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本法に基づく支援策に関して

申請した経営革新計画が承認された場合、以下の支援措置を活用することができ
ます。
但し、計画の承認は、支援措置を保証するものではありませんので、計画の承認
後、利用を希望する支援策の申請先である支援機関の審査が必要となります。
※都道府県によっては、独自の支援措置を設けている場合がございます。詳しく
は、各都道府県の担当部局にお問い合わせください。
計画実施段階において問題が生じた場合、都道府県担当部局もしくは最寄りの都
道府県等中小企業支援センター等にご相談下さい。
都道府県等中小企業支援センターでは、経営面や技術面をはじめ、ヒト、カネ、
ノウハウに係る相談等に対し、専門家を派遣し、助言等を行っています。
また、本法承認企業だけに対する支援策ではありませんが、一般の中小企業施策
で経営革新事業を行うにあたり、効果的なものも併せて説明しております。
是非、積極的にご活用下さい。
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経営革新補助金
対象者：経営革新計画に基づいて事業を実施する中小企業者及び組合等（任意
グループを含む。）
支援内容：都道府県知事から承認を受けた経営革新計画に従って実施する経営
革新事業のための市場調査、商品化等の事業の経費の一部を補助。
(1)

(2)

補助率
２／３を限度として補助（国１／３、都道府県１／３）
補助金利用者においては、最低１／３以上の負担が必要です。
補助対象事業
① 新事業動向等調査事業
新事業動向調査等を行った後、新商品・新技術・新役務開発に係る事業
を行うことが必要
② 新商品・新技術・新役務開発事業
開発設計のみならず、試作・改良、求評に係る事業も対象。
③ 販路開拓事業
国内外における販路開拓のための展示会等への出席や広報事業・品質
表示事業等。
④ 人材養成事業
経営革新の実施に必要な研修等。

※

また、国及び国の地方機関から承認を受けた経営革新計画に従って実施する経
営革新のための市場調査、商品化等の事業について、補助する制度もあります。
これは、組合等（４者以上の任意グループによる共同計画を含む）に対し、国が
１／２を限度として補助する制度です。

問い合わせ先：都道府県担当部局、国の地方機関等

３

中小企業信用保険法の特例
（信用保証の特例）
対象者：経営革新計画の承認を受けた中小企業者及び組合等
支援内容：
(1) 普通保証等の別枠設定
金融機関から借入れる承認経営革新事業資金に関し、保証限度額の別枠
を設けています。
（保証限度額）
通常
別枠
普通保証
：
２億円以内
２億円以内（組合は４億円以内）
無担保保証
：８，０００万円以内
８，０００万円以内
無担保無保証人保証 ：１，２５０万円以内
１，２５０万円以内
※なお、「無担保無保証人保証」においては、小規模事業者（従業員２０人
以下（商業・サービス業の場合は５人以下）の企業あるいは個人）のみが
対象となります。
(2)

新事業開拓保証の限度額引き上げ
経営革新のための事業を行うために必要な資金にかかるもののうち、新
事業開拓保証の対象となるもの（研究開発費用）について、保証限度額を
引き上げております。
通常
２億円以内
（組合の場合、４億円以内

→
→

３億円以内
６億円以内）

※他の支援策による別枠を既に利用されている方は、利用可能な枠が制限される
場合がありますので、ご注意願います。

問い合わせ先：
各都道府県等の信用保証協会
（社）全国信用保証協会連合会

TEL

４

03‑3271‑7201（代表）

政府系金融機関による低利融資制度
対象者：経営革新計画の承認を受けた中小企業者及び組合等
支援内容：
(1) 貸付利率
特別利率③ （土地に係る資金（基準金利）を除く。2.7 億円（組合:5.4 億円
（組合員数 20 名以上の場合 8.1 億円））を超えた額において
は基準金利）
ただし、担保・保証人徴求特例等を受ける場合は、別に定める利率が上乗せされます。

(2) 貸付限度額
個人又は法人：設備資金 ７．２億円（うち長期運転資金 ２．５億円）
組合
：１４．４億円（組合員２０人以上の場合は２４．０億円）
（国民公庫は、設備資金７，２００万円 うち運転資金４，８００万円）

(3)

貸付期間
設備資金

：原則１５年以内（うち据置期間２年以内）
ただし、実情に応じ２０年以内
長期運転資金：原則５年以内（うち据置期間１年以内）
ただし、実情に応じ７年以内（ただし、実情に応じ３年以内）

※金利については固定金利ですが、借入の時期等により改定されます。
※担保等特例及び問い合わせ先…次ページをご覧ください。

５

(4)

担保等特例について

①担保の不足する中小企業者の方におかれましては、
・中小公庫では、（ⅰ）１事業者あたり５，０００万円を限度として、全部
担保徴求の免除措置（無担保特例）。また、（ⅱ）経営革新のための資金全
体で８，０００万円を限度として、融資額の３／４まで一部担保徴求の免
除措置（担保不足特例）があります。
・商工中金では、経営革新のための資金全体で８千万円を限度として、担保
徴求を行わずに貸付を受けることができます。（企業ごとの審査内容に応
じて、８千万円を上限として全部又は一部担保徴求を免除する制度。）
②また、本人保証免除の措置があります。経営革新のための資金全体として、
設備資金：７億２千万円、運転資金：２億５千万円が限度額となります。
（中
小公庫・商工中金）
③第三者保証人を依頼することが困難な方については、２，０００万円を限度
として、第三者に代わり、ご家族や社内の方を保証人とする措置があります。
（国民公庫）
※上記①〜③を利用する場合には、特別利率③の他に、上乗せ金利が追加され
ます。
※上記①の（ⅰ）と（ⅱ）については、同時利用も可能です。
※上記①と②についても、同時利用可能です。

問い合わせ先
中小公庫相談センター （東京） TEL

03‑3270‑1260

（名古屋）TEL

052‑551‑5188

（大阪） TEL

06‑6345‑3577

（福岡） TEL

092‑781‑2396

TEL

03‑3246‑9366

国民公庫相談センター （東京） TEL

03‑3270‑4649

（名古屋）TEL

052‑211‑4649

（大阪） TEL

06‑6536‑4649

TEL

098‑941‑1700

商工中金相談センター

沖縄公庫（本店）

６

設備投資減税
対象者：経営革新計画に従って事業を行おうとする中小企業者。
計画に従って導入される機械及び装置について、特別償却又は税額控除が認め
られます。なお、同一の機械・装置について、他の特別償却又は税額控除制度と
重複しての適用は、認められません。
(1)対象設備
①取得又は製作の場合：1 台又は 1 基の取得価額が 280 万円以上
②リースの場合：1 台又は 1 基のリース費用の総額が 370 万円以上
(2)特別償却、税額控除の率
①取得又は製作の場合：取得価額の 7％の税額控除又は 30％の特別償却
②リースの場合：リース費用総額の 60％相当額について 7％の税額控除
※

なお、税法上の中小企業者は資本金１億円以下の法人又は個人となっていますが、
資本金に係わらず経営革新計画の承認を受けた全法人又は個人においては、対象と
なります。

問い合わせ先：都道府県担当部局、国の地方機関等

７

留保金課税の停止措置
対象者：経営革新計画の承認を受けた企業のうち同族会社
経営革新計画の承認を受けた企業のうちで、同族会社（３人以下の株主等で持
株割合が５０％超の会社）においては、通常課税対象となる留保金課税が停止さ
れます。
留保金課税額＝［所得等−（配当等＋法人税等）−留保控除額］×特別税率

課税留保金額

×

特別税率
（注２）

所得等

留保所得金額
留保控除額
（注１）
配当等
法人税等

利益処分時の配当・賞与等の社
外に流出した金額をいいます。

（注１）留保控除額
①所得基準額＝当事業年度の所得額の金額×３５％
②定額基準額＝年１，５００万円
③積立金基準額＝期末資本金の２５％相当額−期末利益積立金額
①、②、③のうち、最も多い額
（注２）特別税率
課税留保金額が、
・年３，０００万円以下の金額
・年３，０００万円超、年１億円以下の金額
・年１億円を超える金額

問い合わせ先：都道府県担当部局、国の地方機関等

８

１０％
１５％
２０％

小規模企業者等設備導入資金助成法の特例
（設備資金貸付制度）

対象者：経営革新計画の承認を受けた小規模事業者及び中小企業者（常時使
用する従業員数が５０人以下）
貸付条件
貸付限度額
貸付割合
貸付利率
償還期間等

通常
特例
４，０００万円
６，０００万円
所要資金の１／２以内
所要資金の２／３以内
無利子
７年以内（公害防止等施設は 12 年以内）
据置期間 1 年以内の年賦、半年賦又は月賦均等償還

担保又は保証人

連帯保証人又は物的担保が必要

手続の流れ

①都道府県の中小企
業支援センターあ
てに貸付申込み

⑥貸付金交付

②書類審査・
企業診断等

⑤貸付決定

③貸付審査・
貸付内容

④貸付要件
確認調査

問い合わせ先：各都道府県の中小企業支援センター
（財）全国中小企業設備貸与機関協会 ＴＥＬ03‑5565‑0845
（注）本事業を実施していない都道府県がありますのでお問い合わせください。

９

中小企業投資育成株式会社法の特例
（投資の特例）
対象者：
（１）経営革新計画の承認を受けた中小企業者のうち、資本金が３億円を超
える株式会社
（２）経営革新計画の承認を受けた中小企業者によって経営革新事業を行う
ために設立される株式会社であって、資本金が３億円を超えるもの
通常、投資育成株式会社の事業の対象となるのは、資本の額が３億円以下の企業
に限られますが、承認経営革新計画に従って、経営革新のために資金の調達を図る
場合、資本の額が３億円を超える場合であっても、中小企業投資育成株式会社の事
業の対象とします。
また、本特例制度により中小企業投資育成株式会社の投資事業の対象となった株
式会社は、中小企業投資育成株式会社の行う追加投資事業及びコンサルテーション
事業等（経営革新事業以外についても対象）の対象とします。
（１）投資事業
① 会社の設立に際し発行される株式の引受け事業
② 増資新株の引受け事業
③ 新株予約権の引受け事業
④ 新株予約権付社債等の引受け事業
（２）育成事業（コンサルテーション事業）
投資育成株式会社は、その株式、新株予約権又は新株予約権付社債を保有し
ている投資先企業からの依頼に応じ、効果的育成が図られるよう、経営管理又
は技術の状況に応じ適切な指導を行う。
問い合わせ先：中小企業投資育成株式会社
・東京社（名古屋以東）
TEL03‑5469‑1811
・名古屋社（愛知・岐阜・三重・富山・石川）TEL 052‑581‑9541
・大阪社（名古屋以西・福井）
TEL06‑6341‑5476

１０

高度化融資制度
対象者：経営革新計画事業に基づき高度化事業を実施する組合等
支援対象： 中小企業の組合等が承認を受けた経営革新計画に従って実施する以下
の高度化事業が融資の対象となります。
高度化融資制度は、通常は有利子ですが、経営革新計画の承認を受け
た組合等については、無利子になります。
「経営改
なお、計画承認を受けた４社以上の任意グループが下記（６）
革事業」を行う場合には、組合同様に対象となります。
高度化事業の内容は、以下のとおりです。
(1)集団化事業
生産や物流に適した場所に工場団地などをつくり、みんな
で移転します。
(2)施設集約化事業
工場などが１つに集まって、設備の整った施設をつくり、
みんなで入居します。
(3)共同施設事業
物流センターや最新設備の研究施設など、共同で使う施設
をつくります。
(4)連鎖化事業
中小小売業者が共同でＰＯＳシステムを導入するなど、中
小小売業者などが、営業の独自性を維持したまま、チェーン
店として流通の合理化を図ります。
(5)設備リース事業
１社では導入が難しい設備を組合で購入して、各組合員企
業に買い取り予約付でリースします。
(6)経営改革事業
新商品・新技術開発や情報収集を行うために、共同で利用
する研究施設や試験機器などを設置します。
(7)企業合同事業
中小企業者が相互に合併したり、出資会社を設立して、事
業の集約化、事業転換、研究開発の成果の利用を図ります。
金利
：
償還期限：
据置期間：
融資割合：

無利子（通常は、年 0.80％）
２０年以内であって、都道府県が適当と認める期限
（(5)の設備リース事業については当該設備の耐用年数以内）
３年以内（(５)の設備リース事業は１年以内）
８０％以内

問い合わせ先：都道府県高度化担当部局
中小企業基盤整備機構 経営基盤支援部 地域連携推進グループ
ＴＥＬ 03‑5470‑1528
１１

ベンチャーファンドからの投資
対象者：経営革新計画の承認を受けた株式会社
出資事業の概要：ベンチャー企業等への投資の円滑化を目的として、民間のベンチ
ャーキャピタルが運営するベンチャーファンド（投資事業有限責任
組合）へ中小企業基盤整備機構が出資を行い、当該ファンドがベン
チャー企業等への投資を行い、資金調達支援及び経営支援を行いま
す。
支援内容：経営革新計画に従い経営革新のための事業を行い、株式公開を目
指す未公開株式会社は、ベンチャーファンド（投資事業有限責任組合）
からの投資の対象となっています。
※投資の対象となるのは、経営革新計画のための事業に必要な資金に限り
ません。

民間ＶＣ
中小企業基盤整備機構

無限責任組合員

出資者

中小企業総合事業団

有限責任組合員

有限責任組合員
有限責任組合員

出資

分配
分配

出資

管理報酬
成功報酬

分配

出資

中小企業等投資事業有限責任組合
ベンチャーファンド
（無限責任組合員が業務執行に当たる）

育成支援
（ハンズオン）

投資

ベンチャー企業等
ベンチャー企業等
成長発展

投資有価証
券売却収入
等

公開等

問い合わせ先：

中小企業基盤整備機構 新事業支援部 資金支援課
TEL 03‑5470‑1570
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特許関係料金減免制度
対象者：経営革新計画のうち技術開発に伴う研究開発事業に係る特許申請等を行う
中小企業者
（経営革新計画終了後２年以内の特許申請等も対象）
※なお、既に経営革新計画の承認を受けている中小企業者においても、今後、審査請求又は特許登録
を行う場合にも対象となります。ただし、既に納付している料金についての還付はありません。

支援内容：以下の特許関係料金について半額軽減
１．審査請求料
２．特許料（第１〜３年分）
軽減申請の流れ
１．各経済産業局に対し「審査請求料（又は特許料）軽減申請書」と「添付書
類（経営革新計画承認証等）」を提出します。
２．局にて審査後、承認されると確認書が交付されます。
３．交付された確認書の確認書番号を記載し、
「審査請求書（又は特許料納付書）」
を特許庁に提出します。

①｢軽減申請書｣＋｢添付書類｣

申請人

経済産業局等

②「確認書」の交付

納付額が半額に！

第１〜３年目納付額が半額に！
︵特許料︶
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⑥特許登録

⑤軽減申請

④特許査定

︵
審査請求料︶

③審査請求

②軽減申請

①出 願 ︵
出願料︶

問い合わせ先：経済産業省 産業技術環境局 産業技術政策課
TEL 03‑3501‑1773
特許庁 総務部 総務課
TEL 03‑3581‑1101

内線 2105

販路開拓コーディネート事業

対象者：経営革新計画の承認を受けて開発した、新商品等の販路開拓先を希望し
ている中小企業者・組合等。

支援内容：大規模なマーケットである東京圏・大阪圏をターゲットとして、市場化・
事業化を促進する制度です。
東京・大阪の中小企業・ベンチャー総合支援センターに、商社ＯＢ等の
販路開拓の専門家を配置し、経営革新計画承認企業などが開発した新商
品等を、商社・企業などに紹介し、または取り次ぎを行い、具体的な販
路開拓活動を支援します。

⑥

経営革新計画承認企業等

︵助言・同席︶

交渉 販路開拓専門員も側面から支援

⑤報告

①販路開拓の相談・依頼

都道府県中小企業支援センター
②販路開拓支援の推薦
(必要に応じマーケティング支援)

中小企業・ベンチャー総合支援センター（東京・大阪）
販路開拓専門員
③販路開拓専門員による

④合意

紹介・取り次ぎ

商社・他の企業等

問い合わせ先：中小企業・ベンチャー総合支援センター(２０ページ参照)
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経営革新計画の承認とは無関係に受けられる
経営革新に有益な施策

次ページ以降に記載されてある支援策は、一般の中小企業者向けではあるも
のの、経営革新計画に取り組む中小企業にとって、活用すると有益な支援措置
であるため、参考として載せているものです。

次ページ以降記載の支援策
・
・
・
・
・
・
・
・
・

中小企業総合展
スタートアップ支援事業
中小企業支援センター
中小企業・ベンチャー総合支援センターの専門家継続派遣事業
ＯＢ人材と中小企業のマッチング
ポータルサイトＪ−Ｎｅｔ２１
がんばれ！中小企業ファンド
中小企業基盤整備機構が管理する団地の利用
創業期にある企業への支援
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中小企業総合展
対象者：経営の革新に取り組む中小企業者等
経営革新に取り組んでいる中小企業者等の成果を一堂に集め、紹介する場があ
ります。参加することにより、ビジネスマッチングの機会を得ることができます。
イベント内容：中小企業者等が自ら開発した新商品・新技術等の経営革新への
取 組が 、出展 企業による展示・プレゼンテーションにより紹介
さ れま す。ま た、会場内には来場者との商談コーナーや中小企
業支援機関による施策普及コーナー等も設置されています。
実施会場：東京（東京ビックサイト）、大阪（インテックス大阪）
実施時期：会場ごとに実施時期は異なります。
東京会場：平成１７年１０月１２日〜１０月１４日
大阪会場：平成１８年１月２５日〜１月２７日
※１６年度の開催実績
東京：平成１６年９月２９日〜１０月１日（東京ビックサイト）
出展企業数：５４６
延べ来場者数：３４，０００人
大阪：平成１６年１０月２７日〜２９日（インテックス大阪）
出展企業数：２５９
延べ来場者数：１４，０００人
募集時期：平成１７年５月〜６月頃
手続の流れ
① 総 合展開催事務局に、出展申込書を提出して下さい。
②事務局において、審査委員会を設置し、当該審査委員会による書面審
査 を行い、出展者を決定します。
③ 事 務局から文書により出展決定を通知します。
出展申込
中小企業者等

審査
総合展開催事務局

出展者決定通知

中小企業者等

問い合わせ先：中小企業基盤整備機構 新事業支援部 新事業支援課
TEL：０３−５４７０−１５２５
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スタートアップ支援事業
（中小企業・ベンチャー挑戦支援事業）
実用化開発、知的財産取得、販路開拓等を行う際、資金面での助成を受けることができる
とともに、ビジネスプランの具体化・実用化に向けたコンサルティング等を一体的に受けら
れます。
事業性・新規性の高い技術シーズ、ビジネスアイデアを持つ中小・ベンチャー企業等の事
業化について、技術面と経営面から強力な支援を受けることができます。
対象 者：技術シ ーズ、ビジ ネスアイデ アを事業化 しようとす る中小企業 者等

支援内容：（ １）実用化研 究開発事業
中小 企業者等は 、実用化研 究開発を行 う際、要す る経費の一 部につ
いて 、補助 を受けられると ともに 、ビジネスプラ ンの具体化 に向けた
コン サルティン グを一体的 に受けられ ます。
①補 助金額 １ ００万円〜 ４，５００ 万円
②補 助 率
２／３以 内
③募 集期間 毎 年度４月頃 予定（年１ 回実施予定 ）
（２ ）事業化支 援事業
中小企業者等 は、事 業化活動（知的 財産取得 、販路開拓等 ）を行 う際、
要する経費の一部、補助を受けることができるとともに、ビジネスプ
ラン の具体化に 向けたコン サルティン グを一体的 に受けられ ます。
①補 助金額 １ ００万円〜 ５００万円
②補 助 率 １／２以内
③募 集期間 平 成 17年 5月 11日〜 6月 15日、
11月頃 （年 2回実施予定 ）
利用 方法 : （１ ）各経済産 業局に対し 、計画書を 提出してく ださい。
（２ ）中小企業 基盤整備機 構に対し、 計画書を提 出してくだ さい。

問い 合わせ先：
（１ ）北海道経 済産業局 地域経済部 産業技術課
TEL 011‑709‑5441
東北 経済産業局
地域経 済部 産業 技術課
TEL 022‑215‑7297
関東 経済産業局
地域経 済部 技術 振興課
TEL 048‑600‑0287
中部 経済産業局
地域経 済部 産業 技術課
TEL 052‑951‑2774
近畿 経済産業局
地域経 済部 技術 課
TEL 06‑6966‑6055(５月末 まで ) 06‑6966‑6017(６月以降 )
中国 経済産業局
地域経 済部 次世 代産業課 TEL 082‑224‑5680
四国 経済産業局
地域経 済部 産業 技術課
TEL 087‑833‑5736
九州 経済産業局
地域経 済部 技術 振興課
TEL 092‑482‑5465
沖縄 総合事務局
経済産 業部 地域 経済課
TEL 098‑866‑0067
（２）中小 企業基盤整 備機構 新 事業支援部 新事業支 援課
TEL 03‑5470‑1534
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中小企業支援センター
〇中小企業・ベンチャー総合支援センター
対象者：中小・ベンチャー企業で株式公開や特許取得、直接金融による資金調達等、
高度な経営課題の解決に取り組む方。
支援内容：全国９つのブロックに設置している、中小企業・ベンチャー総合支援セン
ターでは、専門家相談窓口、専門家の派遣事業、施策情報の提供等、様々
な支援事業を実施しています。
※

また、がんばる中小企業「何でも相談ホットライン」を開設しております。全国どこ
からでも、ＴＥＬ

０５７０−００９１１１（受付時間：平日 9:00〜17:00）にか

けていただければ、最寄りの中小企業・ベンチャー総合支援センターの専門の相談員
のアドバイスを受けることができます。お気軽にお電話ください。

〇都道府県等中小企業支援センター
対象者：創業や経営革新等の様々な経営課題を抱える中小企業者の方等
支援内容：都道府県等中小企業支援センターでは、都道府県が行う中小企業施策を支
援する実施機関の中心的立場として、中小企業の経営全般に知見を有する
プロジェクトマネージャー等を配置し、商工会、商工会議所等の中小企業
関係団体や政府系金融機関等の他の中小企業支援機関と連携し、中小企業
者の方が抱える問題に、ここに来れば問題解決の糸口が見つかるよう、相
談窓口、専門家派遣、情報の提供等、ワンストップサービス型の支援を実
施しています。
〇地域中小企業支援センター
対象者：地域の中小企業者や創業を考えている方等
支援内容：創業予定者や経営革新等の課題を有する地域の中小企業者等が、様々な悩
みを気軽に相談できる身近な支援拠点として、全国の広域市町村圏程度の
区域ごとに「地域中小企業支援センター」を設置し、企業経営について十
分な知見を有する専任のコーディネーターが、どんな小さな質問・悩みに
も、きめ細かに相談に応じます。
問い合わせ先：２０，２１ページ参照
１８

中小企業・ベンチャー総合支援センターの
専門家継続派遣事業
中小企業の様々な経営課題の解決、新事業開拓等の企業目標の実現に向けて、専門
家を継続して派遣し経営ノウハウ等のソフト面を中心に総合的なハンズオン支援
（※）を行い中小企業の成長発展を支援します。
※支援センターが経営ノウハウ面のパートナーとして長期に伴走しながら、事業の発展・事
業の進捗に応じて発生する様々な経営課題・テーマについて、タイムリーかつきめ細かな
支援を行うものです。

対象者：

株式公開をめざすベンチャー企業、第２創業・経営革新等に取り組む
中小企業。

支援内容：

企業の発展段階に応じた支援ニーズ、経営課題に即して、新事業開
拓等の戦略的課題解決に必要な様々なテーマについて、複数の専門家の
アドバイスによる総合的なハンズオン支援を行います。
効果的な支援を行うため、支援目標設定、支援計画、専門家チーム
の編成等をプロジェクトマネージャー等が適切な支援をコーディネート
して計画的に推進します。
中小企業の育成・支援の第一線で活躍している、公認会計士、中小
企業診断士、弁護士等、経験豊富な専門家が派遣されます。

問い合わせ先：中小企業・ベンチャー総合支援センター（２０ページ参照）

※

また、都道府県等支援センターにおいても、専門家派遣事業を行っております。
詳しくは、各都道府県等支援センター（20,21 ページ参照）にお問い合わせください。
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中小企業支援センターの連絡先
中小企業・ベンチャー総合支援センター名
電話番号
「なんでも相談ホットライン」
０５７０−００９１１１
（上記の番号にかければ、最寄りの中小企業・ベンチャー総合支援センターにつながります。
）
北海道

０１１−７３８−１３６５

東北

０２２−７１６−１７５１

関東

０３−５４７０−１６２０

中部

０５２−２２０−０５１６

北陸

０７６−２２３−５７６１

近畿

０６−６９１０−３８６６

中国

０８２−５０２−７２４６

四国

０８７−８１１−１７５２

九州

０９２−７７１−９１８１

都道府県等中小企業支援センター名

電話番号

(財)北海道中小企業総合支援センター

０１１−２３２−２００１

(財)21 あおもり産業総合支援センター

０１７−７７７−４０６６

(財)いわて産業振興センター

０１９−６２１−５０７０

(財)みやぎ産業振興機構

０２２−２２５−６６９７

(財)あきた産業振興機構

０１８−８６０−５６０３

(財)山形県企業振興公社新事業支援センター

０２３−６４７−０６６４

(財)福島県産業振興センター

０２４−５２５−４０４３

(財)茨城県中小企業振興公社

０２９−２２４−５３３９

(財)栃木県産業振興センター

０２８−６７０−２６０７

(財)群馬県産業支援機構

０２７−２５５−６５０３

(財)千葉県産業振興センター

０４３−２９９−２６５１

(財)埼玉県中小企業振興公社

０４８ー６４７−４１０１

(財)東京都中小企業振興公社

０３−３２５１−７８８１

(財)神奈川中小企業センター

０４５−６３３−５２００

(財)にいがた産業創造機構

０２５−２４６−００２５

(財)長野県中小企業振興公社

０２６−２２７−５０２８

(財)やまなし産業支援機構

０５５−２４３−１８８８

(財)しずおか産業創造機構

０５４−２７３−４４３４

(財)愛知県中小企業振興公社
(財)岐阜県産業経済振興センター

０５２−５６１−４１２１
０５８−２７７−１０９６

(財)三重県産業支援センター

０５９−２２８−３３２１

(財)富山県新世紀産業機構

０７６−４４４−５６０５

(財)石川県産業創出支援機構

０７６−２６７−１２４４

(財)福井県産業支援センター

０７７６−６７−７４２０
２０

都道府県等中小業支援センター

電話番号

(財)滋賀県産業支援プラザ

０７７−５１１−１４１３

(財)京都産業２１

０７５−３１５−８８４８

(財)大阪産業振興機構

０６−６９４７−４３７５

(財)ひょうご中小企業活性化センター

０７８−２３０−８０５１

(財)奈良県中小企業支援センター

０７４２−３６−８３１２

(財)わかやま産業振興財団

０７３−４３２−３４１３

(財)鳥取県産業振興機構

０８５７−５２−６７０８

(財)しまね産業振興財団

０８５２−６０−５１１５

(財)岡山県産業振興財団

０８６−２８６−９６２６

(財)ひろしま産業振興機構

０８２−２４０−７７０１

(財)やまぐち産業振興財団

０８３−９２２−９９２５

(財)とくしま産業振興機構

０８８−６５４−０１０１

(財)かがわ産業支援財団

０８７−８４０−０３９１

(財)えひめ産業振興財団

０８９−９６０−１１００

(財)高知県産業振興センター

０８８−８４５−６６００

(財)福岡県中小企業振興センター

０９２−６２２−１０６１

(財)佐賀県地域産業支援センター

０９５２−３４−４４２２

(財)長崎県産業振興財団

０９５−８２０−８８７０

(財)くまもとテクノ産業財団

０９６−２８６−３３１１

(財)大分県産業創造機構

０９７−５３３−０２２０

(財)宮崎県産業支援財団

０９８５−７４−３８５０

(財)かごしま産業支援センター

０９９−２１９−１２７２

(財)沖縄県産業振興公社

０９８−８５９−６２５５

札幌中小企業支援センター（（財）さっぽろ産業振興財団）

０１１−２００−５５１１

(財)仙台市産業振興事業団（仙台市中小企業支援センター）

０２２−７２４−１１２２

(財)千葉市産業振興財団

０４３−２０１−９５０１

(財)さいたま市産業創造財団

０４８−８５１−６６５２

(財)横浜産業振興公社

０４５−２２５−３７１１

(財)川崎市産業振興財団

０４４−５４８−４１４１

(財)静岡産業振興協会（静岡市産学交流センター）

０５４−２７５−１６５５

(財)名古屋都市産業振興公社(新事業支援センター）

０５２−７３５−０８０８

(財)京都市中小企業支援センター

０７５−２１１−９３１１

(財)大阪市都市型産業振興センター（大阪産業創造館）

０６−６２６４−９８００

(財)神戸市産業振興財団

０７８−３６０−３２０９

(財)広島市産業振興センター

０８２−２７８−８０３２

(財)北九州市産業学術推進機構

０９３−８７３−１４３０
２１

ＯＢ人材と中小企業のマッチング
対象者：研究開発や新事業開拓、海外進出、ＩＴ活用等の特定の経営課題を有する中小企業
・ベンチャー企業の方。
支援内容：中小・ベンチャー企業の事業展開に不足しがちな、経営戦略等を助言する企業
等ＯＢ人材の掘り起こしを行い、ＯＢ人材と中小・ベンチャー企業のマッチン
グを支援します。
(1)

各都道府県規模で商工会・商工会議所が、全国規模で中小企業基盤整備機構が、ＯＢ
人材の発掘、ＯＢ人材に関する情報を収集します。
収集したＯＢ人材等の情報については、各商工会議所または、中小企業基盤整備機構
による、ポータルサイト（J‑net21）で提供いたします。

(2)

ＯＢ人材とのマッチングは、県庁所在地の商工会議所（一部除く）等で受けることが
できます。

(3) 都道府県規模で発掘されたＯＢ人材に、マッチングを求める中小企業のニーズを満た
す人材が見つけられなかった場合は、中小企業基盤整備機構が、全国規模で発掘した
ＯＢ人材の中から、中小企業のニーズに応え、財務、販路開拓等の経営課題に対応で
きるＯＢ人材を派遣します。
問い合わせ先：
(1)

ＯＢ人材のデータベース・当施策の概要等については、中小企業支援策のポータルサ
イト（J‑Net21 詳細は次ページをご覧ください）で公開しております。

(2)

また、ＯＢ人材情報の登録や、マッチングを受けたい場合には最寄りの商工会議所ま
たは日本商工会議所 中小企業振興部 ＴＥＬ 03‑3283‑7846

(3)

中小企業・ベンチャー総合支援センターを通じたＯＢ人材の派遣事業(※)については、
なんでも相談ホットライン
中小企業基盤整備機構

ＴＥＬ 0570‑009111

新事業支援部

新事業支援課

ＴＥＬ

03‑5470‑1534

にお問い合わせください。
※OB 人材派遣事業で派遣されるのは、企業で経理・人事等実務を積んできた人材であり、１９ページに記載のあ
る専門家派遣事業が、中小企業診断士や税理士等の専門家を派遣する事業である点が異なります。

２２

ポータルサイトＪ‑Ｎet２１
中小企業基盤整備機構が、インターネット上に「中小企業に関する総合的
な情報提供サイト」を開設し、中小企業者の皆さんや支援機関の担当者によ
る 広 範な 情報の管理・検索を可能としています。
サ イ トの 内容：創業や経営上の問 題点について、インターネットから必要な中
小企業施策の情報を入手していただけます。また、中小企業の
施策活用事例集、製品・技術・取引情報の提供も行っています
のでご利用下さい。
【 キーワード検索機能】
調べたい用語を入力する 事により必要な情報が簡単に 入 手でき ま す 。
【 Q&Aコーナー】
経 営課題等に専門家がQ&A方式で答えています。
【 経営実態把握サポートサイト】
中小企業の方が、自社の財務情報等を入力すると、自社のデフォルト危険度
や経営上の問題点についての指摘を受けることができます。
【Ｍ＆Ａマッチングサポートサイト】
Ｍ＆Ａ情報の流通の円滑化を図るために必要な情報を閲覧できます。
【企業等ＯＢ人材マッチングサイト】
企業等ＯＢ人材とのマッチング支援が受けられます。
【 各中小企業支援機関へのリンク集】

利 用 方法：J‑Net21のホームページにアクセスしてください。
HP：http://j‑net21.smrj.go.jp/
※ 中 小企業庁のホームページからもリンクしています。

２３

がんばれ！中小企業ファンド
新事業展開に挑戦する中小企業等は、目利き能力や販路ネットワークを有するファ
ンドによる資金供給や販路拡大等、踏み込んだ経営支援を受けることができます。
対象者：新分野進出、新商品の開発など新事業展開にチャレンジしている中小企
業の方であって、民間の事業会社等が運営するファンドから、事業に必要
な資金調達や経営支援を受けることを希望される方。

支援内容：中小企業基盤整備機構が出資（ファンド総額の1/2以内）した目利き能
力や販路ネットワークを有する民間の事業会社等が運営するファンドが、
新事業展開にチャレンジしている中小企業等に対し、資金供給と販路拡
大等の踏み込んだ経営支援（ハンズオン支援）を強力に支援する。
※…販路拡大等について、どこまで踏み込んだ支援を行うかは、それぞれのファンド
によって異なります。
民間

中小機構

分配

事業会社

分配

出資

出資

がんばれ！中小企業ファンド

ファンド
踏み込んだ経営支援

資金供給

（ハンズオン支援）

中小企業等

中小企業等
新事業展開

問い合わせ先：中小企業基盤整備機構

新事業が成
功した場合配
当される

新事業支援部 資金支援課
ＴＥＬ ０３−５４７０−１５７０

２４

中小企業基盤整備機構が
管理する団地の利用
中小企業基盤整備機構が管理する以下の団地を利用するには、用途が限定されてい
ますが、経営革新計画の承認企業については、当該団地の用途に限定されることなく、
分譲または賃貸でのご利用が可能です。経営革新計画期間が終了しても、引き続き利
用は可能です。
中小企業基盤整備機構が管理する団地の種類
〇中核工業団地 （工場用）
〇オフィス・アルカディア団地 （オフィス用）
〇頭脳団地
（ソフトウェア業等用）
これらの団地が、その用途に限定されることなく利用できます。
団地所在地
〇中核工業団地
青森市、江刺市、宮城県大和町、大衡村、新庄市、米沢市、相馬市、福島県新
地町、いわき市、新潟県中条町、栃木県西方町・粟野町、富山市、石川県志賀
町、福井県若狭町、松坂市、京都府三和町、豊岡市、出雲市、岡山県勝央町、
豊後高田市、串木野市
〇オフィス・アルカディア団地
千歳市、弘前市、北上市、石巻市、米沢市、足利市、高岡市、津市、南国市、
久留米市、大村市
〇頭脳団地
旭川市、岩手県滝沢村、山形市、郡山市、山梨県玉穂町、富山市、海南市、宇
部市、大分市

問い合わせ先：経済産業省

地域経済グループ 産業施設課
ＴＥＬ ０３−３５０１−１６７７
２５

創業期にある企業への支援
創業 期にあ る企 業で あれ ば、経営 革新に 取り 組む企 業も以下 の支 援措置 を受け
る こと ができ ます。
〇信 用保証 協会によ る特 例
創 業５年 未満の中 小企 業であ れば 、上 限１ ，５ ００万 円ま で 、無担 保・無保
証 人 （そ の 保証 を受け た 法人 た る中 小企業 者 の代 表 者を 除く） で 信用 保 証が 受
け られ ます。
経 営 革 新 計 画 承 認 企 業 に 対 す る 信 用 保 証 の 別 枠 と の 併 用 は 可 能 で す が 、本 特 例 を 利 用
するには、無担保保証を、経営革新計画承認企業に対する別枠以外で受けた額が、
8,000万 円 以 下 で あ る こ と が 必 要 で す 。ま た 、小 規 模 企 業 で な く て も 対 象 に な り ま す。

〇エ ンジェ ル税制
個 人投資 家が、ベ ンチ ャー企 業の新た に発 行する 株式を取 得し た場合 及びそ
の 株式 を譲渡 するなど して 利益・損 失が発 生し た場合 に、課税 の特 例が受 けら
れ ます 。
こ の制 度を活 用す るこ とによ り、企業の 自己 資本の 充実や投 資を 受けや すく
な りま す。
【 課税 の特例 措置】
① 投 資時 点：投 資額をそ の年 の他の 株式譲渡 益か ら控除 （繰延）
② 売 却時 点
イ ． 譲 渡益 が発生 した場合 、１ ／２に 圧縮
ロ ． 譲 渡損 が発生 した 場合 、翌年 以降３年 間繰 越し
【対 象の会 社となる 要件 】
創業後 １０年未 満の 中小企 業者（大 規模 会社の 子会社を 除く）に該 当する
未 登録・未上場 の株式 会社 であっ て、次の ①〜 ③のい ずれかに 該当 するも の
※…大規模会社とは、資本金１億円以上または従業員千人以上の法人をいいます。

①

試験 研究費等 の売 上高に 占める割 合が ３％超（ 設立５ 年以 上１０ 年未満
の 企業 にあっ ては５％ 超）、か つ、外部か らの 投資を 投資時点 で１ ／６
以 上取 り入れ ている会 社

②

日本 証券業協 会の グリー ンシート・エマ ージン グ銘柄 に指 定を受 けた会
社 （取 扱証券 会社を通 じて 取得し た場合）

③

経済産業大臣が認定した投資事業有限責任組合を通じて投資を行った
会 社（ 認定投 資事業有 限責 任組合 を通じて 取得 した場 合）
※…現時点で認定されている投資事業有限責任組合は、経済産業省ホーム
ページ内において、公開しております。ＵＲＬは、以下の通りです。
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/index.html

問 い合 わせ先 ：中小企 業庁 経営支 援部創業 連携 推進課 TEL 03‑3501‑1767
経 済産 業省 経済産 業政策局 新規 産業室 TEL 03‑3501‑1569
２６

