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　「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業の皆様が激変する経営環境に対応し、市
場の中で優位性を確保しつつ、厳しい競争を勝ち抜いていくため、中期成長戦略を作成
して「新事業活動」にチャレンジし、「経営の相当程度の向上」を図ることをいいます。

　経営革新における「新事業活動」とは、次の4つの新たな取組のことを指します。

❶  新商品の開発又は生産
　　例）これまで廃棄していた廃棄物を原材料に転換した新商品を開発し販売する。

❷  新役務の開発又は提供
　　例）遊休資産を活用した新サービスを開発、提供し、新規顧客の開拓を行う。

❸  商品の新たな生産又は販売の方式の導入
　　例）従来外注していた工程を内製化することで、コストを削減し納期を短縮する。

❹  役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動
　　例）従来人手で行ってきたサービスを、インターネットを活用したシステムを構築
　　　  することで低コスト化、高効率化を図る。

「新事業活動」とは

中小企業の「経営革新」とは

「経営の相当程度の向上」とは

■「新事業活動」に該当しないケース
　・既存商品を既存の販売方法を用いて販売エリアを拡大する事業

　・新商品を開発したがテストマーケティング等を行っておらず、売れる見通しが立っていない事業

　・健康食品などの開発販売にあたり、効用を示す根拠データがない事業

　・フランチャイズや代理店に加盟するだけの事業

　「経営の相当程度の向上」とは、次の２つの指標が計画期間である３年から５年間で一定
以上向上することを指します。次の基準以上の伸び率となる計画でなければ承認されません。

計画期間

3 年計画

4 年計画

5 年計画

9% 以上

12% 以上

15% 以上

3% 以上

4% 以上

5% 以上

「経常利益」の伸び率「付加価値額」または「一人当たりの付加価値額」の伸び率

※付加価値額＝営業利益＋人件費＋減価償却費（リース料含む）　　一人当たりの付加価値額＝付加価値額÷従業員数
　経常利益＝営業利益－営業外費用
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経営革新計画の承認取得をご検討の事業者は、各商工会議所・商工会、岡
山県中小企業団体中央会、(　公財)岡山県産業振興財団にご相談ください。
事業に革新性や実現可能性を持たせるための検討やアドバイスを行います。

事業者の方に、経営革新の計画書を所定の書式により作成していただきます。
作成に当たっては上記の支援機関の職員等が支援を行います。

申請から承認までの流れ
支援機関への相談❶

計画書の作成・
必要書類の準備❷

審査機関である (　公財)岡山県産業振興財団の職員が、作成いただいた計画
書について、内容の確認を行います。

審査の結果、承認となった場合は事業者に「承認書」を送付し、希望に応
じて関係機関に承認結果を通知します。

金融支援や販路開拓支援など、経営革新計画の承認が利用条件となってい
る各種支援施策への利用申請を行うことができます。

計画内容に基づいて事業を実施していただきます。また、１年ごとに計画期
間終了まで、計画の進捗状況等について報告書を提出していただきます。

申請書及び必要書類一式を岡山県知事あてに提出していただきます。その
上で (　公財)岡山県産業振興財団の職員等が事業者を訪問し、審査に当たっ
ての必要事項の聞き取り調査を行います。審査結果により、県知事が承認・
不承認を決定します。

計画書作成期間の目安：２～３ヶ月

計画書の内容確認❸

岡山県への申請、
調査及び審査❹

計画承認の場合❺

計画の実行、
フォローアップ調査
への対応

❼

関係機関への支援
策の利用申請❻

承認の対象となる事業者
　資本金基準と従業員数基準のいずれか一方を満たせば承認の対象となります。

主たる事業を営んでいる業種

卸売業

小売業

サービス業 ( 下記以外 )

製造業、建設業、運輸業その他の業種（下記以外）

ゴム製品製造業 ( 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業
並びに工業用ベルト製造業を除く )

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

旅館業

３億円以下

３億円以下

１億円以下

５千万円以下

3 億円以下

５千万円以下

５千万円以下

300 人以下

900 人以下

100 人以下

100 人以下

300 人以下

200 人以下

50 人以下

従業員数基準資本金基準

※事業協同組合、企業組合、協業組合等の組合及び組合連合会も一定の要件を満たせば対象になります。
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　経営革新計画の承認を受けた事業者は、計画の範囲内で下記の支援制度の利用申請を行
うことができます。
　ただし、経営革新の承認は支援制度の利用を保証するものではなく、支援制度ごとに実
施機関等における審査などが別途必要になります。利用に際しては各実施機関に相談を
行ってください。

承認を受けた事業者が利用できる支援制度

❶ 低利融資による支援制度

(1) 岡山県中小企業者向け融資制度（経営革新資金）
　■ 経営革新計画に従って行う事業に必要な設備資金 ( 土地を除く。)、運転資金の融資を受けることができます。

(2) 政府系金融機関による低利融資制度（新事業活動促進資金）
　■ (株) 日本政策金融公庫より通常の条件より優遇された特別融資を受けることができます。

❷ 設備投資の支援制度

(1) 設備貸与制度の特別金利
　■ 設備を長期かつ低利な条件で割賦販売又はリースにより導入できる「設備貸与制度」の利用時に優遇金利が適用されます。

❸ 信用保証の支援制度

(1) 信用保証協会による別枠保証及び保証限度額引き上げ
　■ 信用保証協会の債務保証について、普通保証等の別枠設定と新事業開拓保証の限度額引き上げが利用できます。

❹ 投資による資金調達の支援制度

(1) 中小企業投資育成 (株) による株式等の引き受け
　■ 資本金の額が3億円超の株式会社でも、資金調達を図る場合に中小企業投資育成(株) からの株式等の引受け及び各種

　　 経営相談を受けることができます。

❺ 販路開拓の支援制度

(1) 都市部への販路開拓支援
　■ 首都圏、近畿圏をターゲットとして、(独) 中小企業基盤整備機構の販路開拓コーディネーターが新商品等の販路開

       拓先となる商社や企業等への紹介又は取り次ぎを行います。

(2) 中小企業総合展への出展支援
　■ 「中小企業総合展」に出展し自社商品の販路開拓を希望する事業者が、 出展審査における審査上のポイントアップ

      を受けることができます。

❻ 海外展開の支援制度

(1) 政府系金融機関による債務保証
　■ 事業者の外国関係法人等が現地の金融機関から長期融資を受ける際に、(株) 日本政策金融公庫がその債務を保証します。

(2) 海外投資関係保証の限度額引き上げ
　■ 事業者が国内の金融機関から海外直接投資事業に要する資金の融資を受ける際に信用保証協会が債務保証を行う制

　　 度において、限度額の引き上げを受けることができます。

❼ その他の支援制度

(1) 特許関係料金の減免
　■ 事業者が経営革新計画の内容について特許を取得する際、審査請求料及び特許料を半額に軽減する措置を受けるこ

       とができます。

※各支援制度の詳細は「経営革新計画承認申請の手引き」をご覧ください
　http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/495080_3650562_misc.pdf
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8 承認を受けた事業者の声
計画を従業員と一緒に作ったことで、将来の方向性を社内全体で共有でき、
経営の目線合わせに役立ちました。

事業計画の重要性は理解していますが、自社単独で作成することは難しく、こ
の制度を利用して事業計画を作りました。

事業計画は不測の事態が生じたときにこそ役立つということを実感しました。
経営の軌道修正が必要なとき、事業計画が貴重な判断材料になりました。

A  社　‥

B  社　‥

C  社　‥

申請の対象とならない企業はありますか

直近期末期の経常利益が赤字の企業や、債務超過の企業も申請できますか

現在の本社所在地（実際の営業活動拠点）と登記上の本社（自宅等）が異
なる場合の申請先はどこですか。

承認を受けた経営革新計画が終了した企業や実施中の企業が別の新たな
事業で再度申請することはできますか。

申請にあたってのFAQ

次の企業については申請の対象となりません。

①中小企業等経営強化法第２条の中小企業者等に該当しない企業

　（例）医療法人、特別医療法人、学校法人、特定非営利活動法人　など

②法人格を持たない LLP（有限責任事業組合）

③営利を目的としない企業

④これから創業をする者

　既存の事業から新たな取組を行い、経営の向上を図る中小企業者等を支援する制度であ

　るため、対象となりません。（創業者向けの支援策を活用してく ださい。）

⑤射幸心をそそるおそれがある業種、公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるお

　それがある業種等、公的な支援を行うことが適当でないと認められる業種に該当する企業

　直近期末の経常利益が赤字である企業については、計画終了年度の経常利益が黒字とな

る実現可能な計画の作成が可能であれば、申請できます。また、個人事業主にあっては、

計画終了年度の経常利益が290万円以上となる計画であることが必要です。

　なお、債務超過企業の場合は、計画作成支援機関担当者の意見を記載した推薦理由書が

必要です。

　登記されている本社所在地の都道府県となります。

　既に承認された計画の事業内容と別の事業であれば申請可能です。ただし、計画遂行時

に派生した事業については、変更申請での対応となります。（期間延長しても最大5年まで）



岡山県経営革新アワード受賞企業紹介

　当社はオフィス家具（メーカーのＯＥＭ製品）の天板製造を行っている企業です。このオフィス家具の分野は、メーカーのカタログ展開に合わせて、全
国に需要があり、リピート製品が多く、発注ロットも大きいといった強みがある一方で、景気の波に左右されやすく、繁忙期・閑散期の差が激しいため、
作業工程の平準化ができないという経営課題がありました。
　この経営課題を解決するため、地元岡山の老人福祉・保育施設や店舗・商業施設向けに、木育（幼少期から人々が、木とふれあい・学び・生きること）
の観点から、天然の香りや自然の良さが特徴の無垢木材や樹脂化粧材を使用した家具や建材を、自社製造で提案販売することを始めました。さらにこ
の事業を推進するため、協力関係を含む新規取引先の開拓や熟練工を適材適所に配置するなど作業工程の見直しも図りました。
　現在では、新規事業の売上高が全売上の２５％を占めるまでになり、当社にとって、なくてはならない事業分野にまで成長させることができました。

【経営革新のテーマ】
無垢材、および無垢材と樹脂加工技術を融合した新しい家具、建材の企画、製造、販売

【取組内容】

　当社は倉敷の地酒「燦然」（さんぜん）を醸造・販売している酒造会社です。日本酒市場は長期低迷状況
にあるものの、近年の食に対する安心安全への関心の高まりに応えるため、当社では「奇跡のりんご」で有
名な木村秋則氏の提唱する肥料・農薬を使用しない自然栽培米で醸した、高付加価値商品「木村式奇跡の
お酒」シリーズの拡充及び販路開拓に取り組みました。
　具体的には、商品デザインのリニューアルに加え、米生産農家との連携による岡山特産の雄町米を用い
た新商品の開発によりラインナップを拡充させ、主力ブランド「燦然」との両輪で首都圏や海外への販路開
拓を行いました。その結果、「木村式奇跡のお酒」シリーズは当社第二の主力ブランドにまで成長し、会社
全体の売上も大きく伸ばすことができました。

【経営革新のテーマ】
新ブランド「木村式奇跡のお酒」シリーズの開発展開

【取組内容】

【感　想】

　当社は『乾燥』をコア技術とした、乾燥機専業メーカーです。創業当初から手掛けていた「葉たばこ乾燥機」の売上が市場環境の変化により、
大幅に下落したことを受け、新たに開拓した「食品乾燥機」の分野へ活路を見出しました。当時、市場では灯油やガスを熱源とした業務用
のボイラ式乾燥機が主流でしたが、当社では 2008 年に業界初となる電気ヒーターを熱源とした電気式の小型乾燥機を開発し、販売開始し
ました。この製品が、生産・加工・販売を一体的に行う６次産業化の流れや農産物の規格外品有効活用に結びつき、農業生産者から注目
を集め、全国の農産物直売所や道の駅で小型乾燥機を使って乾燥野菜やドライフルーツなど手軽に加工販売ができるきっかけとなりました。
　経営革新計画では、食品乾燥機の更なる飛躍を目的に、それまでの個人向け小型乾燥機に加え、農業生産法人や食品加工メーカーを対
象とした大型乾燥機の開発に取り組みました。その結果、製品化を実現することができ、今日においては当社一番の売上の柱となりました。
さらに業界最多となる製品ラインナップにより、国内トップシェアも獲得することができました。

【取組内容】

【感　想】

　経営革新に取り組んだことで大型乾燥機の製品化のイメージが固まり、開発期間も目標を持って取り
組むことができました。小型乾燥機は国内外の競合メーカーの参入もあり価格競争が激化しています。
その一方で大型乾燥機については当社の開発技術を駆使し、先行して発売したことにより現在も優位性
を保つことができています。今後は、電気式乾燥機の特長であるメンテナンスフリーと低ランニングコス
トを活かし、需要が見込まれるアジア・アフリカなど国外への輸出を拡大させていきたいと考えています。

■新商品の開発又は生産／商品の新たな生産又は販売の方式の導入■

菊 池 酒 造 株式会社
■新商品の開発又は生産■

 ■計画期間：平成23年8月1日～平成28年7月31日■ 

【経営革新のテーマ】
低コストで環境に優しい、大型電気食品乾燥機の開発

■新商品の開発又は生産■

 ■計画期間：平成24年1月1日～平成28年12月31日■ 

 ■計画期間：平成23年7月1日～平成28年6月30日■ 

優 秀 賞

【感　想】

　先代から事業承継したばかりで、円滑な事業承継と経営課題の解決に悩んでいた時、商工会から「一
緒に経営革新計画を策定しましょう」と提案があり、新分野進出による経営の多角化にトライしました。
結果、当計画は、新事業進出への指針と社内の意思統一も図る役目を担いました。また、計画の実行
過程では、岡山県商工会連合会・商工会の支援を受け、ものづくり補助金の採択、はばたく中小企業・
小規模事業者300社認定等が実現しました。今後も施策を活用し、事業計画による新規事業分野への
挑戦を通じ、お客様に「快適なオフィス・生活環境づくり」を提供したいと考えています。

企業データ

菊池酒造株式会社
倉敷市玉島阿賀崎1212

企業データ

株式会社ホリグチ
倉敷市真備町市場850-4

　経営革新計画の策定により、当時立ち上げたばかりの「木村式奇跡のお酒」を各段階でレビューし
ながら、計画的にシリーズ・ブランド化することができ、順調に販路を拡大することができました。また、
計画期間内に補助金制度も活用したことで様々な設備投資を行うことができ、醸造量増加と品質向上
の両立を実現することができました。
　厳しい市場環境は続きますが、今後も計画的な経営により、安定した成長を目指したいと考えます。

企業データ

大紀産業株式会社
岡山市北区清心町3-3

優 秀 賞

平成29年度受賞企業

株式会社  ホ リ グ チ

大 紀 産 業 株式会社



平成28年度受賞企業

　　当社は主に一般住宅の屋根・外壁の塗り替えを行っています。顧客からの相談、見積り、塗装工事からアフター
ケアまで一貫して自社施工を行っている点が強みです。一方で、顧客から見て施工価格の根拠が不明瞭であ
る点が問題になっていました。
　　当社ではこの問題を解決するため、技術的な視点で説明を加えた独自の「サイディング診断書」を作成し、
信頼度及び客単価のアップにつなげました。これに加えて物件の施工箇所を動画で撮影、顧客に見てもらうこ
とにより診断書の提案内容をより明確に認識してもらうことで成約率のアップを実現することができました。

共 栄 塗 装 店
【経営革新のテーマ】
有資格者によるモバイル端末での動画活用とオリジナル「サイディング診断書」による事業の高付加価値化

【取組内容】

　　当社は自動車及び鉄鋼製造に用いる各種専用機の製作を行っている企業です。主要顧客であるこれらの業
界では製造の海外シフトが進んでおり、当社の売上も減少傾向にありました。
　　このような状況の中、ケーブルメーカーや素材メーカーに素材の耐久試験ニーズがあることを突き止め、これ
らを標準化した耐久試験機の量産化に取り組むこととしました。開発した試験機は「回転」と「直線往復」を
行う基本ユニットに交換可能なオプション治具を取り付けて多種多様な耐久試験に対応できるもので、当社開
発の各種システムと連動した拡張性も付与しました。販路開拓のために都市部にも人員を配置し営業に注力し
た結果、幅広い業種の顧客を獲得することができ、現在当社の売上の柱となるまで成長させることができました。

【経営革新のテーマ】
耐久試験機システムメーカーへ

【取組内容】

【感　想】

　　当社は米、麦、ナスの生産販売を行っています。当時、これら主力商品の販売単価下落及び製造コスト上
昇により利益が出にくい状況となっていました。
　 そこで、当社の近隣エリアの田にある不要になった稲わらを回収、販売することで新たな売上の柱にすること
を計画しました。この取り組みでは地元農家の稲わら処分に係る手間の解消と、飼料メーカーへの安心・安全
な純国産の稲わらの提供を実施することにより、当社を中心とした稲わらの循環システムを構築することを目的
とします。事業実施の結果、地元米生産農家の手間が解消され、畜産農家も安全な国産飼料を安価に調達
できるなど、当社の経営力向上に加えて三方良しの成果を出すことができました。

【取組内容】

【感　想】

　　稲作農家で不要物とされてきた稲わらも、畜産業の方では必要不可欠なもの。
　　この両者を結びつけるお役に立ちつつ、自社の業績もアップすると言う理想的な事業に取り組めた事は大
変喜ばしい事であると考えます。
　　これからも回収効率を上げると共に、より高い品質の稲わらを供給できるよう努力を重ねて行きたいと
考えます。

■役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動■

ユアサシステム機器 株式会社
■新商品の開発又は生産■

 ■計画期間：平成23年1月1日～平成27年12月31日■ 

有限会社  備 南 農 産
【経営革新のテーマ】
純国産稲わらの循環システムの構築による三方良しの経営

■役務の新たな提供の方式の導入その他新たな事業活動■

 ■計画期間：平成24年9月1日～平成27年8月31日■ 

 ■計画期間：平成22年10月1日～平成27年9月30日■ 

優 秀 賞

【感　想】

　　経営革新に取り組んだきっかけは、見積りに伺ったお客様から、他社で取られた見積りを見せられ、見
積書に記載のある専門用語の説明を求められたことでした。
　　直接聞きにくいようなことを見積書にあらかじめ分かりやすく、かつ画像を付けて書いておくことにお客様の
ニーズがあることを気づかされました。
　　これを具体的な事業計画に落とし込み実施した結果、お客様に喜ばれ成約率が向上すると共に、自社
の経営力向上につなげることができました。

企業データ

ユアサシステム機器株式会社
岡山市北区久米6

企業データ

共栄塗装店
倉敷市日畑248-1

　　ユーザーのニーズに合わせ様々な専用機を開発・製造する技術力を持った会社ではありますが、技術
力を会社経営につなげることが出来ませんでした。経営革新計画『耐久試験機メーカーへ』を掲げたこと
でメーカーとしての自覚を持ち、ニーズのみでなくシーズを意識した開発・製造が必要であることを社員が
意識しました。また、　新しい価値を提供することで、ユーザーのビジネス構造を変えられる可能性を感じま
した。

企業データ

有限会社備南農産
岡山市南区西七区239

優 秀 賞
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　各商工会議所・商工会、岡山県中小企業団体中央会、(公財)岡山県産業振興財団において経営
革新計画に関する相談を受け付けています。お気軽にご相談ください。

申請の方法

お問い合わせ先

　申請にあたっては、所定の申請様式に従って必要事項を記入の上、下記の資料を添付してご
提出ください。なお、申請様式は岡山県もしくは (公財) 岡山県産業振興財団のホームページか
らダウンロードしていただけます。

提出資料
　《申請書》 ‥様式第9、別表 1～ 7
　《添付資料》　①最近3期分の貸借対照表及び損益計画書
　　　　　　　②定款の写し（最終頁の余白に「原本のとおり相違ありません」と、日付・代表者職・
　　　　　　　　氏名を記入し、代表印を押印する。証明日は６ヶ月以内。）
　　　　　　　③商業登記簿履歴事項全部証明書の原本（発行日から６ヶ月以内のもの）
　　　　　　　※個人の場合は住民票（発行日から６ヶ月以内で、個人番号が表記されていないもの）
　　　　　　　※「登記情報提供サービス」によりオンラインで印刷したものは対象となりません。
　《参考資料》　①経営革新計画補足資料
　　　　　　　②会社概要、売上根拠資料、導入予定設備のパンフレット等

提 出 先
　(公財)岡山県産業振興財団中小企業支援課

岡山商工会議所
中小企業・地域振興部

〒700-8556
岡山市北区厚生町3-1-15

〒710-8585
倉敷市白楽町249-5

〒708-8516
津山市山下30-9

〒700-0817
岡山市北区弓之町4-19-401

〒700-0817
岡山市北区弓之町4-19-202

〒701-1221
岡山市北区芳賀5301　テクノサポート岡山1F

倉敷商工会議所
中小企業相談所

津山商工会議所
中小企業相談所

岡山県商工会連合会
広域サポートセンター

岡山県中小企業団体中央会
連携支援課

（公財)岡山県産業振興財団
中小企業支援課

ほか、県下9ヵ所の商工会議所の中小企業相談所

ほか、県下20ヶ所の商工会

086-232-2266

086-424-2111

0868-22-3141

086-224-4341

086-224-2245

086-286-9626


