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新しい評価手法
「ローカルベンチマーク」とは
本年３月４日、安倍総理大臣は地域企業の経営診断の指標として、新
しく「ローカルベンチマーク」という考え方を活用した新しい制度の設
計を指示した。この目的は「地域の金融機関や支援機関が企業と対話を
深め、担保や個人保証に頼らず、生産性向上に努める企業に対し、成長
資金を供給するように促す」ことにあるという。今回はまだ知られてい
ない、この「ローカルベンチマーク」という新しい考え方について、現
時点で公開されている情報を整理してお届けする。
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て評価することが、こ
れまでと大きく異なる
点だ。労働生産性につ
いては、一般的な財務
分析においては重要指
標だが、融資の可否判
断においては殆ど採用
されることがなかった。
今回スポットライトが
あたることになるが、
このポイントは企業にとって最大の資産でありコストでもある「ヒト」
が真に有効な資産として活用されているか、活用できている企業である
かどうかを問うもの。

■ ローカルベンチマークとは

■ 非財務情報の４つの視点とは

として、企業の経営者や金融機関・支援機関が、企業の状態を把握し、

的な情報に関しては、

企業の経営状態の把握、いわゆる「健康診断」を行うツール（道具）

双方が同じ目線で対話を行うための基本的な枠組みであり、事業性評価
の「入口」として活用されることが期待されるもの。金融機関が独自の
視点でより深い対話・理解をすることを認めつつ、入り口＝大前提とし
てこの「ローカルベンチマーク」が利用されることを促進することが明
示されている。この「ローカルベンチマーク」という新たな評価手法に
おいては、これまでの金融機関の中小企業評価とは異なる切り口での財
務指標が採用されている。
具体的には、
「財務情
報」（６つの指標）と
「非財務情報」
（４つの
視点）に関するデータ
を評価することによ
り、企業の経営状態を
把握することで経営状
態の変化に早めに気付
き、早期の対話や支援
につなげていくもの。

■ 新しい財務指標が設定された

既に公開されている資料では、提示されている財務指標は今のところ

下記の６つ。
１．売上増加率（％）
					 ＝ 売上持続性：（今年度売上高／前年度売上高）－ 100％
２．営業利益率（％）＝ 収益性：営業利益／売上高

３．労働生産性（円／人）＝ 生産性：営業利益／従業員数
４．EBITDA 有利子負債倍率（倍／年）

					 ＝ 健全性：（借入金－現預金）／（営業利益＋減価償却費）
５．営業運転資本回転期間（回転／月）
					 ＝ 効率性：（売上債権＋棚卸資産－買入債務）／月商）
６．自己資本比率（％）＝ 安全性：純資産／総資産
「EBITDA 有利子負債倍率」と「営業運転資本回転期間」の２つはこ

数字で表れない定性

次の４項目が設定され
ている。①経営者への
着目、②関係者への着
目、③事業への着目、
④内部管理体制への着
目、

の４つ。 ①の

「経営者への着目」は
経営者自身について＝
ビジョン、経営理念。それと後継者の有無。②の「関係者への着目」は
企業及び事業の沿革、技術力・販売力の強みと弱み、IT の能力、イノ
ベーションを生み出しているか。③の「事業への着目」は「企業を取り
巻く環境」として市場規模、シェア、競合他社との比較、顧客リピート
率、主力取引先企業の推移、従業員定着率、勤続日数、平均給与、取引
金融機関数とその推移。④の「内部管理体制の着目」は組織体制、経営
目標の有無と共有状況、社内会議の実施状況、人事育成のやり方とシス
テム

などの項目が並んでいる。

■ 今後どうなるのか

急にこの新しい指標に全面的に評価項目が変わるとは思えないが、経

済産業省が本格的に検討し公表した指標だ。金融機関と中小企業の双方
に、同じ指標でテーブルにつくように指導するための指標であり、今後
機会あるごとにこの指標の活用を求めるようになるだろう。財務指標に
関しては多少馴染の薄い指標もあるが、大きく従来と変更されることは
あまりない。むしろ、後ろの非財務情報のいろいろな内容をどのように
説明できるかが大きな要素になる。

■ 対策はどうするか

この新しい指標が利用されることになったからといって、急にこの指

標に合わせてばたばたと何かを変えることは本末転倒。まずは、自社の
足下をしっかり見つめて、何が足りないのか、何が欠けているのかをき
ちんと把握することが大事だ。そして、経営者自身がしっかりした方向

れまでの財務評価では、あまり表に出ることはなかったもの。

性を決めてぶれなくこの指標をひとつひとつクリアーしていくことを決

■ いままでとは相当異なる指標を活用する

をつけること。毎日の小さな努力の継続が一番経営にとっては大事だ。

これら６つの指標を見ると「当期利益」が使われていない。会社が最

終的に残す利益ではなく、本業で稼いだ利益に焦点を当てている。一過
性の特別損益や、本業とは関係のない営業外損益の前の営業利益をもっ

意すること。一夜漬け、付け焼刃では経営はできない。まずは基礎体力
特効薬はない。


※経済産業省などの WEB サイトの情報を筆者改編

NMO OfficeLetter
成岡マネジメントオフィスからのメッセージ❷

額だけだったとされている。日本側が１年以上かけて行ってきた地

中国の高速鉄道事業の実態

を通じて中国側に渡り、それがそのままパクられた疑惑が囁かれて

日本と中国の両国が受注を目指していたインドの高速鉄道システ
ムにおいて、日本の新幹線方式の採用が決定した。これに対して中
国は不満を露わにしている。いろいろなところで日本とぶつかる中
国の高速鉄道事業の事情を検証する。

質調査データやルート策定などが、インドネシアの親中派の関係者
いる。中国が2015年３月に参入を表明してから提案書提出まで５
か月しか無く、ボーリング調査を実施した形跡もない。これに対し
て、当然中国側は計画において多少の遅れはあるが、そんなものい
くらでも挽回できる、まだ本気を出していないだけだ、といった内
容の反論をしている。

■イ
 ンドの日本の新幹線を採用に反発する
中国

インド西部のムンバイとアーメダバードを結ぶ高速鉄道建設に、

日本の新幹線方式が採用された。これについては、日本とインドは
2013年から共同で調査を始めており、今回の新幹線採用の決定につ
ながったが、これに対して大きな不満を抱いているのが中国だ。表
向きは「どの国にも自国の協力相手と協力方式を選ぶ権利がある。
インド側の決定と選択を我々は尊重する」と言ってはいるものの、
中国のマスコミは「日本はインドの高速鉄道プロジェクトを持って
行ったばかりか、軍事協定にまで署名した」と騒ぎたて、焦点を日
本の武器輸出へと故意に移そうとしている。中国は、インドは完全
に中国の意中にあると思っていただけに、今回の決定には驚くと同
時に、「中印両国は高速鉄道でも協力すると合意したはずだ」と不
満を露わにしている。インドネシア鉄道における事業争奪戦では、
中国の巧みな外交戦略とバラマキ作戦によって敗北した日本だが、
インドは簡単にチャイナマ

過去には、フィリピンのマニラ郊外での鉄道建設を中国が途中で

放棄し、結局日本の ODA で工事を続行することになった事例があ
る。中国は工事の延期を繰り返した挙句に、現地業者への支払いを
しないまま鉄道建設を途中で投げ出した。南沙諸島における中国の
主張を、フィリピンが受け入れなかったことへの嫌がらせだという
説もある。中国はその他にも、各国で応札工事でのトラブルを起こ
で、ダムの建設が止まっているし、ニカラグアで進めている大運河

うわけだ。何より、インドと

の建設でも、同じく環境破壊の問題で大規模な反対デモが頻発して

中国の国境では紛争が絶え

いる。ポーランドでは、ワルシャワと各地方を結ぶ高速道路の建設

ないし、両国はアジアにおい

を中国企業が欧州企業の６分の１という破格の費用で受注したもの

て最大の敵同士。インドは

の、やはり採算があわずに途中で引き揚げてしまった。しかもその

中国とは一線を画したいと

企業は、ポーランド政府の契約違反を訴えて、逃げるための時間稼

いうのが本音だろう。イン

ぎをしているという。

ドはあくまでも自由国家で
うという意志表示の現れだ。

■ 各地で中国の計画がトラブル

している。ミャンマーでは環境破壊を懸念する地域住民からの反対

ネーに寝返らなかったとい

あり、共産主義国家とは違

●止まったままの高速鉄道工事

●インドの高速鉄道計画

■ 中国に騙されたインドネシア

日中が受注合戦を繰り広げていたジャカルタ―バンドン間の高速

■そ
 ういえば中国で過去に起こった
鉄道事故
2011年に中国浙江省温

州で起こった鉄道事故を

鉄道建設で、土壇場になって日本を蹴り中国案を選択したインドネ

思い出せばわかるように、

シア。ところがここに来て中国側の準備不足が深刻化、着工の目処

中国では人命よりも車輌撤

も立っていない状況であることが明らかになってきた。１月21日に

去と運行再開が優先され、

起工式は何とか行われたが、それでもまだ工事がさっぱり着工され

被害者の実態はうやむやに

ない。地元メディアでは、中国側の書類不備により審査が進まず、

されてしまった。そして現

工事許可を得たのは未だにたった５キロだけ。着工されないばかり

在では、「中国では高速鉄

か、工事許可も下りていないのが現状だという。計画では、2019

道での死亡事故は起こって

年にジャカルタとバンドン間の約140キロの高速鉄道が開業予定と

いない」とされている。「あれは特別快速列車であり、高速鉄道で

なっているが、予定通りに工事が進む可能性は限りなく低いと地元

はない」という理由だそうだが、これは屁理屈でしかない。中国側

メディアは報じている。

は否定しているが、日本の計画書を中国がコピーしているとすれば

■イ
 ンドネシアで中国の高速鉄道が
選ばれた理由

●中国で起こった高速鉄道事故

事態は深刻だ。日本は自国の技術力を考慮のうえで、さまざまな調
査を行い、ルートを確定させたはず。しかし、中国が日本ほどの建
築技術力を持っていないとすれば、日本と同じルートで建設するこ

実は、ほとんどタダ同然で工事を受注するという破格の条件だっ

とは無謀以外の何ものでもない。トンネル工事、地盤強化など、技

た。しかも、中国側がインドネシアに提示した計画書は、ルートも

術力が必要な部分がおざなりにされれば、後々、大事故につながり

駅の位置も日本が提示したものとまったく同じで、違うのは提示金

かねない。そんな高速鉄道に乗る乗客こそ、いい迷惑だ。
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京都
の
施設紹介
シリーズ

第11回
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京大桂ベンチャープラザ

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小

法人中小企業基盤整備機構」と「公益財団法

企業新事業活動促進法に基づき、大学のシー

人京都高度技術研究所（ASTEM）
」のスタッ

ズ及び知的財産の活用や、地域の産業集積・

フで構成されている。常駐するIMが、企業活

資源を広く活用して新事業の創出に取り組む

動における様々な案件について相談に応じ、

中小・ベンチャー企業に対し、「事業スペー

各種情報提供・経営支援・セミナー及び交流

スの賃貸」
・
「入居企業のサポート」を行うた

会の開催によって企業活動をサポートしてい

めに、2004年８月から「京大桂ベンチャー

る。この施設には、次世代を担う中小・ベン

プラザ」を運営している。京都大学桂キャン

チャー企業や積極的な産学連携に取り組む大

パスから徒歩１分の隣接地に産学公連携の新

企業も集積して

産業拠点として整備された「桂イノベーショ

いるため、その

ンパーク」に立地しており、緊密な産学連携

交流から生まれ

を可能にし、研究開発のさらなる促進が期待

る新しいビジネ

できる。１階に設置されたIM（インキュベー

スが注目されて

ションマネジャー：略称IM）室は「独立行政

いる。

※施設データ
・北館
〒615-8245 京都市西京区御陵大原１-36
Tel：075-382-1062／Fax：075-382-1072
・南館
〒615-8245 京都市西京区御陵大原１-39
Tel：075-382-1252／Fax：075-382-1262
・交通アクセス
電車：阪急電鉄京都線「桂駅」からバス「桂イノベーションパーク前」下車
車：京都市内中心部より車で約40分（国道９号線千代原口交差点から約５分）

ベンチャーキャピタリスト から

起業家

その２

への アドバイス

自己紹介その２

（一部先月号と重複）いつの間にかベンチャーキャピタリスト

木村美都

フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
（JASDAQ 上場 コード 8462）

きた先輩の一言で起業を考えるようになりました。曰く、「ベン
チャーキャピタリストはかの地で最も尊敬されている仕事であり、
いくつかの起業を経験した人こそふさわしい。」

当時日本のベ

として16年目の春を迎えました。中小企業金融公庫（現日本政策

ンチャーキャピタルは証券会社や銀行の子会社のようなところが

金融公庫）時代から、退職後、４つの会社のスタートアップを行

ほとんどで、大半の人員は出向者でした。本当のベンチャーキャ

い、現在に至るまで、ある時はプレーヤーとして、またある時は

ピタリストを目指していたところ、私は起業のチャンスを得まし

サポーターとして、ずっと中小企業の経営が私のテーマでした。

た。

そもそもベンチャーキャピタルを知ったのは公庫時代に担当して

かつての融資担当先のベンチャー企業と東証一部上場の大企業

いたソディックという会社が日本合同ファイナンス（現 JAFCO）

がジョイントベンチャーを始めるのでその経営者にならないかと

から投資を受けて、負債過多だった財務が改善し、あっという間

いう話が舞い込んできたのです。今ならたまに聞く話ですが、当

に上場を果たした時のこと、衝撃を受けました。

時は本当にめったにない話でした。私も親から10百万円の借金を

その後、ある外銀の日本支店長に日本にベンチャーキャピタル

して出資し、資本金70百万円の会社がスタートしました。金融機

を創るからと誘われ、本気でベンチャーキャピタルについて考え

関出身の素人がいきなりファクトリーオートメーションの先端技

始めていましたが、ちょうどその時、シリコンバレーから返って

術を持つ会社のスタートアップを任されたのです。32才でした。
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6 月度・7 月度勉強会のご案内
第174回

第135回

京都

大阪

合同例会見学会

日 時：06月18日（土）15：00〜17：00
				 （時間は多少変更の可能性あり）
会

内

容：①館内見学
②入居企業のプレゼンテーション（企業は決まり次第広報します）
会 費：無料
定 員：20名
終了後任意参加で懇親会を予定（実費徴収 自由参加）

場：京都大学桂ベンチャープラザ北館＆南館
http://www.smrj.go.jp/incubation/kkvp/

集合場所：阪急桂駅西口バスロータリーまたは現地

NMO 勉強会 大阪例会 ［参加費1,000円］

NMO 勉強会 京都例会 ［参加費1,000円］

http://www.nmo.ne.jp/business/it-osk.html

http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

5回
第17

日 時：07月14日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
				 ※当日は祇園祭宵山の２日前で交通規制が始まっています
会 場：COCON 烏丸４階シティラボ内セミナールーム

6回

第13

http://www.citylabo-ino.com/
（市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車 / 阪急京都線「烏丸駅」下
車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）

講 師：青野 友親
				 （サイエンス・サポーター株式会社 代表取締役）

第３回神戸＆大阪合同例会（第３回こうべ燦々会）
日
会

時：07月19日（火）18：30〜20：30…第３火曜日です
場：神戸勤労会館（各交通機関の三宮駅から東へ徒歩５分）

講

師：福島

http://www.kobe-kinrou.jp/

繁

（中小企業診断士 株式会社ベスト経営研究所
http://www.bestconsulting.jp/

代表取締役）

テーマ：（仮題）地方創生”を施策から運動へ

http://science-supporter.com/

〜事例に学ぶ“地方創生”実践論〜

テーマ：大学の研究シーズを活用する

〜大学と民間とのマッチング事業の現状と展望（仮）〜

成岡秀夫経営塾 第19期（2016年度前期）
マネジメント基本講座シリーズ
時間

13：30〜17：00

場所

京都市下京区烏丸四条 COCON 烏丸ビル４階シティラボ内

今月の
「バカな」と「なるほど」
推 薦 図 書 〜経営成功の決め手！〜



セミナールームにて
形式

成岡からの講義形式／毎回自由参加

費用

毎回5,000円（テキスト代金・諸費用込み）

定員
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名：「バカな」と「なるほど」
〜経営成功の決め手！〜
発 行：PHP 研究所
著 者：吉原 英樹
発行日：2014年08月25日発行
定 価：1,300円＋税
ページ数：236ページ
版 型：B５版

スケジュールと内容
講座番号

開講日

曜日

課

題

19-3

6月19日

日曜日

決算書・試算表を分析する
～キャッシュフロー計算書～

19-4

7月10日

日曜日

設備投資の判断基準を知る
～投資判断基準～

目次

19-5

8月 7日

日曜日

資金調達と資金繰りの基本を知る
～現実の資金繰り方法～

19-6

9月11日

日曜日

経営計画を作成する
～中期計画を作成する際のポイント～

編集
後記

初版本は1988年に発行された名著。いろ
いろな経営学の大家が引用するくらいの書籍
だったが、なぜか1991年に絶版になった。今
回23年ぶりに復刊になり、幻の名著が戻って
きた。
「バカな」は尊敬される差別化と軽蔑
される差別化のキーワードだが、戦略や経営
の差別化としては後者の方が重要だ。
「なる
ほど」は合理的な論理的なイメージを表す。
成功した企業について研究した著者が気が付
いたことは、戦略、組織、人事、マネジメン
ト、マーケティングなど経営の方法が一見し
たところ非常識なものが多い。初めは「そん
なバカな」と思っているが、担当者から説明
を受けると「なるほど」と納得せざるを得な
い。経営で成功する秘訣とは、この「バカな」
と「なるほど」の２つの特徴を同時に持つこ
とが重要だ。この「同時に」というのがポイ
ントだ。本書には多くの「バカな」と「なる
ほど」という二律背反を同時に満足し成功し
た事例が満載されている。

第１部：常識破りの発想
「バカな」と「なるほど」／答えを見ながら答案を書く／べき論より予


測論を／ダブダブの洋服の戦略メッセージ／マイナス情報に ” 情け ” を
かけよう／組織慣性との戦い／人事スペシャリスト不用論／カラ元気
のリーダーシップ／社内事情より社外事情を優先／女がわからないで
経営できるか／人づくりは人選びから／計画のグレシャムの法則

第２部：常識破りの戦略
多角化を成功させるキーファクター／非常識な戦略で活路を開く／中
堅企業海外進出の成功の条件／夢と技術力と余裕／安全運転は新事業
の敵

５月の連休も仕事、仕事で今年はあっという間に終わってしまった。今年は８月に新しく「山の日」という祝日が設けられた。手帳で調
べたら、いま１年間に日本では祭日、祝日、国民の休日などが16日もある。これにお盆や年末年始の特別休暇、そしてサラリーマンは
年次有給休暇がある。いったい何日休んでいるのだろうか？勘定すると、ぞっとする。もう少し働いたほうがいいのではないか。（な）
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