
 

大阪経済記者クラブ会員各位                 令和２年３月２６日 

 

「大阪府後継者バンク」の新規開設 ならびに 
「中小企業の事業承継に関するアンケート調査結果」について 

 

【お問合先】大阪商工会議所 中小企業振興部 

  事業承継・再生支援担当（尾島）０６－６９４４－６２５７ 

             （吉田）０６－６９４４－６４５３ 

 

１ 「大阪府後継者バンク」の新規開設 ～３月３０日スタート 

○ 大阪商工会議所は、中小企業の事業承継支援を一層強化するため、３月３０日に「大阪

府後継者バンク」を新規開設する。 

○ 同事業は、後継者不在の事業所と創業希望者を結びつけることを目的に、大阪商工会議

所が国の委託を受けて設置している大阪府事業引継ぎ支援センターの一環として実施

するもの。 

○ 開設時に連携する株式会社日本政策金融公庫 大阪ビジネスサポートプラザから創業希

望者を紹介してもらい、「大阪府後継者バンク」のデータベースに登録。事業を継いでも

らいたいと考えている後継者不在の事業所とマッチングする。 

○ これまで、Ｍ＆Ａ案件として進めることが難しかった小規模案件のマッチングを始める

ことで、事業承継支援の幅を広げる。 

○ 今後は、株式会社日本政策金融公庫 大阪ビジネスサポートプラザだけでなく、他の創

業支援機関との連携を拡大する。 

 

２ 「中小企業の事業承継に関するアンケート調査結果」【調査結果のポイント】（資料別添） 

～後継者が決まらず、事業承継が進んでいない中小企業の実態明らかに 

○ 大阪商工会議所は、中小企業の事業承継に関する実情を把握し、今後の活動に役立てる

ため、アンケート調査を実施した。 

○ 調査期間は令和元年１２月上旬～下旬。大阪府内の中小企業（代表者年齢：６０歳以上）

１００００者に調査を依頼し、うち１８８９社から回答を得た（有効回答率：１８．９％）。 

○ 調査結果からは、後継者が決まらず、事業承継が進んでいない中小企業の深刻な実態が

明らかとなった。 
 
～「事業承継を了解済の後継者」が存在する企業は５割強にとどまる 

○ 現在の代表者にとって意中の「後継者はいる」とする企業は約７割。ただし、「後継者

はいる」と回答した企業のうち、「既に後継者本人の了解を得ている」のは、７割強。

すなわち、回答企業全体の５割強にとどまる。一方、「後継者は未定」と「後継者は不

在」を合わせると、３割近くに上る。 

○ 同様に、「代表者の年齢が７０歳以上の企業」においても、「事業承継を了解済の後継者」

が存在するのは、約６割といった状況。 
 
～事業承継が順調に進んでいない場合、５年後にはＭ＆Ａ等を検討する経営者が２割以上 

○ ５年後の事業承継の進捗状況を予想する中で、「順調に進んでいない可能性がある」と

回答した中小企業は、３割台半ばに上る。 

○ その場合、「取引先への譲渡やＭ＆Ａを検討・進めている」と予想する中小は２割以上。 

以 上 

＜添付資料＞・「大阪府後継者バンク事業について」 

・「中小企業の事業承継に関するアンケート調査結果」 

記者配布資料 



 

- 1 - 

 

 

令和２年３月２６日 

 

「中小企業の事業承継に関するアンケート調査」結果 

 

大 阪 商 工 会 議 所 

大阪府事業引継ぎ支援センター 

調査概要 

 ○調査目的 

  ・中小企業の事業承継に関する実情を把握し、今後の活動に役立てるため。 

 

 ○調査期間 

  ・令和元年１２月２日（月）～１２月２０日（金） 

   （調査票発送：郵送 ／ 調査票回収：郵送） 

 

 ○調査対象 

  ・大阪府内の従業員数３００人以下の中小企業 １００００者（代表者宛） 

   （法人：９３３５社 ／ 個人：６６５事業所 ／ 代表者年齢：６０歳以

上） 

 

 ○有効回答数 

  ・１８８９者 

（法人：１７７２社 ／ 個人：１１７事業所 ／ 有効回答率：１８．９％） 

 

 

調査結果のポイント 

１ 事業承継に関する代表者の意向【表１】 

 ～およそ半数が親族への承継を希望 

 ○回答者のおよそ半数（５３．５％）が「親族に承継したい」との意向。「役

員・従業員に承継したい」（１７．２％）がこれに続く。 

 ○個人事業主に限って見ると、「親族に承継したい」（５６．４％）が最多。「自

分の代で廃業するつもり」（１７．９％）がこれに続く。 

 ○業種別にみると、「親族に承継したい」とするのは不動産業（６４．０％）

が最多。小売業（６３．５％）がこれに続く。サービス業（４１．７％）

が約４割で最小。 
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２ 事業承継の準備状況【表２】 

 ～準備を進めているのは４割台半ばにとどまる 

 ○「既に準備を進めている」のは、４割台半ば（４６．４％）。個人事業主に

限ると４割強（４１．９％）にとどまる。 

 ○代表者の年齢別にみると、７０歳以上の層でも５割強（５２．５％）とい

う状況。 

 ○業種別にみると「既に準備を進めている」のは、製造業（５１．３％）が

最多。小売業（４７．４％）がこれに続く。 

 

 

３ 後継者の有無【表３－（１）】 

 ～３割近くが後継者未定または不在 

 ○現在の代表者にとって意中の「後継者はいる」とする回答は、全体の約７

割（６９．１％）。一方、「後継者はまだ決めていない」（１５．１％）と「後

継者はいない」（１２．８％）を合わせると、３割近くにのぼる。特に個人

事業主に限ると、「後継者はいない」（２３．１％）が２割以上を占める。 

 ○代表者の年齢別に見ると、７０歳以上の層でも、「後継者未定」（９．４％）

または「不在」（１１．４％）とする回答が合わせて約２割に上る。 

○業種別にみると、「後継者はいる」との回答は、製造業（７１．３％）が最

多。建設業（７１．０％）がこれに続く。不動産業（６４．９％）が最小。 

 

 

◆ 後継者の了解【表３－（２）】 

 ～後継者本人の了解を得ているのは全体の５割強にとどまる 

 ○上記設問で、代表者にとって意中の「後継者はいる」との回答者のうち、「既

に後継者本人の了解を得ている」のは、７割以上（７３．８％／９６３者）。

すなわち、「意中の後継者が存在し、かつ後継者本人の了解を得ている」の

は、回答者全体（１８８９者）の５割強（５１．０％）にとどまる。 

 ○同様に、７０歳以上の層でも、７４８者のうち４４３者（５９．２％）と

約６割にとどまる。 

○同様に、業種別にみると、製造業が４９１者のうち２６７者（５４．３％）

と最多。建設業が４２０者のうち２２４者（５３．３％）でこれに続く。

不動産業が１１１者のうち４９者（４４．１％）で最小。 

 

 

 

 

 



 

- 3 - 

 

４ ５年後の事業承継の進捗状況の予想 

【表４-（１）】 

 ～「５年後に順調に進んでいない可能性がある」との回答が３割台半ば 

 ○５年後の事業承継の進捗状況を予想する中で、「順調に進んでいない可能性

がある」との回答は、３割台半ば（３５．０％）。 

○代表者の年齢別にみると、７０歳台の層でも３割弱（２８．９％）が同様の

回答。 

 ○業種別にみると、「順調に進んでいない可能性がある」との回答は、小売業

（３９．１％）が最多。建設業（３６．０％）がこれに続く。 

 

 

◆ ５年後に順調に事業承継が進んでいない場合に検討・進めていると予想さ

れる事業承継の手法（複数回答）【表４-（２）】 

 ～「親族・従業員への承継を検討・進めている」が最多であるが、「取引先へ

の譲渡やＭ＆Ａを検討・進めている」との回答も２割以上を占める。 

 ○上記設問で、「順調に進んでいない可能性がある」との回答者のうち、６割

強（６１．５％）が、「親族・従業員への承継を検討・進めている」と回答。 

 ○「取引先への譲渡やＭ＆Ａを検討・進めている」（２２．１％）や「廃業を

検討・準備をしている」（２１．８％）も２割以上ある。 

 ○業種別でみると、「取引先への譲渡やＭ＆Ａを検討・進めている」との回答

は、サービス業（３０．２％）が最多。卸売業（２９．７％）がそれに続

く。  

 

以 上 

 

 

＜添付資料＞「中小企業の事業承継に関するアンケート調査」結果集計表 



＜調査概要＞
○調査期間    ：令和元年１２月２日（月）～１２月２０日（金）
○調査対象    ： 大阪府内の従業員数３００人以下の中小企業　１００００者　（法人  ９３３５社 　／　個人 ６６５事業所  ／　代表者年齢　６０歳以上）
○有効回答数 ： １８８９者 （法人　１７７２　／　個人　１１７　／　有効回答率　１８．９％）

＜回答企業の属性＞
【代表者の年齢】 【業種】 【従業員数】

59歳以下 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 22.2% (420) 22.2% (394) 22.2% (26) 0～4人 37.2% (702) 34.8% (616) 73.5% (86)
60～69歳 60.4% (1141) 61.6% (1091) 42.7% (50) 26.0% (491) 26.3% (466) 21.4% (25) 5～9人 25.6% (483) 26.3% (466) 14.5% (17)
70～79歳 33.7% (637) 32.7% (579) 49.6% (58) 18.3% (345) 18.1% (321) 20.5% (24) 10～19人 17.5% (331) 18.2% (322) 7.7% (9)
80～89歳 5.7% (107) 5.6% (99) 6.8% (8) 8.3% (156) 7.6% (135) 17.9% (21) 20～29人 7.0% (132) 7.3% (130) 1.7% (2)
90歳以上 0.2% (4) 0.2% (3) 0.9% (1) 5.9% (111) 6.0% (106) 4.3% (5) 30～49人 5.9% (111) 6.2% (110) 0.9% (1)
無回答 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 8.6% (163) 8.9% (158) 4.3% (5) 50～99人 4.2% (80) 4.5% (79) 0.9% (1)

10.7% (203) 10.8% (192) 9.4% (11) 100～299人 2.6% (50) 2.8% (49) 0.9% (1)
300人以上 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0)

＜調査結果＞
表1.　事業承継に関する代表者の意向　（単数回答）

①親族に承継したい 53.5% (1010) 53.3% (944) 56.4% (66) 47.9% (547) 47.6% (519) 56.0% (28) 61.9% (463) 62.4% (425) 56.7% (38) 49.0% (206) 59.1% (290) 51.6% (178) 63.5% (99) 64.0% (71) 41.7% (68) 48.3% (98)
②自社の役員・従業員に承継したい 17.2% (324) 17.9% (317) 6.0% (7) 18.8% (214) 19.2% (209) 10.0% (5) 14.7% (110) 15.9% (108) 3.0% (2) 24.5% (103) 13.0% (64) 14.5% (50) 9.0% (14) 6.3% (7) 28.2% (46) 19.7% (40)
③取引先等に譲渡したい 1.6% (30) 1.5% (26) 3.4% (4) 1.0% (11) 0.9% (10) 2.0% (1) 2.5% (19) 2.3% (16) 4.5% (3) 0.5% (2) 1.2% (6) 4.6% (16) 0.0% (0) 0.0% (0) 1.2% (2) 2.0% (4)
④Ｍ＆Ａで第三者に譲渡したい 2.8% (52) 2.9% (52) 0.0% (0) 2.5% (29) 2.7% (29) 0.0% (0) 3.1% (23) 3.4% (23) 0.0% (0) 1.0% (4) 2.6% (13) 1.7% (6) 3.2% (5) 1.8% (2) 5.5% (9) 6.4% (13)
⑤外部から経営者を招きたい 0.4% (8) 0.5% (8) 0.0% (0) 0.5% (6) 0.5% (6) 0.0% (0) 0.3% (2) 0.3% (2) 0.0% (0) 0.2% (1) 0.2% (1) 0.6% (2) 0.6% (1) 0.0% (0) 1.2% (2) 0.5% (1)
⑥自分の代で廃業するつもり 6.5% (122) 5.7% (101) 17.9% (21) 6.9% (79) 6.7% (73) 12.0% (6) 5.7% (43) 4.1% (28) 22.4% (15) 7.9% (33) 4.3% (21) 6.7% (23) 10.9% (17) 6.3% (7) 6.1% (10) 5.4% (11)
⑦現在のところ未定 16.0% (303) 16.1% (286) 14.5% (17) 19.8% (226) 19.9% (217) 18.0% (9) 10.3% (77) 10.1% (69) 11.9% (8) 15.0% (63) 16.7% (82) 18.8% (65) 12.8% (20) 18.9% (21) 14.7% (24) 13.8% (28)
⑧その他 2.1% (40) 2.1% (38) 1.7% (2) 2.5% (29) 2.6% (28) 2.0% (1) 1.5% (11) 1.5% (10) 1.5% (1) 1.9% (8) 2.9% (14) 1.4% (5) 0.0% (0) 2.7% (3) 1.2% (2) 3.9% (8)
無回答 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0)

合計 100.0% (1889) 100.0% (1772) 100.0% (117) 100.0% (1141) 100.0% (1091) 100.0% (50) 100.0% (748) 100.0% (681) 100.0% (67) 100.0% (420) 100.0% (491) 100.0% (345) 100.0% (156) 100.0% (111) 100.0% (163) 100.0% (203)

表２.　事業承継の準備状況　 （単数回答）

①既に準備を進めている 46.4% (877) 46.7% (828) 41.9% (49) 42.4% (484) 42.6% (465) 38.0% (19) 52.5% (393) 53.3% (363) 44.8% (30) 44.8% (188) 51.3% (252) 44.6% (154) 47.4% (74) 42.3% (47) 47.2% (77) 41.9% (85)

②これから準備をする 35.4% (669) 35.8% (635) 29.1% (34) 37.0% (422) 37.2% (406) 32.0% (16) 33.0% (247) 33.6% (229) 26.9% (18) 35.5% (149) 31.6% (155) 34.8% (120) 37.2% (58) 36.0% (40) 40.5% (66) 39.9% (81)

③現時点で準備をする予定はない 16.3% (307) 15.7% (278) 24.8% (29) 19.1% (218) 18.8% (205) 26.0% (13) 11.9% (89) 10.7% (73) 23.9% (16) 17.9% (75) 15.3% (75) 18.8% (65) 14.1% (22) 19.8% (22) 9.8% (16) 15.8% (32)

無回答 1.9% (36) 1.7% (31) 4.3% (5) 1.5% (17) 1.4% (15) 4.0% (2) 2.5% (19) 2.3% (16) 4.5% (3) 1.9% (8) 1.8% (9) 1.7% (6) 1.3% (2) 1.8% (2) 2.5% (4) 2.5% (5)

合計 100.0% (1889) 100.0% (1772) 100.0% (117) 100.0% (1141) 100.0% (1091) 100.0% (50) 100.0% (748) 100.0% (681) 100.0% (67) 100.0% (420) 100.0% (491) 100.0% (345) 100.0% (156) 100.0% (111) 100.0% (163) 100.0% (203)

表３-(1)  後継者の有無　（単数回答）

①後継者はいる 69.1% (1305) 69.2% (1227) 66.7% (78) 64.0% (730) 63.7% (695) 70.0% (35) 76.9% (575) 78.1% (532) 64.2% (43) 71.0% (298) 71.3% (350) 66.7% (230) 69.9% (109) 64.9% (72) 69.3% (113) 65.5% (133)
②後継者はまだ決めていない 15.1% (285) 15.6% (277) 6.8% (8) 18.8% (215) 19.4% (212) 6.0% (3) 9.4% (70) 9.5% (65) 7.5% (5) 13.3% (56) 15.3% (75) 13.3% (46) 14.1% (22) 21.6% (24) 17.8% (29) 16.3% (33)
③後継者はいない 12.8% (242) 12.1% (215) 23.1% (27) 13.8% (157) 13.6% (148) 18.0% (9) 11.4% (85) 9.8% (67) 26.9% (18) 12.9% (54) 10.8% (53) 17.4% (60) 13.5% (21) 6.3% (7) 11.7% (19) 13.8% (28)
④その他 1.1% (20) 1.1% (20) 0.0% (0) 1.2% (14) 1.3% (14) 0.0% (0) 0.8% (6) 0.9% (6) 0.0% (0) 0.0% (0) 1.2% (6) 0.6% (2) 1.9% (3) 0.9% (1) 0.6% (1) 3.4% (7)
無回答 2.0% (37) 1.9% (33) 3.4% (4) 2.2% (25) 2.0% (22) 6.0% (3) 1.6% (12) 1.6% (11) 1.5% (1) 2.9% (12) 1.4% (7) 2.0% (7) 0.6% (1) 6.3% (7) 0.6% (1) 1.0% (2)

合計 100.0% (1889) 100.0% (1772) 100.0% (117) 100.0% (1141) 100.0% (1091) 100.0% (50) 100.0% (748) 100.0% (681) 100.0% (67) 100.0% (420) 100.0% (491) 100.0% (345) 100.0% (156) 100.0% (111) 100.0% (163) 100.0% (203)

表３-(2)　後継者の了解　 （単数回答)　 ※表３-(1)で「①後継者はいる」と回答した企業が対象

①既に後継者本人の了解を得てい 73.8% (963) 73.9% (907) 71.8% (56) 71.2% (520) 71.1% (494) 74.3% (26) 77.0% (443) 77.6% (413) 69.8% (30) 75.2% (224) 76.3% (267) 72.2% (166) 74.3% (81) 68.1% (49) 73.5% (83) 69.9% (93)

②後継者の了解はまだ得られていない 10.3% (135) 10.1% (124) 14.1% (11) 10.5% (77) 10.4% (72) 14.3% (5) 10.1% (58) 9.8% (52) 14.0% (6) 9.1% (27) 10.3% (36) 10.4% (24) 14.7% (16) 6.9% (5) 9.7% (11) 12.0% (16)

③後継者の意向は未確認である 13.9% (182) 14.1% (173) 11.5% (9) 16.6% (121) 17.0% (118) 8.6% (3) 10.6% (61) 10.3% (55) 14.0% (6) 14.4% (43) 11.7% (41) 14.8% (34) 9.2% (10) 19.4% (14) 15.0% (17) 17.3% (23)
④その他 1.4% (18) 1.4% (17) 1.3% (1) 1.4% (10) 1.3% (9) 2.9% (1) 1.4% (8) 1.5% (8) 0.0% (0) 1.3% (4) 1.4% (5) 2.2% (5) 0.0% (0) 2.8% (2) 0.9% (1) 0.8% (1)
無回答 0.5% (7) 0.5% (6) 1.3% (1) 0.3% (2) 0.3% (2) 0.0% (0) 0.9% (5) 0.8% (4) 2.3% (1) 0.0% (0) 0.3% (1) 0.4% (1) 1.8% (2) 2.8% (2) 0.9% (1) 0.0% (0)

合計 100.0% (1305) 100.0% (1227) 100.0% (78) 100.0% (730) 100.0% (695) 100.0% (35) 100.0% (575) 100.0% (532) 100.0% (43) 100.0% (298) 100.0% (350) 100.0% (230) 100.0% (109) 100.0% (72) 100.0% (113) 100.0% (133)

大阪商工会議所
大阪府事業引継ぎ支援センター

建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 サービス業 その他

建設業

サービス業
その他

「中小企業の事業承継に関するアンケート調査」結果集計表

個人法人
建設業

総計 法人 個人総計 法人 個人 総計

製造業
卸売業
小売業
不動産業

総計 法人 個人
60～69歳 70歳以上

合計 法人 個人 合計 法人 個人

総計 法人 個人
60～69歳 70歳以上

合計 法人 個人 合計 法人 個人

総計 法人 個人
60～69歳 70歳以上

合計 法人 個人 合計 法人 個人

総計 法人 個人
60～69歳 70歳以上

合計 法人 個人 合計 法人 個人

建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 サービス業 その他

令和２年３月

小売業 不動産業 サービス業

製造業 卸売業 小売業 不動産業 サービス業 その他

建設業 製造業 卸売業 その他

-1-



表4-(1)  ５年後の事業承継の進捗状況の予想　 （単数回答）

①順調に進んでいない可能性がある 35.0% (662) 34.9% (618) 37.6% (44) 39.1% (446) 38.9% (424) 44.0% (22) 28.9% (216) 28.5% (194) 32.8% (22) 36.0% (151) 34.6% (170) 34.2% (118) 39.1% (61) 32.4% (36) 32.5% (53) 36.0% (73)

②順調に進んでいる 30.5% (576) 31.0% (549) 23.1% (27) 31.5% (359) 31.8% (347) 24.0% (12) 29.0% (217) 29.7% (202) 22.4% (15) 33.3% (140) 31.4% (154) 28.1% (97) 25.0% (39) 32.4% (36) 24.5% (40) 34.5% (70)

③完了していると思う 24.4% (461) 24.6% (436) 21.4% (25) 19.5% (222) 19.6% (214) 16.0% (8) 32.0% (239) 32.6% (222) 25.4% (17) 20.0% (84) 25.5% (125) 26.4% (91) 24.4% (38) 22.5% (25) 33.1% (54) 21.7% (44)

④廃業していると思う 4.2% (80) 3.8% (67) 11.1% (13) 3.9% (45) 3.8% (41) 8.0% (4) 4.7% (35) 3.8% (26) 13.4% (9) 5.5% (23) 2.4% (12) 6.4% (22) 4.5% (7) 1.8% (2) 3.7% (6) 3.9% (8)

⑤その他 2.4% (46) 2.5% (45) 0.9% (1) 2.8% (32) 2.9% (32) 0.0% (0) 1.9% (14) 1.9% (13) 1.5% (1) 1.9% (8) 2.9% (14) 2.0% (7) 2.6% (4) 3.6% (4) 2.5% (4) 2.5% (5)

無回答 3.4% (64) 3.2% (57) 6.0% (7) 3.2% (37) 3.0% (33) 8.0% (4) 3.6% (27) 3.5% (24) 4.5% (3) 3.3% (14) 3.3% (16) 2.9% (10) 4.5% (7) 7.2% (8) 3.7% (6) 1.5% (3)

合計 100.0% (1889) 100.0% (1772) 100.0% (117) 100.0% (1141) 100.0% (1091) 100.0% (50) 100.0% (748) 100.0% (681) 100.0% (67) 100.0% (420) 100.0% (491) 100.0% (345) 100.0% (156) 100.0% (111) 100.0% (163) 100.0% (203)

表4-(2)　５年後に事業承継が順調に進んでいない場合に検討・進めていると予想される事業承継の方法 （複数回答）   ※表4-(1)で「①順調に進んでいない可能性がある」と回答した企業が対象

①親族・従業員承継を検討・進めている 61.5% (407) 61.2% (378) 65.9% (29) 61.2% (273) 60.6% (257) 72.7% (16) 62.0% (134) 62.4% (121) 59.1% (13) 68.9% (104) 60.6% (103) 51.7% (61) 70.5% (43) 72.2% (26) 49.1% (26) 60.3% (44)
②取引先への譲渡やM&Aを検討・進めている 22.1% (146) 22.8% (141) 11.4% (5) 21.3% (95) 21.9% (93) 9.1% (2) 23.6% (51) 24.7% (48) 13.6% (3) 12.6% (19) 24.1% (41) 29.7% (35) 18.0% (11) 11.1% (4) 30.2% (16) 27.4% (20)

③廃業を検討・準備をしている 21.8% (144) 21.4% (132) 27.3% (12) 22.2% (99) 22.6% (96) 13.6% (3) 20.8% (45) 18.6% (36) 40.9% (9) 21.2% (32) 19.4% (33) 22.9% (27) 23.0% (14) 25.0% (9) 24.5% (13) 19.2% (14)

④その他 4.7% (31) 4.7% (29) 4.5% (2) 4.7% (21) 4.7% (20) 4.5% (1) 4.6% (10) 4.6% (9) 4.5% (1) 6.0% (9) 4.1% (7) 4.2% (5) 4.9% (3) 2.8% (1) 3.8% (2) 4.1% (3)

- (662) - (618) - (44) - (446) - (424) - (22) - (216) - (194) - (22) - (151) - (170) - (118) - (61) - (36) - (53) - (73)

その他

建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 サービス業 その他

建設業 製造業 卸売業 小売業 不動産業 サービス業

総計 法人 個人
60～69歳 70歳以上

総計 法人 個人
60～69歳 70歳以上

合計 法人 個人 合計 法人 個人

合計 合計 法人 個人法人 個人

-2-



【面談時説明資料】 

大阪府事業引継ぎ支援センター 
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  「大阪府後継者バンク」事業について  

 

１．「大阪府後継者バンク」事業とは 

・「大阪府後継者バンク（以下「後継者バンク」）」は、大阪府事業引継ぎ支援センター（以

下「支援センター」）が運営する事業で、後継者不在の中小企業者及び個人事業主（以

下、「中小企業者等」という。）の後継者作りを支援するものです。 

・具体的には、後継者バンクに登録した「創業希望者」と「後継者不在の中小企業者等」

とを引き合わせ、創業希望者が後継者として当該事業を引継ぐために必要となる様々

な支援を行います。 

       

２．創業希望者にとってのメリット・デメリット 

（１）メリット 

・販売先（顧客）や仕入先、店舗等の経営資源を引き継ぐため、創業時のリスクを低く抑

えることができます。 

・地域における知名度や経営ノウハウ、代々育まれてきた知識など、目に見えない資産を

引き継ぐことができます。 

（２）デメリット 

・ゼロからの起業と比較すると、相対的に経営の自由度は低くなります。 

・後継者として、中小企業者等と今後の経営方針をすり合わせる必要があります。 

・既存の店舗を引き継ぐような場合、立地や規模が制限されます。 

・個人保証債務の引き継ぎが必要となる場合があります。 

 

３．中小企業者等にとってのメリット・デメリット 

（１）メリット 

・先祖代々承継してきた事業を絶やすことなく、次世代に引き継ぐことができます。 

・事業の存続を望む従業員や取引先、地域からの期待に応えることができます。 

（２）デメリット 

・親族への承継と異なり、様々な条件面での取り決めを行う必要があります。 

・後継者に中小企業者等の思いを十分に理解してもらえるまでに時間がかかる場合があ

ります。 

資料（バンク）１ 



【面談時説明資料】 

大阪府事業引継ぎ支援センター 

2 

４．後継者バンクによる引き合わせの手順について 

（１）後継者バンクへの面談申込み（創業希望者） 

・支援センターと連携する創業支援機関主催の創業塾参加者（創業希望者）などを対象に、

後継者バンクを紹介し、創業希望者が後継者バンクへの登録を希望した場合、当該創業

支援機関経由でセンターに面談を申し込みます。 

（２）支援センター専門家による面談（創業希望者） 

・申し込みを受け付けた支援センターでは専門家が創業希望者と面談し、創業に対する考

え方や意欲、希望条件等をヒアリングします。 

（３）支援センター専門家による面談（中小企業者等） 

・中小企業者等からの相談を受け、後継者バンクの利用を希望するかどうか確認します。 

（４）引き合わせ 

・意思確認ができた創業希望者と中小企業者等の中から、条件に合致する先を抽出しま

す。 

・創業希望者と中小企業者等の双方が面談を望む場合、引き合わせを実施します。 

（５）条件交渉から成約へ 

・引き合わせを行った結果、双方が事業引継ぎを希望する場合には、引継ぎの時期や金銭

面での条件などの具体的な交渉を行います。必要に応じて税理士、診断士等外部専門家

と連携して行います。 

・交渉の結果、条件面で合意に達した場合には、晴れて引継ぎが実現することになります。 

 

５．注意事項 

・創業希望者からの登録申し込みは、原則として連携する創業支援機関からの紹介とさせ

ていただきます。 

・登録していただいた場合でも、引き合わせまでに長期間を要したり、希望条件に合致す

る引き合わせが実現できないケース等があることをあらかじめご了解ください。 

・後継者バンク事業は、中小企業者等の後継者候補として創業希望者を紹介させていただ

くものですので、従業員としての雇用のあっせんを行うものではありません。 

 

以  上 



【書式（バンク）2】 

(創業希望者用)                               

送 付 先 大阪商工会議所 

大阪府事業引継ぎ支援センター 

E-MAIL：ka-hayashi@osaka.cci.or.jp 

TEL：06-6944-6257 / FAX:06-6944-8005 

大阪府後継者バンク面談申込書 

私は、下記の注意事項を確認・同意したうえで、面談を申込ます。             令和  年  月  日 

連携創業支援機関名  

ご 連 絡 先 （ご担当者名）           （ＴＥＬ）    -       - 

※面談申込にあたっては、創業を支援する団体（連携創業支援機関）を通じて本申込書をご提出ください。 

氏名（ふりがな）  

年 齢 ・ 性 別        才     /    男  ・  女 

住 所 〒    - 

 

電 話 ・ F A X TEL：    -     -      FAX          -          - 

E - m a i l                  @                   

ご 職 業  

引継ぎを希望する 

業種 (事業内容 ) 

 

希 望 地 域  

その他の希望条件  

【注意事項】 

・ご提出いただいた個人情報は、大阪商工会議所・大阪府事業引継ぎ支援センターの運営に利用し、中小企業庁、各経済産業局およ

び中小企業基盤整備機構全国本部に提供するほか、法令の定めのある場合やご本人が同意している場合を除き、目的外利用する

ことや連携している創業支援機関以外の第三者に提供することはありません。 

・面談を申込まれた方には、大阪府事業引継ぎ支援センター専門家が面談させていただきます。面談の際に反社会的勢力とのかか

わりがない旨の誓約書にご署名いただきます。また、正式な相談申込書にてお申込みいただきます。 

・面談申込書は返却しませんので、必ず控え(コピー)をお取りください。 

・相談あるいは支援を受けるに際して、大阪府事業引継ぎ支援センターに提出する資料等は、相談あるいは支援が終了した段階で、

大阪府事業引継ぎ支援センターが破棄いたします。 

・当事業は、後継者不在の事業主の経営者候補として、創業希望者を引き合わせるものであるため、従業員としての雇用のあっせ

んを行うものではありません。 

・大阪府事業引継ぎ支援センターでは融資及び融資のあっせん、後継者不在の事業所のリストの開示は行っていません。 

【センター使用欄】 

 

受付日 
 

№ 
 面談 

日時 

 


