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「ローカルベンチマーク」の
非財務情報の解説
本機関誌05月号で「ローカルベンチマーク」を取り上げたところ、多
くの方から反響をいただいた。また、中小企業の多くの経営者の方にも
いろいろな情報を提供した。08月の弊社主催の NMO 勉強会でもとりあ
げたところ、多くの方に参加いただいた。今回明示されたベンチマーク
の指標「非財務情報」に関して、少し詳しく解説する。

■ おさらい：非財務情報の４つの視点

いま一度、
「非財務情報」とは何をいうのかを確認しておこう。今回、
次の４つの項目が挙げられている。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つだ。次にそれ
ぞれの内容を少し詳しく見ていくことにする。

■ 経営者への着目

中小企業では経営者自身の考え方や能力が経営そのものに与える影響
が極めて大きい。ただし、経営能力を測る具体的な指標はなく、周辺の
いろいろな情報からそれを推測するしかできない。ここでは主に、「経
営に対する想い」
、
「事業に対する考え方」
、
「経営ビジョンや経営理念」
、
「経営改善に対する考え方」などが挙げられている。創業経営者と承継経
営者とでは大きな違いがある。創業経営者は、自分自身が創業者である
ので、ビジョンやイメージ
が明確であり具体的だ。そ
れに対して、２代目や３代
目の経営者の方は先代から
承継しているので、このよ
うな項目に関して意外と無
関心の方も多い。そして今
回は、「経営改善」、「再生」
などのキーワードも入って
いる。業績が芳しくない企
業の経営者は特に注意をす
●経営者自身と事業承継
る必要がある。

■ 後継者の有無も取り上げられている

後継者が存在するか、存在しても承継する意思があるか、承継すべき
事業内容か、などにまで踏み込んだ評価がなされると思われる。現在の
代表者の年齢からみて、仮に後継者が不在の場合、非常にリスクが高い
と判断されても仕方ない。利害関係者の代表格である金融機関が、後継
者の存在の有無で企業に対する評価を大きく変える可能性がある。

■ 関係者への着目
関係者とは利害関係者、俗
にいうステークスホルダー
であり、得意先、仕入先、
金融機関などの取引先がま
ず挙げられる。次に、従業
員が注目されている。平均
年齢、平均勤続年数、年齢
構成、平均給与など雇用に
関するデータを重視するこ
とが明確だ。中小企業は中
途採用が多く、離職率も高
い場合は、この評価項目は
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非常に厳しい。金融機関に関しては、取引金融機関の内容、金融機関と
の情報交換、情報開示に関して具体的な実績を示すことが求められる。
毎月の試算表も提出せず、年に１回の決算書のみを届けているだけとい
う状態なら、確実に評価は厳しくなるだろう。せめて、四半期ごとに業
況報告と財務内容の報告をすることが求められる。

■ 事業への着目

事業に関しては、どのようなビジネスモデルで収益を挙げているの
か、自社の強みはどこか、独自性は何か、などが項目として挙げられて
いる。製造業系の企業では製品別の原価や利益の把握など、管理会計的
な視点も入っている。市場の将来性、成長性なども説明が求められる。
技術力、開発力、販売力などのポテンシャルをどのように説明すればい
いかを、日ごろから考えておかないといけない。また、IT などの情報系
のインフラ整備の状況など
も項目にあり、高齢の代表
者の場合説明に窮する場面
も想像される。日頃から情
報環境の整備や投資をして
おかないと、急にできるも
のではない。少しレベルが
高いかもしれないが、価値
連鎖（バリューチェーン）
や VRIO 分析などの手法も
少しは勉強しておいたほう
●ビジネスモデル評価
がいいだろう。

■ 内部管理体制への着目

この項目が一番頭が痛い
かもしれない。役員構成、
株主構成、取締役会の運営、
監査役や社外取締役の有無
などが書かれている。同族
で固め、ほとんど部外者が
経営に関与することが少な
い中小企業での、コンプラ
イアンスやCSR、家業と企
業の切り分け、おカネに関
する区別がきちんとできて ●内部管理体制
いるか、など耳の痛い項目
が並んでいる。会議の内容や質に関しても対象になっており、会議の種
類、頻度、参加者、内容などが一覧表になっているといいだろう。また
決定事項がどのように組織に下りて、どのようにPDCAサイクルが回っ
ているのかを確認されるだろう。このような組織体制に関することは、
一朝一夕には構築できない。徐々に体制を整えていくことが求められて
いる。

■ 今後の展開を予想する

今回、政府がこのような評価指標を公表したということは、２年くら
い時間を置いて本格的に金融機関や公的機関、支援機関と企業との接点
でこのような評価項目を活用するということを公言した。今後、補助金
の申請、いろいろな認定、融資の申請、経営改善計画などが必要な場面
で、必ずこのような項目を評価しますよと、事前に言ってくれている。
無視するのは勝手だが、その結果あとで痛い目に会わないとも限らな
い。全部の項目を完璧に対応するのは不可能だが、特に劣っている項目
や全く対応できていない内容に関しては、すぐに腰を上げて動き始める
ことが必要だ。時間は有限だから。
●外部からの評価の視点

※経済産業省などの WEB サイトの情報を元に筆者書き下ろし
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①子育てでの復職後も同じ給与を支給する

中小企業の働き方改革をどうする

③敷地内に認可保育園を開設する

今後の人口減少が確実な日本では、働き手の確保が間違いなく困
難になる。特に経営基盤の弱い中小企業ではなおさらだ。中途採用
をいくらしても人材が確保できないといった嘆きはよく耳にするが、
嘆いていても始まらない。どうすれば優秀な人材を確保することが
できるのか？ それは、いま世間で注目を浴びている「働き方の改
革」に進んで取り組むことだ。従来の発想を180度変えないと、な
かなか踏み切れない。経営者の意思が試されている。

■ 大企業に比べてハンディキャップが大きい
概して中小企業では労

⑤週に３日ノー残業デーを設定する
⑥育児休業５日分を有給休暇とする
などを実践している企業がある。

■迫
 る「大介護時代」における
多様な就労をどのように後押しするか
育児との両立支援の観点ばかりから捉えられがちだが、介護が理
由で休業する社員も増えている。女性の活躍推進や育児との両立支
援の観点ばかりから捉えられがちな働き方改革―。高齢化に伴う
「大介護時代」の到来は、これが女性だけの問題ではない現実を突
う時間的な制約に直面すれば、正社員による長時間労働を前提とす

中小企業の労働時間が大

る硬直的・画一的な就労形態はこれまで以上に立ち行かなくなる。

企業よりも長い要因の一

介護が理由で休業する男性社員の数が、育児休業中の女性をすでに

つとして、中小企業の場

上回っている企業もある。人材難に直面する中小企業が優秀な人材

合は休日が少ないことが
の小さい企業ほど年間休

④５年以内なら出産退職者の復帰を認め毎年復帰の意思を確認する

きつけている。働き盛りの団塊ジュニア世代が一斉に親の介護に伴

働時間が長い傾向がある。

考えられる。従業員規模

②復職後に本人の希望により在宅ワークを認める

●日本は長時間労働が多い

を獲得するには、「育児・介護・共働き」といったさまざまな事情
を抱える人が活躍できる労働条件を整えることが一層重要になる。

日総数が少ない。他方で景気後退局面に入ると、景況が急速に悪化
した中小企業の中には、売上や受注が大幅に減少し、従業員の残業
時間の削減を行ったり、４勤３休とするなど休業日を増加させると
いった動きが見られる。こうした動きの結果、仕事と生活の調和を
うまく図ることが難しい。

●働きかた改革ポスター

■ 経営者の意識ひとつで変わる
中小企業において、自社の従業員や自身が仕事と生活の調和が取
れた働き方をするためにどのような取組が重要であるかというと、
企業側は、
「従業員の意識改革」や「仕事の仕方や働き方の見直し」
が重要であると考えている一方で、従業員側は、「経営・管理職層
の意識改革」や「経営トップによる奨励・強い支持」が特に重要で
あると考えており、その次に企業側と同様に、
「従業員の意識改革」
等が重要であると考えて
いる割合が高い。中小企業
において従業員が仕事と
生活の調和を達成する上
で、仕事の内容を見直す
といった、具体的な取組
も重要である一方で、ま
ずは、経営トップや管理
職等により、従業員が仕
事と生活の調和のために
取り組もうと考えるため
●揺らぐ日本型雇用

の意識作りをすることが
重要だ。

■ 競争力の向上につながる

イメージや数値目標ばかりが先行する大手企業とは一線を画し、

働き手の実情に寄り添ったきめ細かい取り組みが、中小企業の競争
力につながっているケース多くみられる。「同じ条件の人が長時間
働く」成長モデルが立ち行かなくなっているからだ。潜在的な内需
を掘り起こしたり、技術革新を生み出すには多様な人材、多様な価
値観が不可欠となる。働き手の実情に寄り添ったきめ細かい取り組
みが、企業競争力につながっている。例えば、特徴ある中小企業の
事例では、

■ 東京都の取組は参考になる
東京都では、働き方の見直しに取り
組む中小企業を後押しする「ワークラ
イフバランス実践支援事業」を行って
いる。都内に本社を構える従業員300人
以下の中小企業に対し、在宅勤務やモ
バイル勤務の導入など、固定的な就業
環境にとらわれない働き方を実現する
ための経費の一部を助成したり、社内
体制の整備を助言する専門家を派遣し
たりする。育児や介護中の従業員が増

●東京都の働きかた改革宣言

え業務に支障が出てきたことに頭を悩ませていたある企業では、社
内ニーズ調査に基づき、家事サービスへの支援を決定したという。
2015年度からは、助成事業とは別に仕事と介護の両立を図るため、
都が定めた事業に取り組むことを条件に40万円の奨励金を支給する
制度も新たに始めた。助成金と奨励金を合わせると最大140万円が
受給できるという。

■ 企業の収益にも大きな影響がある

従業員が仕事と生活の調和を達成するための課題や取組内容につ

いては、仕事と生活の調和が取れていると考えている従業員と、そ
うでない従業員の勤務先における収益状況を見てみると、従業員が
仕事と生活の調和が取れていると考えている企業ほど、収益状況は
良くなっているという調査結果がある。単に、従業員の仕事と生活
の調和を図ることにより、収益が向上することを示すものではない
が、例えば収益が向上した結果、従業員に賃金等の形で還元するこ
とにより、仕事と生活の調和を阻害する要因が減り、従業員にとっ
ての満足度が向上し、仕事に対するモチベーションが向上すること
は考えられる。
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注目企業のご紹介

株式会社飯田照明

様

LED カラーライト「BLACK ★ STAR」
可視光タイプ

20年以上にわたり大手電機メーカーで蛍光灯や LED 光源の開発
に携わってきたメンバーが中心となり、平成25年に設立されたベン

標準省エネＳタイプ

チャー企業。LED に特化し、導光板 LED 照明、一般照明機器、紫

高出力Ｈタイプ

外線 LED 照明、ブラックライトなどを開発、製造している。この企

ウルトラ出力Ｕタイプ

業の特徴は、これら照明機器の LED 電源、回路、筐体を含め、LED
LED ライト「BLACK ★ STAR」
UV ウルトラ出力タイプ

モジュールや光源用点灯回路などの商品化まで、すべてを自社で設
計、開発、製造できること。さらに、大手部材メーカーと連携し
て、最新の LED や導光板をいちはやく入手でき、他社に先駆けて商
品開発ができる。今回京都市の目利きＡランク企業に認定されたの
は、紫外線硬化樹脂・インク硬化用光源、捕虫用ランプ、ブラック
ライトなど特殊用途に使う紫外線出力タイプの LED 光源の開発だっ
た。今後は国内だけでなく、インドネシアなど海外展開も視野に入

高出力紫外線 LED 照射器
「HANDY POWER」

れている。

紫外線アート

超薄型導光板 LED 照明

企業データ

代表取締役
飯田史朗氏

紫外線 LED を
照射すると

目に見えない傷など
が浮かび上がる

紫外線探傷

社
名：株式会社飯田照明
代表取締役：飯田 史朗
設
立：平成25年２月
本
社：〒607-8408
京都市山科区御陵鳥ノ向町21 富士菱ビル３F
TEL 075-205-5177／FAX 050-3488-8868
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.led-kogen.com/

ベンチャーキャピタリスト から

起業家

その６

への アドバイス

ポジショニング

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）

地理的立地や業界のセグメントのどこにチャンスがあるのかを冷
静に判断するのです。サーファーがどこの浜のどの時間にいい波

已むに已まれず起業するときは意外に強いものです。例えば勤

が来るのかを探し、現場ではどの波にどのタイミングでテイクオ

めていた会社が倒産し、お客様のサービスのため、あるいは部下

フするかということに良く似ています。ビッグウェーヴを目指し

のために起業する時、やることは決まっていますし、覚悟もあり

大勢と競争するのか、シークレットビーチで一人楽しむのか、こ

ます。業界の中での自分の立場に対する認識もあります。でも何

うなると人生観の問題でもあります。

か面白い技術や商品やサービスを思い付いたから商売をしたい、

経営者は歴史仮説を持ちなさいと、私はよくいいます。今の世

人に指図されたくないから独立したい、定年で暇になったからも

の中がどのように変化して現在に至りこれからどうなるのか、そ

うひと勝負したいなどという人はまずしっかり考えてください。

れはなぜか、自分の考えを持つことです。その考えに基づいて事

自分の持つ経営資源と参入する市場の競争状況を把握して、ど

業のポジショニングを決め、戦略を決めると、人を動かす説得力

こでどのように汗をかくのか。ビジネスチャンスはあるでしょう

が断然違います。成長市場にポジショニングすることは言うまで

か。時間的空間的に見てどこにチャンスがあるのか。つまり、時

もないことですが、特に変化率が大きく変わる時、チャンスが訪

代の風を見て業界の流れを見ていつチャンスがやってくるのか、

れます。

NMO OfficeLetter
10 月度・11 月度勉強会のご案内
NMO 勉強会 京都例会

NMO 勉強会 大阪例会

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

日
会

8回

第17

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

時：10月13日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
場：COCON 烏丸４階シティラボ内セミナールーム
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：南原

［いずれも参加費1,000円］

9回

第13

日 時：10月18日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です
会 場：大阪産業創造館６階 D 室

				 （地下鉄堺筋線「堺筋本町」徒歩３分）
講 師：南原 一輝氏（株式会社ユニサーチ代表取締役）
http://web.gogo.jp/uni-search/pages

テーマ：注目の大学生のみで立ち上げたベンチャー企業
「ユニサーチ」

一輝氏（株式会社ユニサーチ代表取締役）

http://web.gogo.jp/uni-search/pages

〜学生視点だから提供できるホンネの調査と提案〜

テーマ：注目の大学生のみで立ち上げたベンチャー企業
「ユニサーチ」
〜学生視点だから提供できるホンネの調査と提案〜

今月の
推薦図書

第179回 NMO 勉強会 2016年11月度京都例会・
第140回 NMO 勉強会 2016年11月度大阪例会は
合同例会として見学会を予定しています
日 時：11月12日（土）14：00〜
見学先：大阪の企業または施設を予定しています

地域・中小企業を元気にする「月刊石垣」

成岡秀夫経営塾 第20期（2016年度後期）
マネジメント基本講座シリーズ
時間

13：30〜17：00

場所

 都市下京区烏丸四条 COCON 烏丸ビル４階シティラボ内
京
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

10名で先着順／申込後のキャンセルはできません

申込

ホームページ、E メール、FAX、電話にてお申込みください

※６回すべて受講される方は25,000円（ただし前納ください）

スケジュールと内容
講座番号

開講日

曜日

課

題

20-1

10月16日

日曜日

決算書・試算表を理解する
〜貸借対照表〜

20-2

11月13日

日曜日

決算書・試算表を理解する
〜損益計算書〜


書

名：地域・中小企業を元気にする
「月刊石垣」
発 行：日本商工会議所
企画・編集：日本商工会議所広報部
発行日：毎月10日
定 価：477円＋税
（年間購読は3,605円）
ページ数：66ページ
版 型：A４版

目次

20-3

12月18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〜

20-4

01月22日

日曜日

設備投資と資金繰りの基本
〜投資判断基準と現実の資金繰り〜

20-5

02月19日

日曜日

管理会計と財務会計の違いと活用
〜収益管理の方法〜

20-6

03月12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



各都道府県の商工会議所が加盟す
る会議所の総本山である日本商工会
議所が発行する月刊誌。実はこのよ
うな月刊誌があることを知らなかっ
たのだが、とあるきっかけで知ると
ころとなり、個人購読ができること
を知り、さっそく申し込んだ。内容
は、その辺のつまらないビジネス月
刊誌と遜色なく、むしろ実用面の内
容としては非常に素晴らしい。また、
全国をカバーしているので各地の情
報がふんだんに盛り込まれている。
何よりいいのは、読者目線の記事に
徹していることだ。格調高くもなく、
低くもなく、難しくもなく、ちょう
どいい程度のレベル感で統一されて
いる。こういう内容の編集は、なか
なか難しい。高額の年間購読料でも
ないので、定期購読をお勧めする。

特集１：逆境をチャンスに変えた社長の決断
特集２：凄腕女性プロデューサーの着眼力〜新発想で停滞期を乗り
越えよう〜
まちの解体新書：山形県米沢市
あの人を訪ねたい：竹内海南江
こうしてヒット商品は生まれた：かに風味かまぼこ
現代に息づく職人技：丸亀うちわ
リーダーの横顔：名張商工会議所会頭 川口 佳秀
基礎からわかる企業の情報セキュリティ
会社の法律 Q&A
以下略

９月末になり、すっかり空気が秋の空気に入れ替わった。たんぼの稲刈りも始まり、秋の味覚を代表する旬の野菜や果物がスーパーの
店頭に並んでいる。日本ほど見事に季節が変わり、生活に変化が著しい国は世界中探しても、なかなかないだろう。衣食住の日常生活
が大きく変化する。そこにビジネスチャンスがある。海外に出ると、この季節感が変わるので難しい。日本で成功したものを、そのま
ま持ち込んでもビジネスにならない。現地に合わせた変化が必要だ。（な）
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