
 

大阪経済記者クラブ会員各位                 令和２年１２月１０日 

 

「中小企業の事業承継に関するアンケート調査結果」ならびに 
「成功事例紹介広報誌『事業承継のススメ Vol.1』の発行」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 

 

調査概要 

○調査目的：新型コロナウイルス感染症の影響が広まるなか、中小企業の事業承継に関する

実情を把握し、今後の支援活動に役立てるため。 

○調査期間：令和２年６月３０日（火）～７月２１日（火） 

○調査対象：大阪府内の従業員数３００人以下の中小企業 ２００００者（代表者宛） 

       （法人：１７３７２社 ／ 個人：２６２８事業所 ／ 代表者年齢：６０歳以上） 

○調査方法：調査票の発送、回収ともに郵送 

○有効回答数：４１０５者 

（法人：３５６２社 ／ 個人：５４３事業所 ／ 有効回答率：２０．５％） 

 

 

【 調 査 結 果 の ポ イ ン ト 】 
 
～「事業承継に関して新型コロナウイルス感染症の影響があった」とする企業は４割超 

○ 事業承継に関して「新型コロナウイルス感染症の影響があった」とする企業は４割超（４

０．７％）。個人事業主に限ると６割超(６１．０％)が事業承継に影響があったと回答

している。 

○ 代表者の年齢別では、６０歳台の層では３割台半ば(３６．８％)、７０歳台の層では４

割台半ば(４４．７％)が事業承継に影響があったと回答。 

○ 業種別では、「影響があった」との回答は、小売業が５割弱で最多。サービス業が４割

以上でこれに続く。 
 
～影響があったとする企業の中では「事業承継を遅らせた」とする企業が３割超、「廃業す

る可能性が高くなった」とする企業は３割弱 

○ 影響があったとする企業の中で、「事業承継を遅らせた」と回答した企業は３割強(３１．

０％)、「事業承継をするのが難しくなった」と回答した企業は３割半ば(３４．９％)

に達した。 

○ 「廃業する可能性が高くなった」と回答した中小企業は、３割弱(２７．１％)。 

 

 

調査結果 

１ 事業承継に関する代表者の意向【表１・単数回答】 

 ～４割台半ばが親族への承継を希望 

 ○回答者の４割台半ば（４４．７％）が「親族に承継したい」との意向。「現在のところ未

定」（２０．９％）がこれに続く。 

記者配布資料 



 

 ○個人事業主に限ると、「自分の代で廃業するつもり」（３６．３％）が最多。「親族に承継

したい」（３５．７％）がこれに続く。 

○代表者年齢別にみると、６０歳台では、「親族に承継したい」（４０．０％）が最多。「現

在のところ未定」（２４．４％）がこれに続く。７０歳台でも、「親族に承継したい」（４

９．４％）が最多。「現在のところ未定」（１７．３％）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（５５．６％）が最多。製造

業（５１．７％）がこれに続く。サービス業（３２．１％）が３割強（３２．１％）で

最少。 

 

２ 事業承継の準備状況【表２・単数回答】 

 ～準備を進めているのは３割台後半にとどまる 

 ○「既に準備を進めている」のは、３割台後半（３７．３％）。個人事業主に限ると約２割

（２０．８％）にとどまる。 

 ○代表者の年齢別にみると、７０歳以上の層でも４割強（４１．５％）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（４３．５％）が最多。小売業

が３割台前半（３２．０％）で最少。 

 

３-（１）後継者の有無【表３－（１）・単数回答】 

 ～４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６割弱（５９．８％）。

一方、「後継者はまだ決めていない」（１６．２％）と「後継者はいない」（２０．９％）

を合わせると、４割近く（３７．０％）にのぼる。特に個人事業主に限ると、「後継者は

いない」（４０．９％）が４割超を占める。 

 ○代表者の年齢別に見ると、７０歳以上の層でも、「後継者未定」（１２．０％）または「不

在」（２０．２％）とする回答が合わせて３割超。 

○業種別にみると、「後継者はいる」との回答は、製造業（６４．２％）が最多。サービス

業（５０．３％）が最少。 

 

３－（２）後継者の了解【表３－（２）・単数回答】 

 ～後継者本人の了解を得ているのは全体の約４割にとどまる 

 ○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、６割台半ば（６６．０％／１６１９者）。また、「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（４１０５者）の

約４割（３９．４％）にとどまる。 

○同様に、７０歳以上の層でも、２０３９者のうち９０８者と４割台半ば（４４．５％）

にとどまる。 

○同様に、業種別にみると、製造業が９２９者のうち４１６者（４４．８％）と最多。サ

ービス業が４４３者のうち１３３者（３０．０％）で最少。 

 

 

４-（１）事業承継に関しての新型コロナウイルス感染症の影響【表４-（１）・単数回答】 

 ～「事業承継に関して新型コロナウイルスの影響があった」との回答が４割超 

 ○事業承継に関して新型コロナウイルスの影響があったとする回答は、４割超（４０．７％）。 

○個人事業主に限ってみると６割超（６１．０％）が事業承継に影響があったと回答。 

○代表者の年齢別にみると、６０歳台の層では３割台半ば（３６．８％）、７０歳台の層で

は４割台半ば（４４．７％）が事業承継に影響があったと回答。 

 ○業種別にみると、「影響があった」との回答は、小売業（４９．２％）が最多。サービス



 

業（４３．６％）がこれに続く。不動産業が最少（２８．４％）。 

 

 

４-（２）新型コロナウイルス感染症により、事業承継に関してどのような影響があったか（複

数回答）【表４-（２）】 

 ～「事業承継が難しくなった」が３割台半ばで最多であるが、「廃業する可能性が高くなっ

た」との回答は３割弱 

  ○上記設問で、新型コロナウイルス感染症により、事業承継に関して「影響があった」

との回答者のうち、「事業承継の準備を遅らせた」のは３割超（３１．０％）。「事業承

継が難しくなった」のは、３割台半ば（３４．９％）であった。「廃業する可能性が高

くなった」のは３割弱（２７．１％）。 

○業種別でみると、「廃業する可能性が高くなった」との回答は、小売業（３４．４％）

が最多、不動産業（３０．２％）がこれに続く。 

 

 

成功事例を紹介する広報誌「事業承継のススメ Vol.１」の発行  

○ 本調査結果でも明らかなように、新型コロナウイルス感染症の影響により廃業の可能性

が高まっている現在、早期に事業承継対策の準備を始めることが廃業を防ぐ重要な手立

てになると考え、成功事例を周知することを目的に、広報誌「事業承継のススメ Vol.

１」を１２月１４日に発行する。（発行部数は１０００部、大商内で配布。） 

○ 同広報誌は、今後、１年に１～２回発行し、毎回事業承継を進めるにあたってポイント

となるテーマを設定。初回のテーマは、「早い準備が成功の鍵」。早く事業承継対策の取

り組みを開始することで事業承継が成功した事例を紹介している。 

 

 

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 

・「事業承継のススメ Vol.1」 



＜調査概要＞
○調査期間    ：令和２年６月３０日（火）～７月２１日（火）
○調査対象    ： 大阪府内の従業員数３００人以下の中小企業　２００００者　（法人  １７，３７２社 　／　個人 ２，６２８事業所  ／　代表者年齢　６０歳以上）
○有効回答数 ： ４，１０５者 （法人　３，５６２　／　個人　５４３　／　有効回答率　２０．５％）

＜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) 26.3% (1078) 25.5% (907) 31.5% (171) 0～4人 55.3% (2271) 49.2% (1752) 95.6% (519)
60～69歳 50.3% (2066) 52.1% (1855) 38.9% (211) 22.6% (929) 24.2% (862) 12.3% (67) 5～9人 17.9% (733) 20.1% (716) 3.1% (17)
70～79歳 41.2% (1691) 40.2% (1432) 47.7% (259) 17.8% (729) 18.7% (666) 11.6% (63) 10～19人 11.9% (487) 13.5% (482) 0.9% (5)
80～89歳 8.1% (331) 7.4% (262) 12.7% (69) 10.4% (425) 8.2% (292) 24.5% (133) 20～29人 5.1% (208) 5.8% (207) 0.2% (1)
90歳以上 0.4% (17) 0.4% (13) 0.7% (4) 8.2% (338) 8.8% (314) 4.4% (24) 30～49人 4.8% (195) 5.4% (194) 0.2% (1)
無回答 0.0% (0) 0.0% (0) 0.0% (0) 10.8% (443) 10.5% (374) 12.7% (69) 50～99人 3.1% (129) 3.6% (129) 0.0% (0)

4.0% (163) 4.1% (147) 2.9% (16) 100～299人 2.0% (82) 2.3% (82) 0.0% (0)
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 44.7% (1834) 46.0% (1640) 35.7% (194) 40.0% (827) 41.3% (766) 28.9% (61) 49.4% (1007) 51.2% (874) 40.1% (133) 43.7% (471) 51.7% (480) 41.6% (303) 40.7% (173) 55.6% (188) 32.1% (142) 47.2% (77)
②自社の役員・従業員に承継したい 13.9% (572) 15.6% (554) 3.3% (18) 15.6% (322) 16.9% (314) 3.8% (8) 12.3% (250) 14.1% (240) 3.0% (10) 15.6% (168) 12.3% (114) 19.2% (140) 6.8% (29) 4.7% (16) 17.8% (79) 16.0% (26)
③取引先等に譲渡したい 1.5% (60) 1.5% (55) 0.9% (5) 1.4% (29) 1.5% (27) 0.9% (2) 1.5% (31) 1.6% (28) 0.9% (3) 1.1% (12) 2.2% (20) 2.2% (16) 0.2% (1) 1.5% (5) 1.4% (6) 0.0% (0)
④Ｍ＆Ａで第三者に譲渡したい 2.2% (92) 2.6% (91) 0.2% (1) 2.7% (55) 3.0% (55) 0.0% (0) 1.8% (37) 2.1% (36) 0.3% (1) 1.1% (12) 3.4% (32) 2.2% (16) 2.8% (12) 2.1% (7) 2.5% (11) 1.2% (2)
⑤外部から経営者を招きたい 1.0% (39) 1.0% (35) 0.7% (4) 1.1% (23) 1.2% (22) 0.5% (1) 0.8% (16) 0.8% (13) 0.9% (3) 0.7% (8) 0.5% (5) 1.2% (9) 0.7% (3) 0.9% (3) 2.0% (9) 1.2% (2)
⑥自分の代で廃業するつもり 14.0% (575) 10.6% (378) 36.3% (197) 12.6% (260) 10.0% (185) 35.5% (75) 15.4% (315) 11.3% (193) 36.7% (122) 16.6% (179) 9.4% (87) 12.2% (89) 21.9% (93) 12.1% (41) 17.4% (77) 5.5% (9)
⑦現在のところ未定 20.9% (857) 20.7% (736) 22.3% (121) 24.4% (504) 23.8% (442) 29.4% (62) 17.3% (353) 17.2% (294) 17.8% (59) 20.0% (216) 18.1% (168) 19.6% (143) 26.4% (112) 21.3% (72) 24.4% (108) 23.3% (38)
⑧その他 1.7% (69) 1.9% (66) 0.6% (3) 2.1% (43) 2.2% (41) 0.9% (2) 1.3% (26) 1.5% (25) 0.3% (1) 1.0% (11) 2.2% (20) 1.5% (11) 0.5% (2) 1.5% (5) 2.5% (11) 5.5% (9)
無回答 0.2% (7) 0.2% (7) 0.0% (0) 0.1% (3) 0.2% (3) 0.0% (0) 0.2% (4) 0.2% (4) 0.0% (0) 0.1% (1) 0.3% (3) 0.3% (2) 0.0% (0) 0.3% (1) 0.0% (0) 0.0% (0)

合計 100.0% (4105) 100.0% (3562) 100.0% (543) 100.0% (2066) 100.0% (1855) 100.0% (211) 100.0% (2039) 100.0% (1707) 100.0% (332) 100.0% (1078) 100.0% (929) 100.0% (729) 100.0% (425) 100.0% (338) 100.0% (443) 100.0% (163)

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 37.3% (1533) 39.9% (1420) 20.8% (113) 33.3% (687) 35.0% (650) 17.5% (37) 41.5% (846) 45.1% (770) 22.9% (76) 35.4% (382) 43.5% (404) 38.4% (280) 32.0% (136) 34.9% (118) 32.7% (145) 41.7% (68)

②これから準備をする 33.8% (1389) 34.8% (1240) 27.4% (149) 35.3% (730) 36.3% (674) 26.5% (56) 32.3% (659) 33.2% (566) 28.0% (93) 32.4% (349) 34.6% (321) 35.1% (256) 31.5% (134) 35.8% (121) 33.6% (149) 36.2% (59)

③現時点で準備をする予定はない 26.1% (1072) 23.0% (818) 46.8% (254) 29.2% (603) 26.6% (494) 51.7% (109) 23.0% (469) 19.0% (324) 43.7% (145) 28.9% (312) 19.4% (180) 23.7% (173) 32.9% (140) 27.8% (94) 31.4% (139) 20.9% (34)

無回答 2.7% (111) 2.4% (84) 5.0% (27) 2.2% (46) 2.0% (37) 4.3% (9) 3.2% (65) 2.8% (47) 5.4% (18) 3.2% (35) 2.6% (24) 2.7% (20) 3.5% (15) 1.5% (5) 2.3% (10) 1.2% (2)

合計 100.0% (4105) 100.0% (3562) 100.0% (543) 100.0% (2066) 100.0% (1855) 100.0% (211) 100.0% (2039) 100.0% (1707) 100.0% (332) 100.0% (1078) 100.0% (929) 100.0% (729) 100.0% (425) 100.0% (338) 100.0% (443) 100.0% (163)

表３-(1)  後継者の有無　（単数回答）

①後継者はいる 59.8% (2454) 61.9% (2205) 45.9% (249) 55.2% (1141) 57.0% (1058) 39.3% (83) 64.4% (1313) 67.2% (1147) 50.0% (166) 60.0% (647) 64.2% (596) 61.2% (446) 53.9% (229) 62.4% (211) 50.3% (223) 62.6% (102)
②後継者はまだ決めていない 16.2% (664) 17.2% (612) 9.6% (52) 20.3% (420) 21.2% (393) 12.8% (27) 12.0% (244) 12.8% (219) 7.5% (25) 14.8% (160) 15.7% (146) 16.3% (119) 14.4% (61) 17.8% (60) 19.6% (87) 19.0% (31)
③後継者はいない 20.9% (856) 17.8% (634) 40.9% (222) 21.5% (444) 19.0% (352) 43.6% (92) 20.2% (412) 16.5% (282) 39.2% (130) 22.7% (245) 17.1% (159) 19.1% (139) 27.8% (118) 16.9% (57) 26.2% (116) 13.5% (22)
④その他 1.2% (50) 1.1% (40) 1.8% (10) 1.3% (26) 1.2% (23) 1.4% (3) 1.2% (24) 1.0% (17) 2.1% (7) 0.8% (9) 1.0% (9) 1.5% (11) 1.4% (6) 0.6% (2) 1.6% (7) 3.7% (6)
無回答 2.0% (81) 2.0% (71) 1.8% (10) 1.7% (35) 1.6% (29) 2.8% (6) 2.3% (46) 2.5% (42) 1.2% (4) 1.6% (17) 2.0% (19) 1.9% (14) 2.6% (11) 2.4% (8) 2.3% (10) 1.2% (2)

合計 100.0% (4105) 100.0% (3562) 100.0% (543) 100.0% (2066) 100.0% (1855) 100.0% (211) 100.0% (2039) 100.0% (1707) 100.0% (332) 100.0% (1078) 100.0% (929) 100.0% (729) 100.0% (425) 100.0% (338) 100.0% (443) 100.0% (163)

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る 66.0% (1619) 67.4% (1487) 53.0% (132) 62.3% (711) 63.5% (672) 47.0% (39) 69.2% (908) 71.1% (815) 56.0% (93) 64.3% (416) 69.8% (416) 67.7% (302) 64.2% (147) 64.5% (136) 59.6% (133) 67.6% (69)

②後継者の了解はまだ得られていない 13.5% (332) 13.2% (291) 16.5% (41) 14.4% (164) 14.2% (150) 16.9% (14) 12.8% (168) 12.3% (141) 16.3% (27) 15.3% (99) 11.7% (70) 12.3% (55) 15.3% (35) 14.2% (30) 13.9% (31) 11.8% (12)

③後継者の意向は未確認である 18.5% (453) 17.3% (382) 28.5% (71) 21.2% (242) 20.2% (214) 33.7% (28) 16.1% (211) 14.6% (168) 25.9% (43) 19.2% (124) 15.3% (91) 18.2% (81) 18.8% (43) 20.9% (44) 23.3% (52) 17.6% (18)
④その他 1.5% (38) 1.6% (35) 1.2% (3) 1.8% (20) 1.8% (19) 1.2% (1) 1.4% (18) 1.4% (16) 1.2% (2) 0.8% (5) 2.5% (15) 1.6% (7) 0.9% (2) 0.0% (0) 2.7% (6) 2.9% (3)
無回答 0.5% (12) 0.5% (10) 0.8% (2) 0.4% (4) 0.3% (3) 1.2% (1) 0.6% (8) 0.6% (7) 0.6% (1) 0.5% (3) 0.7% (4) 0.2% (1) 0.9% (2) 0.5% (1) 0.4% (1) 0.0% (0)

合計 100.0% (2454) 100.0% (2205) 100.0% (249) 100.0% (1141) 100.0% (1058) 100.0% (83) 100.0% (1313) 100.0% (1147) 100.0% (166) 100.0% (647) 100.0% (596) 100.0% (446) 100.0% (229) 100.0% (211) 100.0% (223) 100.0% (102)

令和２年１２月

「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
大阪商工会議所

法人 個人
建設業
製造業
卸売業
小売業

大阪府事業引継ぎ支援センター

総計 法人 個人 総計 法人 個人 総計

総計 法人 個人
60～69歳 70歳以上

不動産業
サービス業
その他

その他
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

総計 法人 個人
60～69歳 70歳以上

建設業
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

製造業 卸売業

その他
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

小売業 不動産業 サービス業 その他

総計 法人 個人
60～69歳 70歳以上

建設業
合計 法人 個人 合計 法人 個人

製造業 卸売業 小売業 不動産業 サービス業 その他
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表4-(1)  事業承継に関しての新型コロナウイルス感染症の影響　 （単数回答）

①影響はあった 40.7% (1672) 37.6% (1341) 61.0% (331) 36.8% (761) 35.0% (650) 52.6% (111) 44.7% (911) 40.5% (691) 66.3% (220) 40.8% (440) 38.5% (358) 42.5% (310) 49.2% (209) 28.4% (96) 43.6% (193) 40.5% (66)

②影響はない 55.5% (2279) 58.9% (2097) 33.5% (182) 59.9% (1237) 62.3% (1155) 38.9% (82) 51.1% (1042) 55.2% (942) 30.1% (100) 54.7% (590) 57.7% (536) 54.5% (397) 48.0% (204) 67.5% (228) 51.7% (229) 58.3% (95)

③その他 1.3% (55) 1.2% (44) 2.0% (11) 1.5% (31) 1.2% (22) 4.3% (9) 1.2% (24) 1.3% (22) 0.6% (2) 1.7% (18) 1.5% (14) 0.8% (6) 0.7% (3) 1.8% (6) 1.4% (6) 1.2% (2)

無回答 2.4% (99) 2.2% (80) 3.5% (19) 1.8% (37) 1.5% (28) 4.3% (9) 3.0% (62) 3.0% (52) 3.0% (10) 2.8% (30) 2.3% (21) 2.2% (16) 2.1% (9) 2.4% (8) 3.4% (15) 0.0% (0)

合計 100.0% (4105) 100.0% (3562) 100.0% (543) 100.0% (2066) 100.0% (1855) 100.0% (211) 100.0% (2039) 100.0% (1707) 100.0% (332) 100.0% (1078) 100.0% (929) 100.0% (729) 100.0% (425) 100.0% (338) 100.0% (443) 100.0% (163)

表4-(2)　事業承継に関して、新型コロナウイルス感染症の影響があると回答・どのような影響があったか （複数回答）   ※表4-(1)で「①影響はあった」と回答した企業が対象

①準備を遅らせた 31.0% (518) 34.5% (462) 16.9% (56) 31.3% (238) 34.2% (222) 14.4% (16) 30.7% (280) 34.7% (240) 18.2% (40) 33.0% (145) 33.2% (119) 34.2% (106) 21.1% (44) 28.1% (27) 28.5% (55) 33.3% (22)

②方針を変更した 5.7% (96) 6.1% (82) 4.2% (14) 6.2% (47) 6.3% (41) 5.4% (6) 5.4% (49) 5.9% (41) 3.6% (8) 5.7% (25) 4.5% (16) 5.5% (17) 3.8% (8) 7.3% (7) 8.3% (16) 10.6% (7)

③難しくなった 34.9% (583) 34.5% (463) 36.3% (120) 35.7% (272) 35.4% (230) 37.8% (42) 34.1% (311) 33.7% (233) 35.5% (78) 34.1% (150) 37.7% (135) 35.2% (109) 36.4% (76) 35.4% (34) 30.1% (58) 31.8% (21)

④廃業する可能性が高くなった 27.1% (453) 24.2% (325) 38.7% (128) 26.5% (202) 24.9% (162) 36.0% (40) 27.6% (251) 23.6% (163) 40.0% (88) 26.8% (118) 26.0% (93) 24.8% (77) 34.4% (72) 30.2% (29) 27.5% (53) 16.7% (11)

⑤その他 6.8% (113) 6.0% (80) 10.0% (33) 5.9% (45) 5.4% (35) 9.0% (10) 7.5% (68) 6.5% (45) 10.5% (23) 5.9% (26) 5.9% (21) 5.5% (17) 7.7% (16) 6.3% (6) 8.8% (17) 15.2% (10)

回答企業数 - (1672) - (1341) - (331) - (761) - (650) - (111) - (911) - (691) - (220) - (440) - (358) - (310) - (209) - (96) - (193) - (66)

総計 法人 個人
60～69歳 70歳以上

その他
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

法人 個人
製造業 卸売業 小売業 不動産業 サービス業 その他総計 法人 個人

60～69歳 70歳以上
建設業

合計 法人 個人 合計
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価値ある経営を未来へつなぐ＝事業承継を通じて伸びる会社へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

大阪商工会議所・大阪府事業引継ぎ支援センター広報誌/２０２０年１２月 

 

  

Vol.1 

 

成功事例 

・日興金属工業株式会社 

・株式会社マリネックス 

事業承継は、 

早い準備が成功の鍵  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成功事例１ 

＝センター専門家の第一印象をお教え下さい。＝ 
○当社の機械・設備は古く、引き取っていただけるよ
うな会社があるのか心配でした。しかし、センターの
専門家と面談し、すごく評価していただきました。決
算書もしっかり見ていただいてすごく優秀な会社で
すとの評価をいただいて安心したことを覚えていま
す。経験も豊富でよくご存じで頭のいい方だなと思い
ました。安心して相談できる専門家であるとの印象を
持ち、継続して相談していこうという気持ちになりま
した。また、すごく気さくで、敷居も高くなく助かり
ました。 

 

＝センター専門家に言われたことで印象に残ってい
ることはありますか。＝ 

○会社を売却するのは不幸なことでなく、結婚と同じ
でハッピーなことであると言われたことを覚えてい
ます。ネガティブなものではなく、前向きなものであ
ると言ってもらったので、選択肢の１つとして考える
ことができると思いました。 

 

＝２０１７年にセンターが支援を開始し、２０１９年
９月に完了しましたが、事業承継を進める上で、何
か考えていることはありましたか。＝ 

○いざ別の会社に引き取ってもらうとのことになる
と寂しさであるとか、責任を途中で投げ出しているの
ではないかというような気持ちにはなりました。いく
ら前向きな選択だとしても、本当にいいのかという葛
藤はずっとありました。父が５０年以上経営してきた
会社の経営者が変わるのであるから、こうした思いは
ずっとありました。 

 

＝いろいろな選択肢の中からＭ＆Ａにより事業承継を
完了したわけですが、Ｍ＆Ａについてはどのような
印象をお持ちですか。＝ 

○最初と最後ではその印象はずいぶん変わりました。
Ｍ＆Ａというのはアメリカで発展したドライで無機
質な買収という印象を持っていましたが、実際してみ
ると、企業と企業の買収といっても人間が進めていく
ものですので、相手先の経営者も人間ですので、温か
みのあるものに変わりました。今回、譲受会社の社長
が、まずは従業員の環境を良くしたいと熱く語ってく
れたことが大きいと思います。 

 

＝事業承継を考えた当初は、どのようなことをお考えで

したか。＝ 

○父が亡くなってから、父の日記を見ました。子供は娘

４人でしたので、１０年前からいろいろな選択肢を検討

していました。Ｍ＆Ａも選択肢のうちの１つでした。私

は会社を手伝っていたので、三女が会社を継いでくれれ

ばいいが、それが難しい場合にはＭ＆Ａという選択肢も

あると考えていたようです。 

 

＝大阪府事業引継ぎ支援センター（以下、センター）を

お知りになったきっかけをお教え下さい。＝ 

○主人が教えてくれました。仕事の関係上、大阪商工会

議所に出入りすることがあり、センターを知っていまし

た。最初の相談から父と母と私と三人で相談しました。

最初は、いろいろな選択肢の中から事業承継を多面的に

考えるという状態でした。 

「後継者がおらず、Ｍ＆Ａ（事業引継ぎ）に関心がある」「事業を後継者に渡すに際して、アドバイスしてほしい」

―こうした相談を受けて支援しているのが「大阪府事業引継ぎ支援センター」（以下、センター）。ここではセンタ

ーが支援し、事業承継が完了した企業の事例を紹介する。 

<会社概要> 

▽社名 日興金属工業株式会社 

▽創業 １９６６年 

▽本社 大阪府八尾市上尾町 

▽事業内容 各種スプリング・建築金物・プレス加工製

品の製造 

▽資本金 ２，７００万円 

▽従業員数 ３１人 

<承継手法> 第三者承継 

 

 

日興金属工業（大阪府八尾市）の荒尾貴子総務部管理部

長は、２０１９年９月に同社の譲渡を完了した。同社は

各種スプリング、建築金物、プレス加工製品の製造を手

掛けている。 

 同社は荒尾部長の父である橋本前会長が１９６６年

に創業した。安定した経営を続けていたが、事業承継に

ついては多様な選択肢を検討していた。橋本前会長には

４人の娘がおり、荒尾部長は三女。娘の中で唯一、同社

の経営に携わっていた。今回は、荒尾部長と同社の新し

い経営者となった笹川社長にお話を伺った。 

 

荒尾総務部管理部長インタビュー 

工場内での荒尾部長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝Ｍ＆Ａを進める作業は大変でしたか。＝ 
○１つ１つ指示してもらったので、そんなに大変では
ありませんでした。ただ、作業のテンポが速いとは思
いました。私はもっとじっくり進めたいと思っていま
したが、きちっとスケジュールを決めて、何月何日ま
でにはコレというように進められました。速く進める
ことに何かあるのかと思いましたが、相手のことを考
えると、時間をかけて間延びしてもよくないというの
は後でわかりました。 
 
＝事業承継を終えて、今どのように感じていますか。
＝ 

○父は高度成長期に会社を設立し、うまく会社を軌道
に乗せてやってきたので、古いやり方をあまり変えま
せんでした。大切なことではあると思います。ただ、
新しいことを取り入れるのは難しかったです。経営者
が変わると、会社のリフォーム、ホームページ、会社
案内などをどんどん変えていきました。スピード感を
もち、決めたらすぐやるし、決断力もすごかったです。
スピード、決断力、実行力はすごく変わりました。古
いものと新しいものがうまく融合したと思います。新
しいことはどんどん取り入れて、でも、製品に対する
愛情、従業員を守ることはしっかりと受け継いでくれ
ていると思います。 

企業活動であるので収益も大事ですが、約束通り、
お客様と従業員をしっかりと守る、つないでいくの
が役目かと思っています。リフォームにより会社社
屋がきれいになり、従業員の意識も変わったと思い
ます。設備、職場環境への投資もしましたが、重要
なのは従業員が会社が継続して続くことを感じてく
れたことであると思います。従業員たちの日々のコ
ミュニケーションの中で、無駄なものは省く、少し
頑張って生産を上げる工夫をするとか従業員が自発
的に取り組むことが重要であると思っています。こ
れを進めるともっと強い会社になると思います。従
業員に少し期待するとその方向にいいように変わっ
ていくと思っています。 

 

右から笹川社長、大阪府事業引継ぎ支援センター上宮統括責任者、荒

尾部長、大阪府事業引継ぎ支援センター兼田統括責任者補佐 

 

笹川社長インタビュー 

＝現在の経営状態と会社の将来についてお教え下さ
い。＝ 

○コロナの影響により売上は多少下がっています。企
業を長く続けていくことが前オーナーの思いであると
思うので、それは引継いでいきたいです。 

成功事例２ 

<会社概要> 

▽社名 株式会社マリネックス 

▽創業 １９８６年 

▽本社 大阪府堺市北区 

▽事業内容 天然活性物質（水溶液）の製造販売、清

涼飲料水の製造及び製造装置製作販売、

魚類養殖用飼料の製造販売、果実・野菜

等の肥料の製造販売など 

▽資本金 １，０００万円 

▽従業員数 ３人 

<承継手法> 第三者承継 

 マリネックス（大阪府堺市）の山本光章顧問は、２０

２０年３月に同社の譲渡を完了した。同社は天然活性

物質（水溶液）の製造販売等を手掛けている。 

 同社は山本光章顧問が１９８６年に創業した。体調

を崩した後、５年前から事業承継について本格的に考

え出した。山本顧問には２人の娘がいるが、「この仕事

が好きなものでないと引継いでいくことはできない」

と思っていた。今回は、山本顧問と同社の新しい経営

者であり譲受会社の経営者でもある金岡社長にお話を

伺った。 

山本顧問インタビュー 

＝事業承継を考えた当初は、どのようなことをお考えで
したか。＝ 

 
○もともと自然・天然志向が好きで創業。この仕事を生
涯続けて行こうと思いました。ただ、夏の暑い時期に劣
悪な環境の中で作業しないといけない場合もあり、 
 
 

好きでないと引継いで続けていくことはできないと思っ
ていました。娘２人は嫁ぎそれぞれ自分の人生を歩んで
いました。 
 
＝大阪府事業引継ぎ支援センター（以下、センター）を
お知りになったきっかけをお教え下さい。＝ 

○大阪商工会議所の機関紙やメルマガなどでセンター主
催のセミナーを知り参加しました。会社が他の会社を引
継ぐＭ＆Ａを事業承継の際に活用するというのは初めて
知りました。 

 
＝センター専門家の印象をお教え下さい。＝ 
○センターの専門家である渡井口統括責任者補佐は、非
常にソフトな印象で、必要なことは何でもフランクにア
ドバイスしてもらえました。色々な分野の問題に関し相
談に乗ってもらえました。 

右から金岡社長、山本顧問、大阪府事業引継ぎ支援センター渡井口統

括責任者補佐 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝センター専門家に言われたことで印象に残ってい
ることはありますか。＝ 

○事業承継の目的やどのように進めるのかを聞かれ
たことがあります。自分でも事業引継ぎがうまく進ん
でいないと感じていた時期であり、何が原因であるか
悩んでいました。そのような時に「あんた裸になりな
はれ」と言われた事があります。心の奥にある迷いを
払拭しなさいという意味だと理解したのですが、これ
を聞いて、この人であれば事業承継の話を深くしても
大丈夫であると感じました。このような経験はそれま
でにはありませんでした。これは一つの縁であると思
いました。それから、厳しいながらも親切にご指導い
ただきました。 
 
＝事業承継を進める上で困ったことは何でしたか。＝ 
○自分一人で譲受会社を探すのは無理があるのがわ
かりました。ただ、Ｍ＆Ａ仲介会社を活用するという
のも規模的に難しかった。また、会社の譲渡を進める
上では、個人的な感情を押し殺して進めていかないと
いけないということも理解しました。誰に引き継ぐに
しても、現状よりもレベルアップして引き継がないと
譲り受ける方に対して申し訳ないということは考え
ました。 
 
＝最終的に「有限会社薔薇園植物場」に御社を譲渡す
ることにより、事業承継を完了ましたが、どのよう
に感じていますか。＝ 

○譲受会社は３０年前から知っていました。先代社長
はもちろん現在の社長も２０年前から存じ上げてい
ます。縁があると思います。譲受会社は創業１４０年
の伝統ある会社です。１４０年という歴史を知った
時、昔、父に商売というのは牛のヨダレであるべきと
言われたことを思い出しました。だらだらと細く長く
続けないといけないという意味です。１４０年も長く
続いている会社であれば、私も安心して譲渡できると
感じました。ヨダレは「涎」と書きます。いくつかエ
ンが重なってきたと思いました。 
 
＝譲受企業が決まらない時期にはどのようなことを
考えていましたか。＝ 

○譲渡がうまくいかなかったとしても、自分で始めた
仕事であるので、自分で終わらせればよいであろうと
思っていました。北海道から沖縄まである取引先に１
年かけて廃業をお知らせするという腹はくくってい
ました。農業に従事している方がお客様なので、やめ
るとしたらある一定の期間をとって周知していかな
いといけないとは思っていました。 
 
＝譲渡を決断したときはどのようなことをお考えで
したか。＝ 

○お客様、支援者から、「やめるな、マリネックスを
残せ」と言われていました。当社の製品の用途はたく
さんあるので、これからがマリネックスの時代である
と言われました。これを聞いてやめるわけにはいかな
いと思い、譲渡を決断しました。 
 

 

天然活性物質（水溶液）の製造施設内の山本顧問 

＝２０１９年１０月に譲り渡しを決断し、１２月に契約
書に調印されます。その際にどのように感じましたか。
＝ 

○契約書原案は弁護士が作成したので安心はしていまし
た。念のため渡井口統括責任者補佐には見てもらいまし
た。この時に、事業承継というのは難しいものであるな
と考えました。契約書を作れるところまで来たと言うこ
とで感慨深いと感じました。現在も引継ぎはしているの
で、肩の荷が下りるというほどではありませんが、気は
楽になりました。 

 
＝事業承継を終えて、今、どのように感じていますか。
＝ 

○８年前に体調を崩し、そこから３年で体力を回復させ、
事業承継の取り組みを５年前から本格的にスタートさせ
ました。今思うと早かったなという印象があります。譲
受会社である有限会社薔薇園植物場は、よく受けて頂け
たと感謝しています。 

 
＝マリネックスにこれからどのように伸びていってほし
いという希望はありますか。＝ 

○事業承継前の会社の規模でできることは限られていま
す。譲受会社の金岡社長は、世界中を見ています。環境
変化で植物が育たない途上国でも活動をされていまし
た。そういうところに、マリネックスの製品をとどける
可能性が増えたと思います。今までになかった活躍の場
を見出してくれると期待しています。 

＝マリネックスの将来目標をお教え下さい。＝ 
○マリネックス製品は、世界中が変わる今、農林水産業
をはじめ環境など地球上の様々な分野で必要なものであ
り、その可能性はまだまだ秘めたるものがあります。そ
のためにもまずは事業を継続し、より多くの人にその素
晴らしさを伝えていきたいと思っています。そして２０
２５年の万博をはじめ、ＳＤＧｓの目標年である２０３
０年に向けて、大阪そして世界における環境改善におい
て植物のもつ力が重要な役割を担い、マリネックスは必
要不可欠なものであると確信しています。私たちバラエ
ングループは、「健康な植物（みどり）の力で社会の課題
を解決する。」ことを目標としており、これからも皆様と
一緒に歩み、ともに成長していきたいと考えています。 

金岡社長インタビュー 

東京での展示会「フローラルイノベーション２０２０」に出展（２０
２０年１１月/右から金岡社長、山本顧問） 

 



事業承継は、早い準備が成功の鍵。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営者の高齢化が進む中、事業承継は喫緊の経営課題になっています。しかし、通常の営業活動に注力

してしまい、事業承継対策への取り組みは後回しにしがちです。大阪府事業引継ぎ支援センターでは、２

０１９年１２月に、大阪府内の中小企業１万社にアンケート調査を実施、事業承継対策が後回しにされて

いる状況、後継者が決まっていない企業が多数ある実態を再確認しました。事業承継に必要な準備期間は

７～１０年とも言われていますが、早期に対策を始めれば、いろいろな選択肢が増えてきます。親族内承

継や従業員承継、取引先への譲渡やＭ＆Ａを多面的に検討することが可能になります。早期に事業承継の

専門家に相談し、事業承継対策に取り組むことが成功の鍵と言えます。 

事業承継の準備が、 
後回しにされている。 

後継者問題が深刻化する一因として、自分はまだ働けるとの

思いから、事業承継の準備が後回しにされてしまうこと挙げ

られる。後継者の育成には、７～１０年程度必要であると言

われており、早めの対策が必要。 

後継者本人の了解を得ているのは５割
強にとどまる。 

６０代ともなれば、引退時期を考え始める時期。しかし、６

０代以上の経営者の約３割が、後継者が決まっていないとい

う現状。「後継者がいる」と思っていても「後継者の本人の

了解を得ている」のは全体の５割強にすぎない。 

無回答,
2%現時点で

準備をす
る予定は
ない, 16%

これから
準備をす
る, 35%

既に準備
を進めて
いる, 46%

 

 

■事業承継の準備状況 ■６０歳以上の社長の後継者の決定状況 

無回答
2%

その他
1%後継者は

いない
13%

後継者は
まだ決めて

いない
15%

後継者は
いる/意向
未確認等

18%

後継者は
いる/後継

者了解
51%

 

 
事業承継が気になったら、 
大阪府事業引継ぎ支援センターへ 

国の委託を受けて大阪商工会議所が運営している大阪府事業引

継ぎ支援センター。中小企業の事業承継にまつわるご相談に無料

で対応。 

無料・秘密厳守 
で相談対応 

 
事業承継の専門家が経
験則に基づきアドバイ
スいたします。 

アドバイス＆ 
ハンズオン支援 

 
相談対応では、課題整理
とアドバイスを行いま
す。必要な企業にはハン
ズオン支援します。 

後継者不在 
企業はすぐに 

 
後継者が明確に決まっ
ていない企業はすぐに
ご相談にいらして下さ
い。 

[出典]「事業承継支援ニーズアンケート調査」（2019 年、大阪府事業引継ぎ支援センター） [出典]「事業承継支援ニーズアンケート調査」（2019 年、大阪府事業引継ぎ支援センター） 



２０１９年度 大阪商工会議所・大阪府事業引継ぎ支援センターの主な活動内容 
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その他
13%

卸売業
16%

サービ
ス業
16%

小売業
6%

運輸業
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製造業
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建設業
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<トピックス> 
「既に事業承継の準備をすすめて
いる」は、～１年で１０％アップ～ 

大阪府事業引継ぎ支援センターは、定期的に事業承継支援

ニーズアンケート調査を実施している。事業承継の準備状

況は、２０１８年１１月アンケートでは「既に準備をすす

めている」は３６％。２０１９年１２月アンケートでは、

４６％となっており、着実に増加。 

セミナーの主催等と中小企業庁「事業
承継マニュアルの提供 

４９社の事業承継完了と 
８０７人の雇用確保 

４０１社の新規相談対応(       )と 
２１９社のハンズオン支援開始 

連絡先 大阪府事業引継ぎ支援センター（大阪商工会議所） 
    大阪市中央区本町橋２番８号 ＴＥＬ０６－６９４４－６２５７ ＦＡＸ０６－６９４４－８００５ 

※ご相談は事前予約制。ＨＰから相談申込書をご入手のうえ、ＦＡＸでお申込み下さい。 

 

 

従業員が会社を引継いだ、第三者承継として譲受企

業が譲渡企業を引継いだなどの事業承継が完了した

企業は４９社。これにより、結果として８０７人の

雇用が確保・維持された。 

後継者不在等による譲渡、従業員承継等で、４０１社の相談

対応を行った（このほか、譲受相談１７５社）。譲渡先探索

など２１９社のハンズオン支援を開始した。 

経営者向け主催セミナーを５回開催（参加者２５４

人）し、また、他の支援機関主催の経営者向けセミ

ナーへの講師派遣を７回（参加者２８１人）行った。

また、事業承継支援ニーズアンケート調査回答者に

中小企業庁「事業承継マニュアル」を提供（２８８

６件）した。 

従業員承継・ 
譲渡希望企業等 

大阪府事業引継ぎ支援センター 検索 

【事業承継の準備状況】 

既に準備をすす
めている 
４６％ 

既に準備をすす
めている 
３６％ 

[出典]「事業承継支援ニーズアンケート調査」（2018 年・2019 年、大阪府事業引継ぎ支援センター） 

[新規相談対応企業の業種] 


