことで、中小企業・小規模事業者の早期経営改善を図ることを目的とした会議です。
（
「かながわ企業支援ネットワーク」内に設けられた、個別企業を支援するための会議体です。）

ご利用いただける方
●当協会の保証付融資残高がある方。
●経営改善に意欲をお持ちで経営サポート会議の運営にご協力いただける方。
●取引金融機関（複数ある場合は一機関以上）にご協力いただける方。

ご利用のメリット
●策定した経営改善計画案を、取引金融機関、信用保証協会にまとめて説明できます。
●取引金融機関等への呼びかけは、当協会（かながわ企業支援ネットワーク経営サポート会議事務局）が行います。
●会議開催・運営にかかる費用は無料です。

本事業のご利用をお勧めするお客さま
●返済方法の変更（リスケジュール）を考えているが、取引金融機関が複数あり、個別に説明するのは

時間がかかる。金融機関により対応が異なるので、意見交換したい。
●経営改善計画案を作成したので、取引金融機関に説明し、金融支援等の要請をしたい。
●経営診断を受けたので、診断結果等を取引金融機関に報告したい。
●経営改善計画策定後、改善策の実行状況や業況の報告、今後の返済等について相談をしたい。

ご利用の流れ
開催申込み

中小企業等と取引金融機関から当協会へ開催要請をします。

経営サポート会議開催

当協会（かながわ企業支援ネットワーク経営サポート会議
事務局）が取引金融機関への呼びかけや会議の運営を行い
ます。
（会議において、計画案への同意や、金融支援の要請が
なされた場合は、各々方針を決定し、後日回答します。
）

事後対応（結果集約）

関係機関の支援
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経営支援事例のご紹介

事例
業種
支援
メニュー

1

社会保険料の滞納を解消し、資金繰り改善！
〜策定した経営改善計画により、金融正常化を達成〜

高齢者介護サービス事業

従業員数 88名

・外部専門家派遣事業
（経営改善計画策定支援）
・経営サポート会議 経営力強化保証

企業の概要
●横浜市内で4カ所の小規模多機能居宅介護施設を経営

する企業です。
●新施設の経営が軌道にのるまで費用負担が先行し、

社会保険料の滞納も多額にあり、金融機関借入も条件
変更により返済額を軽減している状況でした。
●その後、営業努力により収益は改善し、金融機関借入の

返済額も増額してきたものの、社会保険料完納の見通し
が明確でないため、運転資金の新規借入が困難な状況
でした。

支援の内容
●当協会の訪問支援担当者が、経営状況の確認のために

訪問し、ヒアリングの結果、外部専門家派遣事業による
経営改善計画策定支援を勧め、申込となりました。
●派遣した中小企業診断士より、施設稼働率向上施策を

提案し、経営改善計画に盛込みました。
●金融機関に金融支援の依頼をするため、当協会が

事務局となって経営サポート会議を開催し、策定した
経営改善計画につき金融機関に説明し、主要取引金融
機関に社会保険料完納のための新規融資の要請を
行いました。

支援の結果

お客さまからの声
横浜市信用保証協会から思いがけず
専門家派遣事業の話があり、利用する
ことになりました。
売上は伸びていても、今後事業を拡大
する上で、
ある種の行き詰まりを感じて
おり、
その打開策を模索中の時期でしたから、
この事業
から大きい勇気をいただきました。
専門家による企業分析は、改めて自分の会社を客観的に
見る機会になり、
大変参考になりました。
その中で金融支援の方針も示され、金融機関のご協力もあり、
多額の社会保険料の滞納も整理することができました。
金融の正常化が図られ、何年間も借入ができなかった
時期から脱却できます。

●主要取引金融機関のプロパー（保証付でない）融資

により、社会保険料を完納することができました。
●当 協 会 保 証 付 融 資についても、増 額 借 換により、

返済負担を抑えつつ、必要な運転資金を調達する
ことができました。
●低利な融資制度を利用したため、金利の支払い負担を

減らしつつ金融の正常化を達成し、資金繰りの改善を
図ることができました。

担当者からの声
金融機関との橋渡し役で、条件折衝には
苦労しましたが、金融の正常化が図れた
時には社長と共に喜びを分かち合え、
やりがいを感じました。
協会マンを社長に身近な存在に感じて
もらえたのも、
うれしかったことの一つです。

専門家からの声
事業所のうち1カ所が赤字でしたが、
対策を打ち、本業の事業構造は黒字に
することができました。
しかし、社会保険料の滞納や金利負担が
重くのしかかり、資金繰りが厳しい状況
でした。
苦労から解放された時の笑顔が印象的
でした。
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経営支援事例のご紹介

事例
業種

2

ノンバンク借入を解消し、金利負担軽減！
〜策定した経営改善計画により、金融正常化を達成〜

建設コンサルタント業

従業員数 13名

・外部専門家派遣事業
（経営改善提案）
支援
・経営改善計画策定
（費用補助）
事業
メニュー
・経営サポート会議 経営改善サポート保証
企業の概要
●自治体等より上下水道工事などの設計、測量、調査を

請負う企業です。
●リーマンショック後、市況悪化・公共工事入札競争の

激化を受け、業績が悪化し、金融機関借入も条件変更に
より返済額を軽減している状況でした。
●その後、景気回復により受注は増加してきたものの、

条件変更を行ってきたことで、運転資金の新規借入が
困難な状況でした。
●そのため、受注繁忙期には金利の高いノンバンクから

借入せざるを得ず、金利の支払い負担が重い状況でした。

支援の内容
●当協会の訪問支援担当者が、経営状況の確認のために

訪問し、ヒアリングの結果、外部専門家派遣事業による
経営改善提案を勧め、申込となりました。
●派遣した中小企業診断士より、経営・人材育成・管理

体制等について改善提案を行いました。

お客さまからの声
業況が悪化している中、受注ありきで会社
経営をしてきましたが、
横浜市信用保証
協会と中小企業診断士の協力を受け、
経営分析とその戦略の大切さを痛感し、
今後の 経 営 に活かし、また後 継 者の
育成に努力して行きたいと思います。
これからもよろしくお願い致します。

●新規融資を受けられるようになるためには、今後の

返済について見通しが必要であり、経営改善計画の
策定が必要と判断されたため、国の経営改善計画策定
支援事業（1/3を国が補助）と当協会の費用補助事業
（1/6 を当協会が補助）を活用し、計画策定支援も
行いました。
●上記計画策定後、当協会が事務局となって経営サポート

会議を開催し、金融機関に既存の借入の借換及び
新規融資の要請を行いました。

支援の結果
●当社の事業及び返済の見通しについて金融機関の

理解が得られ、既存融資を借換し金融の正常化を
することができました。
●国・市の低利な融資制度を利用したため、金利の

支払い負担を減らすことができました。
●その後も経営サポート会議を開催し、追加融資を

検討するなど、金融機関と保証協会が協力して金融
支援を受けられる態勢が整いました。

担当者からの声
様々な支援事業を組み合わせ、精一杯
の経営支援をさせていただきました。
金融機関との調整などの面で苦労した
点もありましたが、経営が悪化した時に
事業を引き継いだ社長のご苦労と比べ
ればと気を引き締めて、金融支援まで
担当させていただきました。
これからも金融の面で苦労をしている
企業を少しでも減らせるよう、がんばります。

専門家からの声
受注先が自治体に限定され、入札制度や
建設投資の増減という外部経営環境の
影響を受けやすい業種です。それでも、
経営管理の見直しや人材の育成など
積 極 的 に 改 善 活 動 を 行 い、業 績 も
しっかりと改善されました。
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経営支援事例のご紹介

事例

3

業種

資金調達が可能となり、後継者が事業承継を決意！
〜策定した経営改善計画により、金融正常化を達成〜

住宅設備機器販売・取付業 従業員数 8名

・外部専門家派遣事業
支援
（経営改善計画策定支援・事業承継計画策定支援）
メニュー
・経営サポート会議 経営力強化保証
企業の概要
●マンション等の住宅設備機器の更新・修理を請負う法人

です。
●バブル崩壊後、業績が悪化し、金融機関借入も条件

変更により返済額を軽減している状況でした。
●近年は顧客のニーズに合わせて営業方針を変えたことに

より受注が増加し、売上回復の見通しが立ってきましたが、
条件変更を行っているため、運転資金の借入が困難な
状況であり、必要な仕入資金が確保できず大きく売上が
伸ばせないジレンマに陥っていました。
●経営者が高齢となったものの、資金調達が十分にでき

ない経営状況等により、後継者も事業承継に踏み切れ
ないでいるところでした。

支援の内容
●当協会の経営支援担当者が、経営状況の確認のために

訪問し、ヒアリングの結果、外部専門家派遣事業による
経営改善計画策定支援を勧め、申込となりました。
●派遣した中小企業診断士より、顧客別の収益管理、

回収サイトの把握、売掛金回収ルールの明確化等の
提案があり、これらの改善施策を盛り込んだ経営改善
計 画を策 定しました。経 営 改 善 計 画につ いては、
主要取引金融機関に説明し、返済額軽減の条件変更を
継続しつつも、改善後は金融の正常化を検討して
ほしい旨を要請しました。
●計画策定から1年後には、業績が大幅に改善してきた

ため、当協会が事務局となり経営サポート会議を
開催し、金融機関に計画の進捗状況を報告し、借換等
による金融正常化の要請をしました。
●その後、本事業による事業承継計画策定支援により、

事業承継に向けた課題の整理を行いました。

支援の結果

お客さまからの声
横浜市信用保証協会から思いがけず
専門家派遣事業のお話をいただき、
利用
しました。
保証協会の方も、外部専門家の方も、
とても真剣に相談にのっていただきました。
今まで十数年間も金融支援をいただくことができません
でした。その金融支援も今後希望が持てるようになり、
安心しております。
息子も後継者として経営に希望が持てるようになり
意識が変わりました。大変感謝しております。ありがとう
ございました。

担当者からの声
経営支援部署に異動前に経営支援を
お勧めした当社を、
経営支援部署配属後
自ら担当させていただくくことになり、
とても嬉しく感じたことを覚えています。
支援後、社長の表情が明るくなり、会社に
活気が出てきた様子を見て、経営支援の
意義を実感し、より多くの企業に経営
支援をお勧めしたいと思うようになりました。

●当社の事業性と返済の見通しにつき主要取引金融機関の

理解が得られ、既存融資を借換し金融の正常化を
することができました。
●その後、金融機関のプロパー（保証付でない）融資

により、必 要 な 運 転 資 金 の 調 達 が で きるように
なりました。
●また、借換時に「保証協会団信」に加入したこともあり、

後継者が事業承継の意思を固めることができました。

6

専門家からの声
当社 は、社 長が 作り上げてきた顧 客
などの経営資産が素晴らしく、その経営
資産をどのように将来に生かせば良い
か を 考 え、支 援 させ て 頂きました。
後継者も素晴らしい人材で、オリジナリ
ティ溢れる事業性も含め、今後の成長が
大変楽しみな会社です。

経営支援事例のご紹介

事例
業種

4

店舗改装により、更なる成長が可能に！
〜専門家からの経営改善提案により、店舗改装資金の調達が得られ売上が増加〜

飲食業（ハンバーガー店経営） 従業員数 5名

（経営改善提案）
支援 ・外部専門家派遣事業
・
経営サポート会議
メニュー
企業の概要
●業歴 4 年のハンバーガーをメインとした飲食店を営む

個人事業者です。
●出店以降、徐々に知名度は高まってきましたが、客層や

時間帯に合ったメニューや価格設定がなされておらず、
利益を確保するための売上が十分に確保できていない
状況でした。

支援の内容
●当協会の訪問支援担当者が、経営状況の確認のために

訪問し、ヒアリングの結果、外部専門家派遣事業による
経営改善提案の利用を勧め、申込となりました。
●派遣した中小企業診断士より、客層に合ったメニューの

開発や時間帯別のメニュー内容の変更など、売上
拡大に向けた改善施策を提案しました。
●また、店主より店舗改装の要望を受け、設備投資の

妥当性等について議論し、検証を行いました。
●作成した経営診断報告書について、主要取引金融機関

の担当者へ説明を行い、新規融資について協力要請
を行いました。

支援の結果
●売上が伸び悩む中、実効性の高い改善策を提示した

ことにより、メニューの開発に取り組むなど、今後の
改善が期待できるものとなりました。
●また、当店の現況、今後の改善策や設備計画の妥当

性について説明したことにより、金融機関の理解が
得られ、設備投資に必要な保証付融資を受けること
ができ、店舗改装も実現できました。

お客さまからの声
当
当店の販売商品や顧客情報、
外部環境
等
等がきちんとデータ化され、
わかりやす
かったです。
か
専
専門家の御意見を聞く機会が出来て、
す
すごく
的確でしたし、参考になりました。
す
すごく良い時間でした。ありがとうござ
い
いました。

担当者からの声
本事案が早期改善につながったのは、
店主の経営改善意欲が高かったことは
もちろんですが、専 門 家、金 融 機 関、
保証協会と関係者が同じ方向を向き、
支援を行ったことが大きかったと思います。
今 後も関 係 機 関と協力して地 元中小
企業を支える役割を果たしていきたい
と改めて実感しました。

●店舗改装後は来店客も増え、売上も増加傾向にある

など、改善効果が表れています。

専門家からの声
十分な店舗調査とヒアリングを元に
店主に気づきを与え、そこから店主と
議論を尽くし、納得性のある改善提案が
できたことで、改善計画への実行意欲を
高められたことが実のある成果につな
がったと思います。
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経営支援事例のご紹介

事例
業種
支援
メニュー

5

事業承継により経営改善が加速！
〜専門家の経営診断、事業承継提案により、金融機関との関係性が良化〜

宝飾品販売業

従業員数 4名

・外部専門家派遣事業
（経営改善提案・事業承継提案）
・経営サポート会議

企業の概要
●宝飾品のデザイン・加工・販売を手掛ける法人ですが、

主な販売先である百貨店業界の不況等もあり売上が
減少し、利益がほとんど出ない状況が続いていました。
●経営者も70 歳代半ばとなり、後継者へ事業承継をしな

ければならない時期でしたが、業績改善の見通しが
立たず、金融機関からの借入は長年返済額軽減の条件
変更を繰り返しており、金融機関との関係は疎遠となり
つつありました。
●このような状況から、経営者も後継者（経営者の長男）も

事業承継には躊躇している状況でした。

支援の内容
●当協会の訪問支援担当者が、経営状況の確認のために

訪問し、ヒアリングの結果、外部専門家派遣事業による
経営改善提案の利用を勧め、申込となりました。
●派遣した中小企業診断士より、販売促進活動の不足と

在庫過多を改善するための提案を行いました。
●1年後、当協会のフォローアップ専門家派遣により改善

状況を確認したところ、後継者は在庫の削減努力を
行っているものの、経営者が仕入してしまうため、
在庫削減が進まない状況となっていました。
●後継者もこのような状況を改善するには、自身が

経営を引き継ぐしかないと決意するに至りました。
●そこで、前回支援した中小企業診断士により「事業承継

提案」を行い、後継者が希望する販路開拓、催事企画、
ネット販売、新商品開発、在庫管理システム構築の
ための具体的施策の提案助言を行いました。また、
顧問税理士を交え、出資の承継や相続税対策について
も課題確認と解決提案を行いました。

お客さまからの声
（後継者より）
自社の強み・弱みが理論的に理解できる
ようになり、将来のビジョンをより明確に
描けるようになったため、未来が見えて
描
事業を継ぐ決意も固まりました。
金融機関とも前向きな話が出来るようになり、金融
正常化に向けて取り組むべき課題の共有が図れたため、
改善に向けてのモチベーションも高まりました。

担当者からの声
個性的なデザインのアクセサリーを
作られており、アクセサリーのリフォームも
できるなど、女性目線から見てとても
魅力がある企業だと思いました。しっかり
とした経営管理さえできるようになれば、
必 ず 改 善 すると思います。そ れまで
金融機関とともに、支えていければと
思います。

●最終回は経営サポート会議とし、金融機関に事業

承継の報告と、返済額軽減の継続要請をしました。

支援の結果
●当社の改善可能性について主要取引金融機関の理解が

得られ、返 済 猶 予と代 表 者 交 代 に 伴う手 続 き が
スムーズに行われました。また、金融機関主催の販売
イベントへの出店などの提案も受けられるようになり、
金融機関との関係性が良化しました。
●出資や事業用資産についても事業承継上の課題が

明らかになり、顧問税理士の協力のもと事業承継に
必要な対策が行えるようになりました。
8

専門家からの声
宝飾品販売業の主な販路は百貨店に
なることが多かったですが、百貨店の
衰退とともに、業況が悪化する宝飾品
販 売 店 が 増 えています。そんな 中、
当社は事業承継により若返り、積極的に
新しい販路開拓に取り組まれています。
また、新しくITを活用して集客や効率化
にも取り組まれており、今後の改善が
期待できます。

経営支援事例のご紹介

事例
業種

6

2 名の中小企業診断士の連携支援により収支改善！
〜専門家の経営改善提案・生産性向上提案により黒字化〜

訪問介護サービス業

従業員数 30名

支援 ・外部専門家派遣事業
メニュー
（経営改善提案・生産性向上提案）
企業の概要
●訪問介護、訪問入浴ステーションとして、地域に密着した

介護サービス業を営む法人です。
●国からの介護保険報酬改定のたび、介護保険収入が

減少し、徐々に収益性が悪化していきました。
●加えて近年看護師が確保できず訪問入浴サービスの

売上が減少したこと、人材確保に伴う費用（紹介料等）が
増加したため、6年間赤字決算の状況が続いていました。
●保証付融資を受けることにより赤字補填をしてきましたが、

借入が増大し返済困難に陥ったため、元金返済猶予の
条件変更を行ったところでした。

支援の内容
●当協会の訪問支援担当者が、経営状況の確認のために

訪問し、ヒアリングの結果、外部専門家派遣事業による
経営改善提案の利用を勧め、申込となりました。
●派 遣した介 護 事 業に詳しい 中 小 企 業 診 断 士より、

経 営 全 体を診 断し、当 社は人 件 費 率 が 高 いこと、
労務管理が十分でなく、事務効率が悪いことなどが
指摘され、組織体制の見直し、労働生産性向上による
経費削減等、経営改善提案がなされました。
●その後、フォローアップ専門家派遣により経営改善

提案の実行状況を確認したところ、売上の面では
若干改善が見られましたが、労働生産性向上施策に
関しては経営者の苦手意識もあり、独力での実行は
難しい状況でした。
●そこで、再度外部専門家派遣事業による生産性向上

提案を勧め、ITに知見のある中小企業診断士を派遣し、
介護ソフト・会計ソフトの導入支援、5S（整理・整頓・
清掃・清潔・躾）による事務効率の向上、ホームページ
改善等の支援を行いました。

支援の結果
●ネットバンキングの導入により振込にかかる手数料と

手間の削減ができました。5S 支援により事務効率が
向上し、退職者が出ても人員の補充なく業務が回せる
ようになり、人件費削減が図れました。
●また、ホームページの改善支援により、ホームページの

更新が業者ではなく自社で行えるようになり、業者へ
委託する費用を削減することができました。
●支援開始から約 1 年ですが、7 年ぶりの黒字決算が

達成できました。
●介護ソフト導入は補助金が下りなかったため見送りま

お客さまからの声
創業以来 15 年間、殆ど外部からの助言
などを聞く機会がなかったのですが、
専門家の先生方の経営分析を受ける
機会をいただき、会社の課題が理解でき
ました。
具体的な指導により、従業員とともに、
乗り遅れていたIT 化やオフィスの整理整
頓、コスト意識向上などの経営課題も
徐々にクリアしていくことができました。
感謝の言葉しかありません。しっかりと
ご期待に沿えるように、流れを止めずに
好循環へとつなげていこうと思います。

担当者からの声
高齢化が進む中、介護事業者の倒産
は地域にとって損失であると思います。
国の介 護 報 酬が 減っている中、以 前
よりも厳しい経営環境にあると思いますが、
上手く専門家を使って、
Ｉ
Ｔ化や加算取得、
助成金の活用などに取り組んでいただけ
たらと願っています。

専門家からの声
社長を中心に業務改善に取り組まれ、
経営状況が好転しました。一致団結して、
引き続き改善活動に邁進されることを
願っております。

したが、クラウド会計ソフトは導入ができ、更なる
生産性向上が図れる見通しも見えてきました。
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経営支援事例のご紹介

事例
業種

7

経営者と現場従業員の意識共有により効果倍増！
〜専門家の経営改善提案により全社一丸となり改善〜

貼箱製造業

従業員数 10名

支援
・外部専門家派遣事業
（経営改善提案）
メニュー
企業の概要
●昭和 23 年創業、貼箱制作を主業務としその後、シール

印刷事業にも着手するなど業務拡大されてきた歴史ある
企業です。
●機械装置への設備投資による借入金負担が重く、収支を

圧迫していました。更にシール印刷事業の低迷による
収益力低下が追い打ちをかけ、返済困難に陥ったため、
返済額軽減の条件変更を行いました。
●しかしながら、最近では、廃業した取引先から引継いだ

顧客からの売上や、外注だった職人を雇用し内製化する
など、事業構造に変化が生じているところでした。
●売上高は増加しているものの、職人の内製化など費用

先行の面があり経常利益段階では苦しい状況にありま
した。

支援の内容
●当協会の訪問支援担当者が、経営状況の確認のために

訪問し、ヒアリングの結果、外部専門家派遣事業による
経営改善提案の利用を勧め、申込となりました。
●第 1ステップとして現場の見える化（5S「整理・整頓・

清掃・清潔・躾」と生産スケジュールの共有）により
生産性向上を図るとともに、第2ステップとして新しい
業務を企画して売上を伸ばしていくことを掲げました。
●支援内容としては、
①従来の事業（貼箱制作とシール

印刷）と引継いだ事業の収支を明確にする、②事業別に
取引先の ABC 分析（3 年程度の推移で売上が伸びて
いる顧客とそうではない顧客の明確化）、
③借入金の
正常化（15年返済ペース）に必要な売上・収益の簡易
シミュレーションを実施し、今後の目標を策定しました。

支援の結果
●支援の中で、現場従業員ほぼ全員の出席による業務

改善勉強会を開催しました。5Sを中心にその内容や
意義を対話形式で理解を促進しながら約 1 時間行い
ました。会社の方向性を経営者・現場従業員が共有
することで社員一丸となって会社を良くしていこうと
いう雰囲気が生まれました。

お客さまからの声
借入金の返済が進み事業承継の目途が
立つように収支を改善させたいという
思いで日々いたところ、今 回 の 派 遣
事業を紹介していただきました。
指導していただいた中小企業診断士の
先生には大変感謝しております。
また、保 証 協 会 のご 担当 者 の 資 質・
対応に関しても同様に感謝しております。
今後とも宜しくお願い致します。

担当者からの声
支 援 の 内 容を経 営 者だけで は なく、
現場で働く従業員と共有できたという
点 で、非 常 に 有 意 義 な 支 援 成 果 が
得られたと思います。
今後の金融正常化に向けては、直近
決算書のキャッシュフローでも15 年返済
可能な数値となっていますが、より確か
なものとするため、更なる改善を進め、
その進捗を見極めながら、借換保証制度の
活用による金融正常化まで支援したい
と思います。

専門家からの声
事業承継に向けた道筋を意識した支援を
行いました。その過程で、金融債務を
解消しながら、事業改善する為の実施
内容を、ヒアリングなどから明確にして
整理できたと思います。
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経営支援事例のご紹介

事例
業種

8

新規事業に必要な資金を調達！
〜経営改善計画により金融正常化及び金融支援を実施〜

ソフトウェア業

従業員数 20名

・外部専門家派遣事業
（経営改善提案）
支援
・経営改善計画策定
（費用補助）
事業
メニュー
・経営サポート会議 経営改善サポート保証
企業の概要
●ソフトウェア及びセキュリティーソリューション事業を

営む法人です。
●リーマンショック後、市 況 悪 化により受 注 が 激 減し、

業績が悪化し、金融機関借入も条件変更により返済額を
軽減している状況でした。
●自社で幼 児 向けプログラミング 教 育 玩 具を開 発し、

製品化まであと一歩のところでしたが、条件変更を行って
いたことにより金融機関から開発費の借入はできず、
販売計画が立てられない状況でした。

支援の内容
●取引金融機関より経営支援の相談があり、当協会の

経営支援担当者が、経営状況の確認のため訪問し、
ヒアリングの結果、外部専門家派遣事業による経営
改善提案の利用を勧め、申込となりました。
●中小企業診断士によって、既存事業の管理体制の

強化や販売方法について提案がなされました。
●新規事業の事業性は確認されたものの、新規融資を

受けられるようになるためには、今後の返済についての
見通しと、経営改善計画の策定が必要と判断された
ため、国の経営改善計画策定支援事業（1/3を国が
補助）と当協会の費用補助事業（1/6を当協会が補助）
を活用し、計画策定支援も行いました。
●上 記 計 画 策 定 後、当 協 会 が 事 務 局となって 経 営

サポート会議を開催し、全債権者の計画同意の下、
経営改善サポート保証（別枠）にて必要な資金 の
保証を行いました。

支援の結果
●当社の事業性と返済の見通しにつき主要取引金融

機関の理解が得られ、借換により金融の正常化が
図られ、また新規事業に必要な運転資金の調達も
行うことができました。
●その後、開発費用が予想以上に膨らみ、追加融資が

必要となりましたが、主要取引金融機関が当協会
保証付融資にて支援し、製品化することができました。

お客さまからの声
外 部 専 門 家 派 遣を利 用 することで、
客観的な立場で当社の財務面や事業面を
計画に落とし込むことができ、非常に
有意義でした。金融機関向け説明資料
作成や新規事業にチャレンジできるよう、
無理のない返済計画で資金調達も可能と
なり、社員のモチベーションアップにつながっています。
弊社のように悩まれている経営者の中には、保証協会は
敷居が高いとあきらめてしまっている方もいらっしゃると
思います。保証協会は幅広い経営改善支援のサポート
内容があり、中小企業と一緒になって親身に支援して
いただけます。

担当者からの声
新規事業の事業性評価融資は判断が
難しく、各 金 融 機 関 への説 明に 苦 労
しましたが、経営改善計画により新規
事業の事業性が客観的に説明できていた
ため、各金融機関のご理解をいただき、
金融支援を行うことができて、非常に
やりがいがありました。新規事業はまだス
タートラインに立ったばかりですので、
これからの発展を楽しみにしています。

専門家からの声
独自製品開発において、多くの困難を
乗り越え、新規事業を立ち上げる段階に
あります。
今後、生産コストの低減と販売促進に
注力することにより、売上拡大と利益
確保につながるものと考えます。ソフト
ウェア開発事業は、
Ｉ
Ｔ人材確保が大きな課題ですが、
社員満足の向上を通じて人材の維持・確保・育成に
つなげていくことが必要と考えます。
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経営支援事例のご紹介

事例
業種

9

物件売却により債務が大幅に圧縮し、資金繰り改善！
〜経営改善計画により計画実行に必要な金融支援を実施〜

食品製造業

従業員数 24名

（経営改善計画策定支援）
・外部専門家派遣事業
（費用補助）
事業
支援 ・経営改善計画策定
メニュー ・経営サポート会議 経営力強化保証
・経営改善サポート保証
企業の概要
●横浜市内で食品の製造業を営む法人です。販売先は零細

寿司店が多く、寿司業界の不況による取引縮小・廃業から
売上が減少し、また原材料の高騰等も重なり3 期連続
赤字決算の状況に陥っていました。
●金融機関への返済は約定通り行っていましたが、先代

社長の過度な不動産投資により年商に近い借入があり、
借入本数も増え、返済負担が重くなっていました。
●金融機関に借入を相談しても、良い返事がもらえない

状況でした。

支援の内容
●当協会の訪問支援担当者が、経営状況の確認のために

訪問し、ヒアリングの結果、外部専門家派遣事業による
経営改善計画策定支援の利用を勧め、申込となり
ました。
●分析の結果、配送部門の維持費用（配送センター・

トラック・ドライバーの維持コスト）が収益を圧迫して
いることがわかり、配送部門の縮小（配送外注化・
配送センターの売却等）及び寿司店以外の販路開拓と
そのための商品開発などの施策を柱とした計画を
策定し、最終回を経営サポート会議として金融機関に
報告を行いました。
●これにより事業継続上最低限必要な資金の融資は

得られましたが、抜本的な改革をするためには配送
部門の縮小・廃止が不可欠な状況でした。本社兼配送
センターの売却は決まったものの、移転資金やリストラ
資金の調達が必要であったため、国の経営改善計画
策定支援事業による計画再策定の支援をし、再度経営
サポート会議を開催、全債権者の計画同意の下、経営
改善サポート保証（別枠）にて必要な資金の保証を
行いました。

支援の結果
●計画に基づき、本社兼配送センターを売却し、借入を

約半分にすることができたため、資金繰りが安定し、
経営者が安心して経営改善に注力できるようになり
ました。
●配送部門の縮小（物流の外部委託）を進めたことによ

り、配送にかかるコストが削減され、黒字化の見通し
が出てきました。
●金融機関や保証協会との関係性も良くなり、再び

借入が行いやすい環境になりました。
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お客さまからの声
本社（配送部門）売却により借入金が
半 分となり、資 金 繰りがだいぶ 楽 に
なりました。
これにより精神的余裕ができ、計画の
実行に注力することができるようになり
ました。
これも保証協会様、金融機関様、外部
専門家の先生のご指導とご協力のお陰
だと思っています。ありがとうござい
ました。

担当者からの声
とても美味しい玉子焼で、一口でファンに
なりました。社長も工場長もとても実直な
方で、何とか支援したいと思いました。
販路の変更は容易ではなく、本社兼配送
センター売却と運送部門のリストラは
苦しい決断であったと思いますが、ブラ
ンドの構築さえできれば業績は良くなると
思いますので、がんばりましょう。

専門家からの声
本社兼配送センター売却はある意味で
残念な提案でした。しかし、その後初めて
お会いしたとき、社長の顔色や声の張り、
身振りや手振り、こうしたすべてが生き
生きと明るいものに変わっていたことが
印象に残っています。将来、きっと良い
結果が導かれるものと、このとき確信で
きました。

経営支援事例のご紹介

１1

事例
業種

社会保険労務士の活用により助成金獲得！
〜経営改善計画により金融機関と保証協会が協調融資〜

電化製品インターネット販売業 従業員数 4名

・外部専門家派遣事業
（経営改善計画策定支援）
支援
・経営サポート会議
メニュー
・経営改善サポート保証
企業の概要
●電化製品のインターネット販売を営む法人です。ネット

販売業界の競争激化により、利益率が徐々に下がって
きたこと、外部環境の変化に仕入判断がマッチせず、
在庫と金融機関借入が増加し、資金繰りが多忙となって
きていました。
●金融機関への返済は約定通り行っていましたが、保証

協会の無担保保証限度が一杯となり、保証協会のみで
資金需要を支えるのは限界となりつつありました。
●財務内容だけみると金融機関のプロパー（保証付でない）

融資は、良い返事がもらえない状況でした。

支援の内容
●当協会の訪問支援担当者が、経営状況の確認のために

訪問し、ヒアリングの結果、外部専門家派遣事業による
経営改善計画策定支援の利用を勧め、申込となり
ました。
●膨大な販売データから商品カテゴリー別の販売状況を

分析し、インターネット販売業界の外部環境調査も
行い、商品別、メーカー別、販売サイト別販売戦略を
中小企業診断士の助言をもとに代表者が立案しました。
利益・回転率の高い商品の仕入を増やし、仕入価格・
販売価格を決定するプログラムの改定を進める支援を
行いました。
●また、当協会主催の社会保険労務士によるセミナーの

参加を勧め、無料相談会により助成金取得方法も
紹介し、計画に盛り込みました。
●主要取引金融機関及び公的金融機関に対し、経営

サポート会議における計画説明を通じて、当社の
事業の将来性につきご理解いただき、計画実行上
不可欠な運転資金を経営改善サポート保証（別枠）と
プロパー（保証付でない）融資（短期資金）の協調に
より、金融支援をしました。

支援の結果
●計画の策定を通じて販売戦略が明確となり、利益が

上がる見通しが立ちました。
●契約社員（パート）を正社員に変更することにより、

助成金を3 百万円近く受けることができ、従業員の
雇用が安定しました。
●従業員雇用時に使える助成金があったため、事業

拡大の決断がしやすくなりました。
●金融機関の支援姿勢も良くなり、事業拡大への見通し

が立ってきました。
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お客さまからの声
外部専門家の先生は当社のビジネスに
関してかなり勉強し、十分に理解して
いただいた上で詳細な分析のもと計画の
立案をいただきましたので、大変信頼が
できる内容であり、今後の経営方針が
明確となりました。
信用保証協会の担当の方は、複雑な状況や大量の
情報を整理いただき、計画内容の明確化と策定の進行、
金融支援まで後押しをいただき、大変感謝しております。

担当者からの声
社長はとてもＩ
Ｔ関係の知識が豊富で、
情報収集力も高く、
Ｉ
Ｔに明るくない私が
お役に立てるものか不安でしたが、財務面
（資金調達）や労務面（助成金の活用）
などの面でお役に立ててうれしく思います。
私自身インターネット販売につき、とても勉強になり
ました。またインターネット販売についてお話を聞か
せていただきたいです。

専門家からの声
販売データ分析に関して全面的な協力を
いただき、改善策を検討する上で多くの
情報を収集・分析することができました。
インターネット販売業界は販売動向の
変化や技術変化が激しく、実績データを
元に迅速に次を予測しながら戦略を柔軟に組立ていく
ことが重要と考えます。当社には技術面でも販売面に
おいてもパワー（推進力）がありますので、競争に打ち
勝っていくものと考えます。

外部専門家派遣事業利用者アンケートの結果

外部専門家派遣事業をご利用いただいたお客さまのアンケート結果
お客さまの業種

お客さまの従業員数
建設業
（21.5％）

不動産業
（0.3％）

21〜100人
（11％）

運輸倉庫業
（1.9％）
その他産業
（3.6％）
飲食業
（7.5％）
6〜20人
（38％）

５人以下
（51％）

製造業
（12.5％）
小売業
（15.9％）

卸売業
（18.7％）
サービス業
（18.1％）

外部専門家派遣事業の仕組みは良いか

専門家派遣による提案内容が参考となったか
あまり参考に
ならなかった
（0.3%）

悪い
（0.3％）

部分的に
参考になった
（5.1%）

普通
（1.3％）
良い
（98.4％）

まずまず
参考になった
（12.8%）

とても参考になった
（81.8%）

お 客 さま の 声
■ 弊社の１０年間を短期間にて状況を把握していた

だいた事に驚き、的確なアドバイスをしていただいた
事で私自身省みる事ができた。身の引き締まる思いで
とても感謝しております。
■ 当社の財務状態が良くないので無料で専門家派

遣はありがたいことであります。担当専門家の先
生が販売の経験があり、当社の事業に適した方
で大変助かりました。
■ 経営とともに金融機関と連携することの大切さを

痛感しております。今後とも宜しくお願い致します。
■ 現状をグラフ化し、説明していただき具体的な

ご指導を下さいました。それを元に弊社の弱点、
目指すべき部分が改めてはっきりして改善に向け
とても参考になりました。
■ 自社の現状・将来へのプロセス等、今まで気づか

なかった事が明確になり、改善しつつ前進する事
ができると思いました。今後も定期的に診断して
いただければと思います。

■ 毎回ご来社いただきましたので、当方の負担が

少なく非常に助かりました。
■ 社 会 保 険 料の滞 納、運 転 資 金の調 達 困 難 等で

将来を見通すことが難しい時期にタイミング良く
派遣事業を利用させていただいて、計画も作成
でき、到底叶わないと思っていた資金調達もでき
ました。勇気を持って前に進めます。専門家の方も
真剣に企業分析に取り組んでいただきました。感謝
申し上げます。
■ 問題点や改善策を数値によって示していただき、

大変勉強になりました。今までのやり方をしてい
たら、到底立ち行かなくなることを実感させられ
ました。更に、専 門 家のみならず、保 証 協 会の
担当者の方からも多くのアドバイスをいただき、
感謝しております。
■ 公的助成金の話が非常に参考になりました。
■ 経営幹部も同席の元、診断を行っていただいた

ことで、事業に対し幹部がどのような事を考えて
いるかが分かり非常に有意義でした。
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