
中小企業経営革新計画の承認等に係る実施要領  

 

中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号。以下「法」という。）の運用に

ついては、法、中小企業等経営強化法施行令（平成１１年政令第２０１号）及び中小

企業等経営強化法施行規則（平成１１年通商産業省令第７４号）に定めるほか、この

実施要領に定めるところによるものとする。  

 

第１  経営革新計画の承認申請手続  

 一  法第１４条第１項の規定に基づき、経営革新計画の承認を受けようとする特

定事業者は、様式１－１による申請書１通及びその写し３通を千葉県知事（以

下「知事」という。）に提出する。  

 二  特定事業者が共同で行おうとする経営革新計画の承認を受けようとする  

場合にあって複数の代表者を定めた場合には、その代表者は、連名により一の  

様式１による申請書及びその写し３通を提出する。  

 三  前記の申請書及び写し３通には、次の書類を添付する。  

  １  当該特定事業者（法人である場合に限る。）の定款  

２  当該特定事業者（組合等の場合にあっては、当該経営革新計画に参加する

全ての構成員）の最近２期間の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び

損益計算書（これらの書類がない場合は、最近１年間の事業内容の概要を記

載した書類）  

  ３  当該特定事業者（法人である場合に限る。）の履歴事項全部証明書  

  ４  当該特定事業者の事業案内書（会社経歴書等）  

  ５  誓約書（様式１－２）  

  ６  役員等名簿（様式１－３）  

  ７  その他、経営革新計画に係る資料等  

 四  法第１４条第１項ただし書きの代表者は３名以内とする。  

 

第２  経営革新計画の承認基準等  

 一  知事は、提出を受けた経営革新計画が、中小企業等経営強化法に関する基本  

方針（平成１７年経済産業省告示第２号。以下「方針」という。）に照らし    

適切であり、かつ、次に掲げる要件に適合していると認められる場合には、   

当該経営革新計画を承認する。  

  １  経営革新の目標、経営革新による経営の向上の程度を示す指標、経営革新  

計画の内容及び実施時期が、次の判断基準に照らして適切であること。  

（１）経営革新の目標が方針に照らして適切なものであること。  

     方針において、「新事業活動」とは、「①新商品の開発又は生産、     

②新役務の開発又は提供、③商品の新たな生産又は販売の方式の導入、   

④役務の新たな提供の方式の導入、⑤技術に関する研究開発及びその成果

の利用その他の新たな事業活動を指す。」とされており、経営革新の目標

として、経済的環境の変化に即応して特定事業者が行う経営革新に関する

新たな新事業活動の事項を掲げることとする。  



（２）経営革新による経営の向上の程度を示す指標が方針に照らして適切な  

ものであること。  

     経営の向上は、以下の２つの経営指標を判断基準とする。なお、計画終

了時にそれぞれ正の値であること。  

     ①  付加価値額の向上  

付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額のいずれかについて、

５年の計画の場合、計画期間である５年後までの目標伸び率が１５％  

以上のものを求める。計画期間が３年の場合は９％以上の目標を、４年の

場合は１２％以上の目標を求める。グループによる申請については、グル

ープ全体としての経営指標あるいは参加者個々の経営指標のいずれでも

用いることができるものとする。  

（注）付加価値とは、営業利益、人件費及び減価償却費の合計とする。 

     ②  給与支給総額の向上  

給与支給総額について、事業期間が５年間の計画の場合、計画期間が終

了するまでの目標伸び率が７．５％以上のものを求める。事業期間が３年

間の場合は４．５％以上の目標を、４年間の場合は６％以上の目標を求め

る。グループによる申請については、グループ全体としての経営指標ある

いは参加者個々の経営指標のいずれでも用いることができるものとす

る。  

（注）給与支給総額の算出については、役員並びに従業員に支払う給料、

賃金及び賞与のほか、給与所得とされる手当（残業手当、休日出勤

手当、家族（扶養）手当、住宅手当等）を含み、給与所得とされな

い手当（退職手当等）及び福利厚生費は含まないものとする。  

（３）経営革新計画の内容が方針に照らして適切なものであること。  

     ①  法において、「経営革新とは、事業者が新事業活動を行うことに   

より、その経営の相当程度の向上を図ること」と定義されているとこ

ろであるが、ここでいう「新事業活動」とは、以下の各類型の事業を   

含むものとする。また、これらの事業を組合わせた事業活動について

も対象とする。  

       a）新商品の開発又は生産  

       b）新役務の開発又は提供  

       c）商品の新たな生産又は販売の方式の導入  

       d）役務の新たな提供の方式の導入  

       e）技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業

活動  

     ②  「新事業活動」とは、個々の特定事業者にとって新たな事業活動で   

あれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合

においても原則として承認対象とする。ただし、業種ごとに同業の  

中小企業（地域性の高いものについては同一地域における同業他社）

における当該技術・方式の導入状況を判断し、それぞれについて既に

相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外とする。 



     ③  基盤技術及びサービスモデルの研究開発、知的財産の活用等の先進

的な取組から、異分野の中小企業の連携、他の事業者から取得した経

営資源（設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に

活用される資源をいう。）の利用、機械設備の高度化・共同化による

生産工程の効率化、生産管理・品質管理、労務・財務管理等、経営の

向上に資する多様な取組を対象とする。  

（４）経営革新計画の計画期間及び事業期間が方針に照らして適切なものであ

ること。  

   計画期間は、３年間ないし８年間とする。  

   事業期間（計画期間のうち研究開発を除く新事業活動を実施する期間を

いう。）は、３年間ないし５年間とする。  

  ２  経営革新計画の内容及び実施時期が、当該経営革新計画を確実に遂行する

ため、適切なものであること。  

  ３  経営革新計画を共同で申請する場合にあっては、共同で経営革新計画を  

行う者の各々が「新たな事業活動」に参加すること。  

  ４  中小企業等経営強化法施行令第１条第２項に規定する組合及び連合会が

経営革新計画を実施する場合には、当該組合及び連合会の事業の範囲に含ま

れること。  

  ５  経営革新計画の実施に必要な資金の額及びその調達方法が、当該経営革新

計画を確実に遂行するため、適切なものであること。  

  ６  組合等が経営革新計画に係る試験研究のための費用に充てるためその  

構成員に対し負担金の賦課をしようとする場合にあっては、その賦課の基準

が不公平なものではなく、かつ、必要な費用に対し過大な負担金又は経費を

徴収するものではない等適切なものであること。  

 二  前記一の要件を満たしている場合であっても、次のような場合には承認しな

い。  

  １  経営革新計画が、公序良俗に反する又はそのおそれがあることが明らかな

場合  

  ２  経営革新計画が、関係法令違反又はそのおそれがあることが明らかな場合  

  ３  特定事業者の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又

は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体である場合は代表者、理事等

その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、次の（１）

から（５）に掲げるいずれかに該当する者である場合  

（１）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号（以下「暴力団対策法」という。））第２条第６号に規定する暴力団員（以

下「暴力団員」という。）  

（２）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を  

加える目的をもって暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）又は暴力団員を利用するなどしている者  

（３）暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい



る者  

（４）暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  

（５）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

している者  

 

第３  暴力団排除等に係る照会  

   知事は、第１に規定する経営革新計画の承認申請手続により申請を受け

たときは、千葉県暴力団排除条例（平成２３年３月１８日条例第４号）第９

条第２項の規定により第２の二の３の場合に該当するか否かを確認するた

め、千葉県警察本部長への照会を行うものとする。   

 

第４  経営革新計画の承認手続  

 一  知事は、経営革新計画の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、

当該経営革新計画が法令及び第２の承認基準に該当するものであると認める

ときは、承認書（様式２）を申請者に交付する。  

また、承認しないこととしたときは、様式３によりその旨を申請者に通知  

する。  

 二  知事は、経営革新計画の承認を行おうとするときは、別に定める県の関係  

部局の職員等で知事が必要と認めた者により構成する委員会等の意見を尊重

する。  

 三  知事は、前記一により承認書を交付した場合には、その旨を遅滞なく関東  

経済産業局長あて通知するとともに、承認した申請書の写しを送付する。  

 

第５  承認経営革新計画の変更に係る承認手続  

 一  承認経営革新計画の変更の申請は様式４により行う。この場合において、  

第１の申請手続を準用する。  

 二  知事は、承認経営革新計画の変更の申請を受けたときは、遅滞なくその内容

を審査し、当該申請が法令及び第２の承認基準に該当するものであると認める

ときは、承認書（様式５）を申請者に交付する。  

   この場合において、第４の三の承認手続を準用する。  

   また、認定しないこととしたときは、様式６によりその旨を申請者に通知す

る。  

   なお、知事は、変更内容が承認計画の趣旨（テーマやねらい等）を大きく   

変更するものでなく、承認計画の実効性等を高めるものと判断できる場合に

は、委員会等の開催を省略することができるものとする。  

 三  実施時期の変更、設備全体の能力に影響を及ぼさないような機種又は台数の

変更、単価の増減等による資金総額の若干の変更等、承認経営革新計画の主旨

を変えないような軽微な変更は、変更の承認を要しない。  

 

第６  承認経営革新計画の承認の取消し  

 一  知事は、承認経営革新計画の円滑な遂行に著しい支障が生じており、当該  



承認経営革新計画に従って経営革新のための事業が実施される見込がなく、  

又は、承認経営革新計画に従って経営革新のための事業が実施されておらず、

その結果、当該承認経営革新計画が法令及び第２の承認基準に該当しなくなる

と認められる場合には、当該承認経営革新計画の承認を取消すことができる。 

 二  知事は、承認経営革新計画を取消すときは、様式７によりその旨を当該承認

を受けている者に通知する。  

 三  知事は、承認経営革新計画の取消しを行なった場合には、関東経済産業局長

へ承認経営革新計画の承認取消し通知の写しを送付する。  

 

第７  関係機関との連携等  

  知事は、承認経営革新計画に関し、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫又は

信用保証協会からの付保期待等があるときは、これらの関係機関との連携を緊密

にする。  

  このため、経営革新計画の申請を行った特定事業者の要望に応じ、関係機関に

対し経営革新計画の内容を連絡する。  

 

第８  調査、指導及び助言  

 一  知事は、特定事業者の利便に資するため、法の施行に際し、担当の窓口を   

設ける等、法の運用を担当する部署を定め、法の周知徹底に努める。  

 二  知事は、承認経営革新計画の進捗状況について調査を行い、経営の向上に  

係る指標の達成状況等を調査する。また、特定事業者が定期的に経営革新計画

の進捗状況を自ら把握することを推奨し、計画進捗状況の調査時に事業者の行

った自己評価の実施状況を併せて把握する。  

 三  知事は、計画進捗状況の調査結果に応じて、事業内容や承認経営革新計画等

の変更・調整や、事業の目標、経営の向上に係る指標そのものの見直し、事業

の適切な実施に必要な指導、助言を行う。  

 四  知事は、特定事業者から経営革新計画を実施するため指導及び助言を受けた

い旨の依頼があった場合には、早期に指導等を行うとともに、経営革新計画の

作成等について、中小企業庁、経済産業局等関係省庁（地方支部局を含む。）、

中小企業団体中央会、商工会及び商工会議所その他の関係機関（以下「関係   

機関」と総称する。）と協力して助言を与える。  

   なお、知事は、融資期待又は付保期待等がある特定事業者からから経営革新

計画の申請について相談があった段階で、当該申請者に対し、経営革新計画の

承認基準と融資等の判断は別個のものであり、経営革新計画の承認が融資等を

保証するものではない旨を明確に説明するとともに、日本政策金融公庫、商工

組合中央金庫、信用保証協会等と事前に相談するよう指導する。  

 五  知事は、特定事業者が行う経営革新計画に係る研究開発等事業が的確に実施

されるよう、関係機関の協力を得て必要な指導及び助言を行う。  

 

第９  報告等  

 一  知事は、経営革新計画の承認を受けたと特定事業者に対し、毎年指定の期日  



までに前年度における当該経営革新計画の実施状況について、様式８による  

報告書を提出させる。なお、知事は報告書の提出を受けた場合には、その内容

を審査し、必要があると認めるときは指導及び助言を行い、当該経営革新計画

の円滑な実施を図る。  

 二  知事は、必要があると認めるときは、法第７６条の規定に基づき、経営革新

計画の実施状況について随時報告を求める。  

 

第１０  その他  

 一  前記第４に規定する経営革新計画の承認手続、第５に規定する承認経営革新

計画の変更に係る承認手続き、及び第６に規定する承認経営革新計画の承認の

取消し等を行う場合は、知事は行政手続法（平成５年法律第８８号）の規定を

十分尊重する。  

 二  知事は、法の実施に当たって疑義又は支障のある場合には、中小企業庁又は

関東経済産業局等に随時問い合わせる。  

 

附則  

 一  本要領は、平成１１年９月１６日から施行する。  

附則  

 一  本要領は、平成１３年４月１日から施行する。  

附則  

  一  本要領は、平成１７年５月２日から施行する。  

附則  

  一  本要領は、平成２３年８月１７日から施行する。  

附則  

  一  本要領は、平成２８年７月１日から施行する。  

附則  

一  本要領は、平成３０年５月１５日から施行する。  

附則  

一  本要領は、平成３１年３月１日から施行する。  

附則  

一  本要領は、令和元年５月１日から施行する。  

附則  

一  本要領は、令和２年４月１日から施行する。  

附則  

一  本要領は、令和２年１０月１日から施行する。  

附則  

一  本要領は、令和３年４月１日から施行する。  

二  経営革新計画の承認の申請については、この要領による改正後の規定にかか  

わらず、令和２年１２月３１日までの間は、なお従前の例によることができる。 

三  この要領の適用日前に現に承認を受けている経営革新計画及び前条の規定  

によりなお従前の例により申請して承認を受けている経営革新計画の変更に  



係る承認の申請については、この要領による改正後の規定にかかわらず、なお  

従前の例による。  

四  前二条の規定によりなお従前の例により申請された経営革新計画に係る承  

認については、この要領による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によ  

る。  

附則  

一  本要領は、令和３年９月６日から施行する。  

二  経営革新計画の承認の申請対象については、この要領による改正後の規定に  

かかわらず、令和５年３月３１日までの間は、なお従前の例によることができ  

る。  

三  経営革新計画の承認の申請については、この要領による改正後の規定にかか  

わらず、令和３年９月３０日までの間は、なお従前の例によることができる。 

四  この要領の適用日前に現に承認を受けている経営革新計画及び前条の規定  

によりなお従前の例により申請して承認を受けている経営革新計画の変更に  

係る承認の申請については、この要領による改正後の規定にかかわらず、なお  

従前の例による。  

五  前三条の規定によりなお従前の例により申請された経営革新計画に係る承  

認については、この要領による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によ  

る。  

 

 


