この議 事 速 報 （未 定 稿 ）は、正 規 の会 議 録 が発 行
さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

○赤羽委員長 次に、富田茂之さん。
○富田委員 公明党の富田茂之でございます。
四人の参考人の皆さん、本当に、きょうはそれ
ぞれの経験に基づいた含蓄のあるお話、大変勉強
になりました。
私の方から、ちょっと事業承継について御質問
したいと思います。
実は、この委員会で、三月十三日に大臣所信に
対する質疑の中でちょっと事業承継のことをお伺
いしたんですが、そのきっかけになったのが、帝
国データバンク千葉支店が二〇一八年の千葉県内
の「休廃業・解散」動向調査というのをされまし
て、それを新聞記事で見ました。
それによりますと、千葉県内で二〇一八年に休
廃業また解散した企業が八百二十六件、倒産件数
が二百五十四件なんですね。休廃業の方が三・三
倍だというこの数字、ちょっと驚きまして、全国
的に見ますと、全国で二〇一八年の廃業が二万三
千二十六で、倒産が八千六十三だと。やはり約三

倍ということで、この休廃業をこのまま放置して
おいたら、本当に、日本の中小企業は大変なこと
になる。
その後、帝国データバンクで、千葉県内でどれ
だけの損失が出るかという報道もされていまして、
このまま放置すると、九千五百億円の損失だとい
うような数字も出ていました。これは、千葉県内
の総生産の約五％、失われる雇用も、県内労働者
の約一〇％に当たる十六万人の雇用もなくなって
しまうという、ちょっと驚くべき数字が出ていま
した。
企業の方の事業承継税制は、この前、一昨年か
ら昨年にかけてやって、そこでかなり数字的にも
出てきているというふうな報告でした。中小企業
庁の方では、過去十一年間で事業承継税制を利用
したのが約二千五百件なのに、昨年の四月からこ
としの一月までの数字で二千二百二十六件、ほぼ
十倍以上、新しい税制に取り組んできているとい
う数字も出ていて、やはり大事だなと。
今回は、企業から、個人版の事業承継税制が組
み込まれたわけですけれども、これによって事業
承継が本当に進んでいくのかどうか。今回のよう
な仕組みに加えて、何かもっと、こういうアイデ
アがあったらもっといいんじゃないかという、も
しそういうお知恵がありましたら、参考人の皆様
からそれぞれ、全員の皆様からまず教えていただ
きたいというふうに思います。
○髙井参考人 髙井でございます。
法人の税制につきましては、実は私は、事業承
継計画をつくるのがなかなか皆さんうまくいかな

いものですから、利用が五年のぎりぎりとか、最
初から利用されるのかなと思っていたんですが、
そこは逆に驚きでして、かなり使われている感覚
を持っております。
我々としては、経営者というのは孤独なもので
すから、そういう後継ぎ問題、なかなかオープン
にできないので、そういうところがある意味オー
プンにできるのが意外でした。
そういう意味では、やはり状況として需要がか
なりあった、そこにぴったり合った形で出てきた
税制かなと思っております。
最初の千葉県の廃業の話につきましては、非常
に我々実感しているところでございまして、今回
の、いろいろな施策をつくられているところも一
つカバーできる部分があると思いますが、ただ、
民法特例につきましては、後継者がいることを前
提としている。だから、後継者がいない場合の対
応が重要になってくるかなとは思っております。
ちょっと時間があれですので、そういう認識を持
っております。
以上でございます。
○古賀参考人 一つは、休廃業が悪いことだとい
うふうに決めつけるというのも、ちょっと僕は問
題だと思っていまして、休廃業はあってもまた新
しいものが出てくるという、その両方をやらなく
ちゃいけないんです。
そこが、ただ、休廃業が、突然ばたんといっち
ゃうとか、あるいはいろんな、雇用が急に失われ
てほかに行けないとか、あるいはそこにある設備
なんかが完全に無駄になってしまうというような、
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そのところをどうやって、親子で承継するとか人
的関係で承継するということではなくて、どうや
ったらもうちょっと経済全体の仕組みの中で吸収
していけるかという観点で政策をつくっていただ
けたらと思うんですけれども、いろんな事業承継
の話はどんどんどんどん進んできてはいると思い
ますけれども、やはりこれは相当、これから大変
だなというふうには思うんですね。
だけれども、よく考えていただきたいのは、雇
用情勢というのは非常に逼迫しています。ですか
ら、今までは、企業が潰れたら失業が出るという
ことで、何が何でも企業を守らなくちゃいけない、
こういう感じでやっていたと思いますけれども、
そこをちょっと頭を切りかえて、むしろ休廃業も
いいことだよ、でも、やるんだったら早目にやろ
うね、少しでもいいところにその働いている人が
移動できるとか、そういうことも含めて考えてい
ただけたらいいんじゃないかなと思います。
以上です。
○千葉参考人 事業承継の問題、本当に深刻な問
題になっています。
どんどん、後継者がいない問題があって、承継
どころか、承継できない、どう承継するかという
よりは承継できないという問題が今地域ではある
んじゃないかと思います。
その上で、ただ、材料的には余り持ち合わせて
いませんので、詳しい話は御容赦願いたいと思い
ます。
以上です。
○栗原参考人 私どもの業界というのは、先ほど

お話ししましたように、小さい企業さんが多いと
いうことで、今までもやはり転廃業はかなり進ん
できています。
しかしながら、転廃業は進んできていますが、
先ほどももうお話ししましたように、大分若返っ
てきているということで、二世から六世までの企
業主さんが今約八割強いますので、ですから、か
なり業界としてはやる気のあるところもあるんで
すが、ただ、そうは言っても、転廃業したいとい
うようなところもやはりないわけではない。
ただ、そのときは、自分の方から、これは失敗
例なんですが、失敗例と成功例があるんですが、
失敗例が、自分の方からお客さんの方にいついつ
でやめたいということでお話ししましたら、メッ
キの業界というのは、これは新規参入できないん
ですよ。ですから、買い手が入るんです。買い手
が入りまして、要は、金額を言って申しわけない
んですが、一億で買いたいとか一億数千万で買い
たいという企業さんが三者ほど出たんですが、売
りたいという方が三億じゃなきゃ売らないという。
そのうちにやめるという日が来ちゃいまして、そ
うしたら仕事がなくなっちゃいまして。というこ
とは、お客さんがみんな散っちゃったんですね。
ですから、それはまずいやり方だと。
もう一カ所は、やはり、銀行さんなんかから裏
でずっと来て、こういう仕事をやって、メッキを
やっています、これだけの規模でというようなこ
とで、いろんなお話が裏で入ってきます。そうす
ると、やはり高く売れるというようなこともござ
います。そうすると、事業継承、もう他の会社で

もってうまくいくということで。
ですから、我々の業界というのは、やめるのも
大変なんですが、ただ、ほかに新規でできないと
いう業界でございますので、そういう面では、あ
る面ではイニシアチブがとれるのかなという感じ
がいたします。
それと、今、税制で、株の譲渡で、後継者に無
税で十年間にわたって渡せるという話が今出てい
ますので、我々も近いうちに制度を活用したいな
というふうに思っております。
以上でございます。
○富田委員 古賀参考人にちょっとお尋ねしたい
んですが、先ほど、中央銀行が融資ではなく出資
の方に向かうべきだという御提言がありました。
私も本当に大事だなと思うんですが、この委員会
でみずほ銀行の取組を紹介させていただいたんで
すが、経営者が自分の会社をどうにかしたい、会
社の幹部たちが十人でそれぞれ十万ずつ出して別
会社をつくって、ただ、それだと元会社の株は全
部買い取れないので、ファンドを利用して、みず
ほ銀行がそのファンドから別会社に資金を出資し
て、提供して株式を買い取って、経営者もまだ残
って、ちゃんと引継ぎできるようなところまでや
りたいというような報道があったので、それを紹
介させていただいたんですが。
国の施策だけではなく、やはりそういう民間の
金融機関が地元のことを一番よくわかるわけです
から、そういった形で事業承継をバックアップし
ていくのも大事だと思うんですが、そこはどうで
しょうか。
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○古賀参考人 今おっしゃられたとおりだと思い
ます。
やはり、民間の銀行は相当ネットワークも広い
ですし、銀行が入ることによって、なかなか難し
いなと思っていたところでも承継がうまくいった
り、あるいは事業転換をうまくしていったりとか、
いろんな形で付加価値を上げていくということが
できると思うんですね。もちろん、ビジネスです
から、うまくいくと思わなければやらないわけで
すし、それをやはり、例えば銀行だと出資という
ことについてはいろいろ規制がありますので、や
はり中小企業向けだったら、そこを少し、大幅に
緩和していくとか、そういうことも、それでも本
当に銀行がやってくれるかというのはありますけ
れども、でも、これは相当ビジネスチャンスには
なると思うんですね。
ですから、環境はどんどん整備するようにして
いただけたらと思います。
○富田委員 髙井参考人にお尋ねしたいと思いま
す。
私ももともと弁護士ですが、もう四半世紀やっ
ていませんので、ちょっと、髙井参考人のいろい
ろな資料を読んで、今こんな状況なのかというの
を非常にびっくりしたんですが、特定調停をうま
く活用されて、廃業していく人の中から、できる
だけ債権者に迷惑かけないようにされているとい
う記事を読みました。昔は特定調停って任意整理
か破産のちょっと間みたいな感じに受けとめてい
たんですが、ここは特定調停を使うことによって
かなりうまく機能しているんでしょうか。それが

一点。
もう一つ、先ほど、やはり事業承継に弁護士が
かかわってもなかなか難しいというようなお話も
ありました。税理士の先生たちに伺いますと、顧
問先の事業承継をやはりやりたくない、時間もか
かるし、顧問料以外に別にお金もらえない、高い
お金取っちゃうと会社が危なくなるというような
のもあって、なかなかそことのバランスが、やは
り事業承継税制に税理士とか弁護士の専門家がか
かわるときに士業の方の負担も大変だという、そ
のあたりをどういうふうにバランスをとっていっ
たらいいか。
この二点、ちょっとお伺いしたいと思います。
○髙井参考人 髙井でございます。
一点目の特定調停につきましては、日本弁護士
連合会でも、全国の簡易裁判所で安価でできると
いうことで、利用を進めております。弁護士の方
で利用を進めているところでございます。
破産に至らずに、保証人である社長の保証債務
を含めて、経営者保証ガイドラインを利用しなが
ら円滑に廃業をしていく。その中で、時間をかけ
て円滑にやっていきますので、利害関係人のニー
ズにも一定程度は応えながらやっていくというと
ころで、廃業になってしまう、若しくは第二創業
などでは利用がかなりできるところだと思ってお
ります。
利用頻度につきましては、少し目新しい制度で
ありますので、金融機関の方々にもう少し普及を
させていただきたいということと、信用保証協会
がついている場合があるんですが、一部の信用保

証協会の地域では債権カットが特定調停では条例
が整備されていなくてできないという問題があり
まして、そうすると、そこで行き当たってしまう
ということがちょっとネックの一つになっており
ます。
二点目につきまして、私も事業承継のお仕事が
来るときに、税理士さんの方から来ることが多い
んですが、それは、やはり親子、親族内の承継で、
ＭアンドＡなどはやはり、なかなか、おっしゃる
ような状況があるんじゃないかなと思っておりま
す。
ＭアンドＡに相当するような事業承継のお話が
ほかの士業さんから来る場合ですと、公認会計士
の方とか、少し別の切り口でそれに携わった方か
ら御紹介いただいて対応することが多いと思って
います。
ただ、御自分の顧問のところで事業承継が、例
えば第三者に買われてしまうと自分の仕事がなく
なるという士業の状況はあるわけですけれども、
全体的に見ると、非常に、売ったり買ったりとい
うような、今後はそういう流れが出てくるかと思
いますので、そこは各士業団体においても、そう
いう状況を見据えた上での対応というのを普及と
いうか、研修していかなきゃいけないのではない
かなというふうに認識しております。
以上でございます。
○富田委員 ありがとうございました。
終わります。
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