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【問題・目的・背景】 

地域における事業所の存在は、経済活動の主要な担い手

であり、雇用の受け皿でもあるという点で、地域活性にお

ける重要な要素である。日本では、2000年代から事業所の

廃業率が開業率を上回るようになり、2010年代に入って開

業数がかろうじて上回っているものの、事業所数の減少が

続いている。 

企業の事業承継を促進することは、廃業数を減らすだけ

ではなく、既存の経営資源を有効活用し雇用の安定化に資

するという側面からもその重要性が注目されている。この

ことから、中小企業庁は平成29年度に「事業承継5か年計

画」を策定した。また、平成30年度には事業承継税制が改

正されるなど国による事業承継促進の後押しが行われてい

る。 

加えて金融庁は、平成27年事務年度金融行政方針におい

て、地域金融機関の目的に「地方創生」を掲げ、事業承継

支援に積極的な役割を果たすことを求めている。 

そこで、事業承継支援の担い手としての地域金融機関に

注目し、地方銀行による事業承継支援活動の現状について

調査を行い、事業承継支援活動と当該地域の開廃業率との

関係について考察を試みる。 

 

【先行研究等における事業所数及び事業承継の状況】 

(1)開廃業率の推移 

 厚生労働省「雇用保険事業年報」における「開廃業率

の推移」によれば、2002年（平成14年）から2004年（平

成 16年）にかけて廃業率が開業率を上回っっている。そ

の後、開業率が廃業率を上回るものの、その差はわずか

な傾向が続き、最近になってようやく差が拡大する気配

を示している。 

 

（2）事業所数の推移 

総務省・経済産業省「経済センサス」における「国内

事業所数の地域別推移」によると、開業率が廃業率をわ

ずかに上回り、上昇する傾向を示しているものの、国内

事業所数の推移では、平成 28 年の事業所数は、平成 21

年の事業所数と比較して7.7％の減となっている。 

地域別の増減率に着目すると、北海道▲9.6％、東北▲

11.8％、関東▲4.4％、中部▲9.7％、近畿▲7.8％、中国

▲9.1％、四国▲11.5％、九州▲7,4％となっている。全

国的に減少傾向にあるなかで、特に北海道、東北、中部、

中国、四国の地方圏の減少が著しくなっている。 

 

(3)事業承継の形態と形態別承継の推移 

帝国データバンクにおける「形態別の事業承継の推移」

によると、事業承継の形態としては依然として親族内承

継が最も高い割合を占めているが、長期的には全体に占

める割合が年々低下している。その反面、内部昇格や外

部招へい等の親族外への承継（第三者承継）や買収（事

業売却：M&A）の割合が上昇してきている。 

 

(4)事業承継支援の現状と課題 

事業者にとっての事業承継の身近な支援機関には、金

融機関や士業等専門家（税理士、会計士、弁護士、診断

士）、商工会議所等（商工会、商工会議所）、自治体等、

同業者組合、ミラサポ専門家派遣1が挙げられる。 

杉浦（2014）によれば、事業者側の視点からは、身近

な支援機関に対して事業承継問題を相談したいとする意

見と、相談したくないという意見とに二分されるとして

いる。他方、支援機関側の視点では、事業承継はセンシ

ティブな問題であること、専門知識を有していないこと

から、苦手意識を持っているところが多いことが指摘さ

れている。1 

 

【研究方法・研究内容】 

 地域別の開廃業率データ及び各地方銀行のディスクロ

ジャー誌から抽出したデータを用いて、事業承継支援活

動と当該地域の開廃業率との関係、金融機関種別等によ

る影響について比較分析を行う。 

また、公表されている各種データを用いて地方銀行に

よる事業承継支援活動についての把握を行う。そのうえ

で、活動内容による分類を行い、傾向について分析する。 

 

【研究・調査･分析結果】 

（1）事業承継支援活動と当該地域の開廃業率との関係 

                                                   
1 中小企業・小規模事業者を対象にした支援情報サイト。無料の

会員登録をすれば、経営者や専門家との情報交換や、専門家の

派遣を要請することができる。会員登録を行わなくても基本的

な機能は利用可能。 



地方銀行による都道府県別事業承継支援数（別表1）と

当該地域の開廃業率（別表2）との相関関係について分析

した結果を表 1 に示す。その結果、事業承継支援数と開

廃業率との相関は認められなかった。 

 

  

表1：事業承継支援数と事業所開廃業率 

 

北海道 2,262 東京 480 滋賀 343 香川 510

青森 177 神奈川 165 京都 247 愛媛 214

秋田 188 新潟 662 大阪 1,103 高知 635

山形 369 山梨 355 奈良 179 福岡 891

岩手 322 長野 199 和歌山 360 佐賀 137

宮城 215 富山 1,096 兵庫 226 長崎 278

福島 498 石川 439 鳥取 216 熊本 163

群馬 522 福井 290 島根 135 大分 163

栃木 655 静岡 954 岡山 642 宮崎 120

茨城 719 岐阜 713 広島 839 鹿児島 218

埼玉 158 愛知 1,509 山口 153 沖縄 141

千葉 503 三重 426 徳島 265 全国 22,054  

別表1：地方銀行の事業承継相談件数（都道府県別） 

 

地域 平成21年 平成24年 平成26年 平成28年 地域 平成21年 平成24年 平成26年 平成28年

北海道 258,041 242,432 252,036 233,168 滋賀 60,746 58,057 60,552 56,655

青森 68,415 61,549 62,963 59,069 京都 131,275 125,948 127,561 118,716

岩手 67,230 59,537 63,093 59,451 大阪 449,766 442,249 446,119 422,568

宮城 110,209 98,190 106,438 102,026 兵庫 242,915 231,113 237,177 222,343

秋田 58,108 52,285 53,593 49,432 奈良 52,342 49,409 51,627 48,235

山形 64,257 59,304 60,110 56,551 和歌山 55,003 51,133 51,459 48,218

福島 102,063 89,518 93,299 88,128 鳥取 29,344 27,492 28,556 26,446

茨城 131,129 122,835 125,804 118,031 島根 40,856 37,225 38,306 35,476

栃木 98,483 92,263 93,428 88,332 岡山 89,407 85,833 88,332 83,415

群馬 104,556 96,546 97,750 92,006 広島 142,589 135,296 138,703 131,074

埼玉 267,630 258,199 264,561 250,834 山口 70,889 65,985 67,467 62,774

千葉 208,091 200,702 208,949 196,579 徳島 42,113 39,217 40,140 37,021

東京 694,212 701,848 728,710 685,615 香川 53,880 50,047 51,340 47,893

神奈川 315,002 313,856 323,506 307,269 愛媛 72,993 68,510 69,844 65,223

新潟 129,572 120,995 122,378 114,895 高知 41,647 38,378 39,343 36,239

富山 59,981 55,397 56,188 52,660 福岡 231,566 224,833 232,701 223,008

石川 68,035 64,173 64,968 61,301 佐賀 41,914 39,101 40,450 38,131

福井 48,087 44,160 45,272 42,443 長崎 70,315 65,467 67,074 63,159

山梨 49,611 45,636 46,293 43,173 熊本 83,780 79,219 81,840 74,104

長野 122,192 112,369 115,539 107,916 大分 59,861 56,303 57,778 54,443

岐阜 113,062 104,946 106,590 100,331 宮崎 57,811 54,955 56,479 52,663

静岡 194,589 184,470 185,519 174,850 鹿児島 86,068 80,279 82,752 77,256

愛知 344,523 331,581 338,644 322,820 沖縄 70,750 67,284 70,329 67,648

三重 88,392 82,365 85,244 79,387 全国 6,043,300 5,768,489 5,926,804 5,578,975  

別表1：都道府県別事業所数の推移 

 

次に、地方銀行による事業承継支援（1金融機関あたり）

について、地域ごとに機関別（第一地銀・第二地銀）に

分類した結果を図1に示す。 

金融機関種別での特徴としては、全国的に見て地方銀

行の事業承継支援数に占める第一地方銀行の割合が高い

という地域が多かった。 

 

 

図1：地方銀行分類別事業承継支援数（1金融機関あたり） 

 

（2）事業承継支援活動の傾向について 

東北地方の地方銀行15行の事業承継支援活動について、

各行のHP情報やディスクロージャー誌を基に整理した結

果を以下の表2～表7に示す。 

 

地域 金融機関名 分類 支援内容

個別相談の受付

事業承継・M&A

サポートデスク

の設置

外部専門機関と

連携したサポー

ト体制の強化

事業承継・M&A

に関するセミ

ナーの開催

関連サービス

結婚相手紹介

サービス提供企

業との業務提携

経営面のサポー

ト（事業承継・

M&A）

みちのく銀行事

業承継サポート

デスクの設置

みちのく銀行経

営塾

青森県

専門知識を有する行員で組成したサポートデスク

を本部に設置。

税理士法人やコンサルティング会社との提携を強

化し、より専門的な支援活動を実施するよう、体

制の充実に努める。

事業承継問題の解決に向けた周知活動と継続的な

サポートにより、経営課題解決ならびにリレー

ション強化を図る。

自社株概算評価サービス、事業承継に関する個別

提案、M&Aに関するアドバイス、提携外部専門機

関の紹介。

事業承継対策として、県内企業の経営者やその後

継者等、結婚相手を探している人にマリッジパー

トナーズ㈱を紹介。同社は、結婚相手紹介サービ

スを提供、婚活イベント運営サービス等による出

会いから結婚までをサポートする。

第一青森

後継者問題、自社株の問題、オーナーの相続対策

等の相談に対応。

自社株の譲渡に係る相談、M&Aの提案、資産管理

会社の活用に関する提案。

次世代を担う後継者・若手経営者を対象。企業経

営の主要項目である「財務」「人事」を学べるほ

か、業種・地域を越えた同世代の経営者ネット

ワーク形成につながるプログラムを用意。

自社株概算評価サービス、オーダーメイドの対

策・実行支援（承継スキームの提案等）、専門家

の紹介、JOL（日本型オペレーティングリー

ス）、各種保険等、ファンド、みちのく銀行経営

塾、M&Aマッチングサービス（M&Aアドバイザ

リー）。

概要

第一みちのく

 

表2：事業承継支援活動（青森県） 

 

地域 金融機関名 分類 支援内容

秋田 第一
県内信金信組と

の連携協定

北都 第一

日本政策金融公

庫との協調融資

スキーム

秋田信用金庫、羽後信用金庫、秋田県信用組合と

の連携協定。4つの金融機関が事業承継やM&A

ニーズのある企業について、社名を明かさずに情

報交換しマッチングを行う。

秋田県 地域課題解決に資するノウハウを豊富に有する日

本政策金融公庫と連携することで、相互のノウハ

ウを結集し、資金供給（協調融資）に加えて、事

業に関するアドバイスや事業計画策定支援、フォ

ローアップに至るまでの対応力向上を企図。

概要

 

表3：事業承継支援活動（秋田県） 



地域 金融機関名 分類 支援内容

事業承継サポー

ト

いわぎん次世代

経営塾

経営者・後継者

の婚活支援

事業承継に関す

るコンサルティ

ング

中堅・中小企業

のM&A支援

北日本 第二 事業承継支援

企業の後継者および若手経営者を対象に、マネジ

メントの本質とスキルを体系的に体得することを

目的に開催。勉強会の開催（講義（年11回）/グ

ループディスカッション/合宿研修（年2回））、

講演会（岩手銀行役員およびゲスト講師による講

演）、経営情報の提供（経営情報雑誌・FAXによ

る経営ノウハウの提供/個別経営アドバイス）

自社株診断（自社株評価、株主構成の分析等）、

財産診断（自社株、不動産等の概算評価や相続に

関するシミュレーション）、事業承継計画策定・

実行サポート（経営権・財産権の承継、財産分割

に係る相続人間の調整も踏まえた事業承継計画策

定・実行のサポート）。

M&A/企業提携や事業承継に関するニーズを有す

る取引先に対して東日本事業承継推進機構㈱を紹

介。

第一

第一

岩手

東北

事業承継対策として、県内企業の経営者やその後

継者等、結婚相手を探している人にマリッジパー

トナーズ㈱を紹介。同社は、結婚相手紹介サービ

スを提供、婚活イベント運営サービス等による出

会いから結婚までをサポートする。

自社株評価の実施、株式承継に関する対策支援

（会社分割や新設を含む）、事業引継相談窓口等

の外部専門家の紹介、後継者への経営者保証に関

するガイドラインの活用。

概要

岩手県

 

表4：事業承継支援活動（青森県） 

 

地域 金融機関名 分類 支援内容

七十七リサーチ

&コンサルティ

ング㈱

公的機関・民間

企業との連携

不動産保有会社

のM&A支援業務

に係る提携

経営者・後継者

の婚活支援

オンラインM&A

の活用

大和不動産鑑定㈱との、不動産保有会社のM&A実

行に係る顧客紹介や交渉・実務手続きの支援、

M&Aに係る企業価値評価、保有する不動産その他

資産の価値評価等における業務提携。

㈱トランビとのM&Aによる事業承継支援サービス

に関する業務提携契約を締結（県内金融機関では

初）。後継者不在で事業承継に課題を抱える取引

先に対して、「TRANBI（トランビ）」の全国ネッ

トワークを活用し、企業提携候補先の探索および

紹介を行う。

第一

第二仙台

七十七

事業承継後の戦略立案や社内体制の構築、後継者

の育成支援等、「経営承継」の分野を中心に、円

滑な事業承継を支援。その他、自社株評価、タッ

クスプランニング、民事信託コーディネート等。

概要

宮城県

公益財団法人みやぎ産業振興公社および㈱バトン

ズの三機関による連携協定。相談者が希望すれ

ば、他の支援機関への相談がスムーズに連携でき

るようになり、相談者にとってはマッチング先の

選択肢増加につながる。事業承継に関するセミ

ナーを三機関で協力して開催。中小企業・小規模

事業者に係る事業承継ニーズへの対応として、イ

ンターネットによる事業承継マッチングサービス

（Batonz「バトンズ」）への紹介業務取扱開始。

総合婚活事業を展開する㈱IBJとの業務提携契約を

締結。独身の経営者・後継者に対して、IBJ日本結

婚相談所連盟所属の優良相談所を紹介。取引先企

業に対する結婚相談事業の開業支援。

 

表5：事業承継支援活動（宮城県） 

 

地域 金融機関名 分類 支援内容

やまぎん事業承

継・相続コンサ

ルティング相談

所

やまぎんM&A相

談所

事業承継支援業

務におけるTKC

東北会との連携

県内信金との連

携協定

事業承継・M&A

セミナー

日本政策金融公

庫との協調融資

スキーム

荘内銀行「次世

代経営塾」

経営者・後継者

の婚活支援

事業承継に関す

るコンサルティ

ング

M&Aアドバイザ

リーサービス

きらやかコンサ

ルティング&

パートナーズ㈱

事業承継コンサ

ルティング

M&Aアドバイザ

リーサービス

オンラインM&A

の活用

経営者・後継者

の婚活支援

第二きらやか

概要

山形県

総合婚活事業を展開する㈱IBJとの業務提携契約を

締結。独身の経営者・後継者に対して、IBJ日本結

婚相談所連盟所属の優良相談所を紹介。取引先企

業に対する結婚相談事業の開業支援。

取引先企業の後継者や若手経営者、経営幹部を対

象として、計数管理や事業戦略、人材育成等の形

成に必要なノウハウを体系的に学ぶとともに、異

業種間の人的ネットワーク構築にも活用。講師は

㈱タナベ経営。
荘内

第一山形

地域課題解決に資するノウハウを豊富に有する日

本政策金融公庫と連携することで、相互のノウハ

ウを結集し、資金供給（協調融資）に加えて、事

業に関するアドバイスや事業計画策定支援、フォ

ローアップに至るまでの対応力向上を企図。

事業承継対策として、県内企業の経営者やその後

継者等、結婚相手を探している人にマリッジパー

トナーズ㈱を紹介。同社は、結婚相手紹介サービ

スを提供、婚活イベント運営サービス等による出

会いから結婚までをサポートする。

事業承継対策検討先を東日本事業承継推進機構㈱

に紹介。同社は、事業承継・M&A等のコンサル

ティングサービスの提供や戦略的資本・業務提携

のパートナー探し等の全面的なサポートを行う。

M&Aに関する相談窓口。初回相談料無料で、専門

チームがサポートを行う。（相談例：後継者不

在、新規事業参入、優秀な人材・技術の確保etc）

講師は税理士法人山田&パートナーズおよび山形

銀行。経営者を対象とした参加費無料セミナー。

TKC会員顧問先企業の事業承継支援計画の作成に

おいて連携を図り、山形銀行が事業承継計画を作

成し、連携するTKC会員税理士が計画の検証を行

う。（全国初の連携取組み）

山形信用金庫、鶴岡信用金庫、米沢信用金庫、新

庄信用金庫とのM&A等仲介業務に関する連携協

定。県内各信金との個別契約で、譲渡希望の県内

各信金取引先を、取引先の同意を得て山形銀行に

紹介し、その後山形銀行が相手先企業のマッチン

グや条件交渉等の一連の仲介業務を行う。

事業ニーズの多様化に対応するため、公認会計士

や生産管理コンサルタント、工学博士等の専門的

な知識を有する人材の雇用や、M&A・事業承継、

資本政策等を専務をして行う「戦略チーム」とし

て設置。

事業承継計画書の策定サポート、MBO・EBOス

キームの検討と実行のサポート、種類株式や信託

を活用した事業承継スキームの立案と実行のサ

ポート、第三者割当増資を活用した事業承継ス

キームの立案と実行のサポート、経営承継円滑化

法に基づく対策の検討と実行のサポート等。

M&Aの進め方についてのアドバイス、クロージン

グまでのプロジェクトマネジメント全般、相手候

補先の選定、譲渡企業の企業価値（株式価格）の

算定支援、相手先企業との面談の場のセッティン

グと条件交渉サポート、各種契約書の作成サポー

ト等。

㈱トランビとのM&Aによる事業承継支援サービス

に関する業務提携契約を締結（県内金融機関では

初）。後継者不在で事業承継に課題を抱える取引

先に対して、「TRANBI（トランビ）」の全国ネッ

トワークを活用し、企業提携候補先の探索および

紹介を行う。

相続・事業承継対策に関する相談窓口。初回相談

料無料で、専門チームがサポートを行う。（相談

例：後継者への引き継ぎ方、相続対策の検討、相

続時の遺産分割etc）

 

表6：事業承継支援活動（山形県） 



地域 金融機関名 分類 支援内容

東邦 第一
とうほう事業承

継ファンド

経営者・後継者

の婚活支援

事業承継に関す

るコンサルティ

ング

M&Aアドバイザ

リーサービス他

オンラインM&A

の活用

大東 第二

㈱ミクロ情報

サービスとの業

務提携

㈱ゆうちょ銀行と連携して設立。事業承継局面に

おける株式集約ニーズに対して、株式の移転に

ファンドを活用することにより、事業承継の円滑

化を資金面から支援する。

事業承継対策として、県内企業の経営者やその後

継者等、結婚相手を探している人にマリッジパー

トナーズ㈱を紹介。同社は、結婚相手紹介サービ

スを提供、婚活イベント運営サービス等による出

会いから結婚までをサポートする。

㈱ミクロ情報サービスが、創業・新規事業、経営

改善・事業承継、API連携の可能性も含めたフィ

ンテック等の分野において、起業家や中小企業に

対して各種製品提供や経営支援サービスを行う際

に、大東銀行が金融面での支援協力を行う。

概要

事業承継対策検討先を東日本事業承継推進機構㈱

に紹介。同社は、事業承継・M&A等のコンサル

ティングサービスの提供や戦略的資本・業務提携

のパートナー探し等の全面的なサポートを行う。

㈱トランビとのM&Aによる事業承継支援サービス

に関する業務提携契約を締結。後継者不在で事業

承継に課題を抱える取引先に対して、「TRANBI

（トランビ）」の全国ネットワークを活用し、企

業提携候補先の探索および紹介を行う。

第二福島
福島県

 

表7：事業承継支援活動（福島県） 

 

 東北 6 県の地方銀行の事業承継支援活動を総括すると

下記のような特徴をあげることができる。 

 

① 事業承継支援 

自社株評価や事業承継計画の策定、タックスプランニ

ング等を行う。外部専門機関の活用が多いが、子会社に

て行っているケースもある。 

②業務提携 

経営者の婚活支援やオンラインM＆Aの活用等において、

外部機関との業務提携の動きが進んでいる。民間企業と

の連携が多いが、公的機関も含めた三機関連携の動きも

みられる。 

③金融機関連携 

地方銀行と複数の信金・信組による連携協定。事業承

継・M＆Aニーズのある先を匿名で情報交換するケースと、

地方銀行に譲渡希望先の情報を集約し、マッチング等一

連の仲介業務を行うケースがある。 

また、日本政策金融公庫や㈱ゆうちょ銀行と連携して、

事業承継支援に特化した協調融資及びファンドを設立し

ている地域もある。 

④経営者塾・セミナーの開催 

後継者や若手経営者を対象とした勉強会及び人的ネッ

トワーク形成の場として開催。計数管理や事業戦略等の

ノウハウを学ぶとともに、経営情報の提供を行っている。 

 

 

【考察・今後の展開】 

 事業承継支援数と開廃業率との相関は認められなかっ

たことは、地方銀行の事業承継支援数が開業率の上昇や、

廃業率の抑制に、直接には寄与できていない地域がある

ことが推測される。一方で、開業率の低さ及び廃業率の

高さによる事業所数の減少が地域経済の危機感の醸成に

影響し、地方銀行の事業承継支援に何かしらの動機を与

えている可能性は否定できないものと思われる。 

金融機関種別での特徴としては、全国的に見て地方銀

行の事業承継支援数に占める第一地方銀行の割合が高い

という地域が多かった。このことは、第一地方銀行が事

業承継支援の担い手となり、第二地方銀行は第一地方銀

行に比して支援活動をしていないことを示す。 

東北地方における地方銀行の事業承継支援活動につい

て整理・分析した結果、外部専門機関や他金融機関との

連携の中で支援する形が多く見られた。一方で、事業承

継支援を含めたコンサルティング機能を子会社し、ワン

ストップで支援できる体制を構築している動きもある。 

今後は、地方銀行による事業承継支援活動について全

国的な調査・分析を行い、活動内容の類型化や地域特徴、

第一地方銀行と第二地方銀行それぞれの傾向等について

研究を行いたい。 
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