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　街の中に、以前と比べ、お店や会社が少な
くなったと感じることはありませんか。
　暮らしやすく活気あるまちを持続させるに
は、中小企業の廃業を防ぎ、地域の経済と雇
用を維持しなければなりません。
　今号では、近年注目されている「事業承継」
について、県内の動向、事例を踏まえながら
その内容について特集します。

後継者がいない、未定≠事業承継できない

　事業承継において親族内承継から親族外承継へと主流

がシフトしつつあり、中小企業庁のデータによると、か

つては親族内承継が9割を占めていましたが、最近では

親族外への承継が３分の２を占めるまでになりました。

　事業者の後継者不足が全国的に問題となっています。

調査によると、県内企業の後継者不在率は69.9％で、

全国７位となっています※１。市においても同様の状況と

考えられます。
※１　帝国データバンク『秋田県内企業「後継者不在率」動向調査（2021年）』

なぜ今、事業承継なのか？
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後継者がいない、未定≠事業承継できない

佐藤　慶太さん

沼倉　佑亮さん

　日本政策金融公庫（略称：日本公庫）では、全国152支店のネットワークを活用し、事業承継に悩む中小企業事業者をサポー

トしています。

　令和元年から、「事業承継マッチング支援」をスタートし、全国で展開中。

事業承継マッチング支援というサポート体制があります

譲渡希望の申込み
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　事業承継の取組みが浸透したことにより、令和３年度は後継者不在な

どの小規模事業者からの譲渡希望に関する相談が増えました（グラフ１）。

また、コロナ禍を乗り越えるために新分野への進出や事業転換などを検討

している方や、事業を受け継いでの創業を希望している方からの譲受希望

に関する相談も増えています（グラフ２）。

　日本公庫では、地域で必要とされる事業を次世代につなぐため、事業承

継・引継ぎ支援センターなどの外部機関と連携しながら、事業承継支援に

積極的に取り組んでいます。

事業承継マッチング支援の実績

(　) 内 は、 創 業 希 望 者

からの登録件数

譲受希望の申込み

238
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事業承継マッチング支援の枠組みと事例を紹介します次ページ

令和３年度 日本公庫

事業承継マッチング支援 申込実績

全国　3,178件（昨年度比845％）

秋田県　40件（昨年度比2,000％） 昨年度実績の20倍

やめる・ゆずるから

たくすへ

2,143(362)
うち秋田県20(1)

　経営者の高齢化などにより、事業承継は待ったなしの課題です。廃業・

譲渡を選択しても、設備・在庫の処分や店舗の原状回復に費用がかかる場

合が多く、長年勤めてくれた従業員の雇用や、これまでの顧客・取り引き

先への対応といった課題もあります。

　そこで、「やめる」「ゆずる」と決断するのではなく、第三者に「たくす」

という選択肢が注目されています。
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事業承継マッチング支援サイト

https://www.jfc.go.jp/n/finance/

jigyosyokei/matching/

　後継者がいないことなどを理由に「事業を譲り渡したい」

と考える方と、創業や新分野進出などを目的に「事業を譲

り受けたい」と考える方をつなぐ、日本公庫が運営する無

料のマッチングサービスです。

事業承継マッチング支援サイト

※１　本取組みは原則として、日本公庫の取り引き先を対
象としています（創業希望者を除きます。）。ただし、
日本公庫と取引がない方であっても、商工会議所・商
工会、税理士などの中小企業・小規模事業者の支援に
取り組む団体または専門家からの紹介により、本取組
みを利用することが可能です。

※２　引き合わせ後に生じる事業・株式譲渡の手続きにお
いて、専門家の支援が必要な場合は、事業承継・引継
ぎ支援センターなどを通じて専門家をご紹介します。

　後継者不在などの小規模事業者の方と事

業の譲受を希望する方を引き合わせ、第三

者による事業承継を支援する取組みです。

事業承継マッチング支援とは

詳しくは市ホームページを
ご覧ください。
https://www.city-yuzawa.jp/

soshiki/46/4540.html

事業承継に関する

その他の相談窓口の紹介

日本公庫

後継者不在の
小規模事業者など

後継者を探したいなど

創業希望事業者
事業承継により

創業・新分野進出したいなど

譲渡に関する
ニーズ1 譲り受けたい

事業者のご紹介2

譲り渡したい
事業者のご紹介2

両者を引き合わせ
（マッチング）3譲受に関する

ニーズ1

　業歴100年を超える工業用刃物の研磨加工販売業を営むA社。事業主の高齢

を理由に技術の継承先を探していたところ、日本公庫を通じて、令和２年12月、

事業の譲受を希望していたB社とのマッチングに成功。

　B社は「精錬された技術」「取り引き先」「機械などの資産」を引き継ぎ、さ

らに事業拡大を図るべく、工場を新設し、コロナ禍においても大きく売上げを

伸ばしている。

A社の企業情報

□県央地区の法人

□工業用刃物の研磨加工、

　刃物類の製造販売業

マッチング事例

事業承継マッチング支援の
枠組みと事例
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　受け継ぐ相手が誰であっても、長年続けてきた事業をたくすとい
うのは、さまざまな点で簡単なことではありません。
　しかし、事業承継を進めることにより、地域で必要とされる事業
を次世代につなぎ、ゆざわのまちを持続させることができます。
　後継者は必ずしも近くにいる人とは限りません。いつか訪れるそ
の時のため、お店、会社の価値を未来につなぐため、誰かにたくす
ことを考えてみませんか？

問 商工課商工労政班（☎ 55-8168）

　事業承継や起業・創業のほか、経営に関するあら

ゆる相談を、何度でも無料で受け付けています。相

談は1回につき60分間で、完全予約制です。

湯沢市ビジネス支援センターゆざわ-Biz

受付
時間

月曜日〜金曜日(祝日・年末年始は除く)

午前9時30分〜午後5時30分

ゆざわ-Bizホームページ  https://yuzawa-biz.jp/

☎︎ 56-7117

つぐ　つなぐ　うけつぐ

早めの承継準備のススメ
湯沢市ビジネス支援センターゆざわ-Bizがサポートしています

市内での事業承継事例から学ぶ

既に事業を承継している「株式会社佐藤商事」の佐藤慶太さん。
現在、事業承継準備を進めている「有限会社ぬまくら」の沼倉佑亮さん。
両者は事業承継についてどう考えているのでしょうか。

「事業承継は、形式的にはそれほど難しいことではないと思います。しかし、受け継
いだモノを承継することこそ大変な労力が必要です」と話す佐藤さん。承継後に「こ
んなにやることがあるのか」「もっと早くからやっ
ていれば」と感じることが多かったそうです。「そ
れでもやってこられたのは、親族内承継で父親と
いう相談相手がいたことが大きかったかもしれま
せん。自身の成長は実体験をクリアしないと得ら
れないと考えると、早い段階で事業承継にトライ
することをお勧めします」と、当時を振り返ります。

「事業が長く継続していくと、強みとなる部分と
弱みとなる部分が入り混じり、場合によっては、時代に合わせて大胆に変化する必
要があります」と話す沼倉さんは、未来を見据えた変化を意識しながら、親族内承
継の準備を進めています。その中で大変なことは「社内外を含めて想いや内容を共
有して実行していくこと」だといいます。これは、承継に関する課題の一つとして、
経営者が変わったときに従業員や取引先の共感を得ることの難しさがあり、相応の
時間を要することが上げられます。ゆざわ-Bizでサポートを受ける沼倉さんは、「私
は一人で考えすぎずに、沢山の人に相談をして判断しています。同じように悩んだ
方からのアドバイスにヒントが沢山詰まっているように感じます」と話してくれま
した。

「事業承継の準備は、まずは何をすればいいか」「後継者がいない」など、まずはゆ
ざわ-Bizまでご相談ください。

有限会社 ぬまくら（ICHINOSAI）
専務

沼
ぬまくら

倉 佑
ゆうすけ

亮 さん
企業プロフィール

　昭和47年設立。職人が手
作業で行うシルクスクリーン
印刷などのプリント加工を行
う。現在は企画デザインや販
売企画を行う部門や物流機能
を新設している。

株式会社 佐藤商事
代表取締役社長

佐
さ と う

藤 慶
け い た

太 さん
企業プロフィール

　昭和41年創業。平成24年、
株式会社佐藤商事を設立。分
業が中心の川連漆器の製造に
おいて、一社で全ての工程を
行い、製造から販売まで行っ
ている。

　後継者不在などの小規模事業者と事業の

譲受を希望する方を引き合わせ、第三者に

よる事業承継を支援する取組みです。
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　B社は「精錬された技術」「取引先」「機械などの資産」を引き継ぎ、さらに

事業拡大を図るべく、工場を新設し、コロナ禍においても大きく売上げを伸ば

している。

※１　本取組みは原則として、日本公庫の取引先を対象と
しています（創業希望者を除きます）。ただし、日本
公庫と取引がない方であっても、商工会議所・商工会、
税理士などの中小企業・小規模事業者の支援に取り組
む団体または専門家からの紹介により、本取組みを利
用することが可能です。

※２　引き合わせ後に生じる事業・株式譲渡の手続きにお
いて、専門家の支援が必要な場合は、事業承継・引継
ぎ支援センターなどを通じて専門家をご紹介します。
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に変化する必要があります」と話す沼倉さんは、未来を見据えながら、親族内承継

の準備を進めています。その中で大変なことは「社内外を含めて想いや内容を共有

して実行していくこと」だといいます。新たな信頼関係の構築には、相応の時間を

要することが予想されます。沼倉さんは、「私は一人で考えすぎずに、たくさんの人

に相談をして判断しています。同じように悩んだ方からのアドバイスにヒントが詰

まっているように感じます」と、ゆざわ-Bizで事業承継のサポートを受けています。

　お二人の話から見えてきたことは、できるだけ早く誰かに相談し、承継の準備を

進めていくことが得策のようです。

　「事業承継の準備は、いつから、何をすればいいか」「後継者がいない」など、ま

ずはゆざわ-Bizまでご相談ください。

　既に事業を承継している「株式会社佐藤商事」の佐藤慶太さん。

　現在、事業承継準備を進めている「有限会社ぬまくら」の沼倉佑亮さん。

　両者共に親から子への親族内承継による事業承継です。お二人が今、何を

感じているのかお話を伺いました。
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　受け継ぐ相手が誰であっても、長年続けてきた事業をたくすとい
うのは、さまざまな点で簡単なことではありません。
　しかし、事業承継を進めることにより、地域で必要とされる事業
を次世代につなぎ、ゆざわのまちを持続させることができます。
　後継者は必ずしも近くにいる人とは限りません。いつか訪れるそ
の時のため、お店、会社の価値を未来につなぐため、誰かにたくす
ことを考えてみませんか？

問 商工課商工労政班（☎ 55-8168）

　事業承継や起業・創業のほか、経営に関するあら

ゆる相談を、何度でも無料で受け付けています。相

談は1回につき60分間で、完全予約制です。

湯沢市ビジネス支援センターゆざわ-Biz

受付
時間

月曜日〜金曜日(祝日・年末年始は除く)

午前9時30分〜午後5時30分

ゆざわ-Bizホームページ  https://yuzawa-biz.jp/

☎︎ 56-7117

つぐ　つなぐ　うけつぐ

早めの承継準備のススメ
湯沢市ビジネス支援センターゆざわ-Bizがサポートしています

市内での事業承継事例から学ぶ

既に事業を承継している「株式会社佐藤商事」の佐藤慶太さん。
現在、事業承継準備を進めている「有限会社ぬまくら」の沼倉佑亮さん。
両者は事業承継についてどう考えているのでしょうか。

「事業承継は、形式的にはそれほど難しいことではないと思います。しかし、受け継
いだモノを承継することこそ大変な労力が必要です」と話す佐藤さん。承継後に「こ
んなにやることがあるのか」「もっと早くからやっ
ていれば」と感じることが多かったそうです。「そ
れでもやってこられたのは、親族内承継で父親と
いう相談相手がいたことが大きかったかもしれま
せん。自身の成長は実体験をクリアしないと得ら
れないと考えると、早い段階で事業承継にトライ
することをお勧めします」と、当時を振り返ります。

「事業が長く継続していくと、強みとなる部分と
弱みとなる部分が入り混じり、場合によっては、時代に合わせて大胆に変化する必
要があります」と話す沼倉さんは、未来を見据えた変化を意識しながら、親族内承
継の準備を進めています。その中で大変なことは「社内外を含めて想いや内容を共
有して実行していくこと」だといいます。これは、承継に関する課題の一つとして、
経営者が変わったときに従業員や取引先の共感を得ることの難しさがあり、相応の
時間を要することが上げられます。ゆざわ-Bizでサポートを受ける沼倉さんは、「私
は一人で考えすぎずに、沢山の人に相談をして判断しています。同じように悩んだ
方からのアドバイスにヒントが沢山詰まっているように感じます」と話してくれま
した。

「事業承継の準備は、まずは何をすればいいか」「後継者がいない」など、まずはゆ
ざわ-Bizまでご相談ください。

有限会社 ぬまくら（ICHINOSAI）
専務

沼
ぬまくら

倉 佑
ゆうすけ

亮 さん
企業プロフィール

　昭和47年設立。職人が手
作業で行うシルクスクリーン
印刷などのプリント加工を行
う。現在は企画デザインや販
売企画を行う部門や物流機能
を新設している。

株式会社 佐藤商事
代表取締役社長

佐
さ と う

藤 慶
け い た

太 さん
企業プロフィール

　昭和41年創業。平成24年、
株式会社佐藤商事を設立。分
業が中心の川連漆器の製造に
おいて、一社で全ての工程を
行い、製造から販売まで行っ
ている。


