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１. 費⽤関数と⽣産関数
【費⽤関数】
費⽤の変化を極値のない単調増加の３次関数で近似

C(x)

C(x)
３次関数で表わした場合
ax³+bx²+cx+d

関数
接点 費⽤関数

式

θ
平均可変費⽤ AC(x)＝

C(x)
x

θ 平均費⽤ x

FC

MC(x)

C(x)
VC(x)
FC

AVC(x)＝VC(x)
x

MC(x)＝ C'(x)

ax³+bx²+cx
d
ax²+bx+c+ d

x

ax²+bx+c

3ax²+2bx+c

接点
接点

⿊字

費⽤関数
可変費⽤
固定費⽤
平均費⽤

平均可変
費⽤
限界費⽤AC(x)Ｐ

AVC

x

VCすら回収不能なので動かすだけ損

( ) ( )

企業は利潤Π(x)を最⼤化しようとする
売上Ｒ(x)＝Ｐｘのとき
Π(x)＝R(x)-C(x)

＝Px-ax³-bx²-cx-d
Π(x)が最⼤となる点は
Πʻ(x)=0となる点

ʻ( ) Rʼ ( ) Cʼ ( ) ０
d

Π (x)

⾚字

損益分岐点操業停⽌点

AC(x)
AVC(x)

最⼤値
(＝頂点)
の傾きは0漢字の「⼿」

みたいな形

Ｐ

供給
曲線

総収⼊ 総費⽤
可変費⽤総額

VCすら回収不能なので動かすだけ損 →πʻ(x)=Rʼ (x) －Cʼ (x)＝０
→MC(x)＝P
企業はMC(x)＝Pとなるxだけ⽣産を⾏う

f(L)：⽣産関数
⽣産要素投⼊量Lのときの⽣産量を表す関数
収穫逓減：徐々に限界⽣産性が低下
収穫逓増 徐 産性が

【⽣産関数】
通常この形

F(L)

θ

Ｆ(L)

収穫逓減の
グラフ

L

収穫逓増：徐々に限界⽣産性が上昇
収穫⼀定：限界⽣産性が⼀定

企業は利潤π(L)を最⼤化しようとする
費⽤:ｗ・L w:要素価格（時給など）
収⼊:P・F(L) P :価格
Π(L)= P・F(L) －w・L
利潤が最⼤になるのは、 Πʼ(L)=0 のときなので

平均⽣産性

この点でLが決まる

限界⽣産性
θ

L1

グラフ

Πʻ(L)=P・Fʼ(L) －w=0
よって
P・Fʼ(L) =wのとき利潤が最⼤化
P・Fʼ(L) :限界⽣産物価値

W

L

この点でLが決まる

P・Fʼ(L)

L
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SHEET 1 費用関数と生産関数

費用関数

企業が生産活動を行う場合、利潤を 大にするように行動します。利潤とは会社の利益の

ことであり、財務・会計でも学んだ通り、利益＝売上－費用と表すことができます。 

 財務・会計のＣＶＰ分析では、費用を固定費と売上に比例した変動費の和として直線で表し

ましたが、経済学ではもう少し突っ込んで考えます。その上で、企業が利潤を 大化するた

めにはどれだけの生産量とすることが 適なのかということを考えていくことが、費用関数

を使った分析の目的となります。 

費用関数 

 財務・会計のＣＶＰ分析では、費用を固定費＋変動費として表し

ました。経済学では、固定費のことを固定費用、変動費のことを

可変費用といい、財務・会計の場合と同様に費用を生産量に左右

されない固定費用と生産量によって変化する可変費用の和として表します。 

 経済学の場合、生産量 xと費用 C(x)の関係は上図のようなグラフで表します。生産量 xに

よって費用 C(x)が変化するので、費用 C(x)のことを費用関数といいます。 

費用関数 C(x)のグラフの切片ＦＣとは固定費用のことで、それに逆Ｓ字カーブを描く可変

費用が乗っかっているというグラフです。 

生産量 xが少ないときは生産量が増えるにつれ、経験曲線効果で徐々に生産性が上がって

くるため、生産量の増加に対して費用の増加が緩やかになり、 初は急だったグラフの傾き

が緩やかになってきます。そして、ある一定以上の生産量となると、今度は機械も作業員も

いっぱいいっぱいになってしまうため、追加的に生産を行う場合、効率が低下してしまい、

生産量の増加分よりも費用の増加分の方が大きくなってしまいます。 

そのため、生産量 x に対する費用関数 C(x)は逆Ｓ字型のカーブを描くと考えるのです。 

ミクロ経済学では、この費用の関数 C(x)を以下のような 3 次関数で表す場合が多いです。 

C x 	=	ax3	+	bx2	+	cx	+	d ・・・①

可変費用、固定費用 

 生産量 x と費用 C(x)が①式で表せる場合、固定費用は x に関係なく一定の値をとる費用な

ので、①式の中で x が入っていない部分を固定費用ＦＣとおくと、 
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 FC	＝	d ・・・②

とあらわすことができ、可変費用は生産量 x の変化に伴って変化する費用なので、①式の中

で xが入っている部分を可変費用 VC(x)と置くと、 

 VC x 	 ＝	ax3	＋	bx2	＋	cx ・・・③

と表すことができます。 

平均費用、平均可変費用 

 次に平均費用の考え方について説明します。平均費用とはある製品を x 個作るのにかかっ

た費用の平均のことで、例えばある製品を x 個作るのに必要な費用が関数 C(x)＝ x3－2x2＋

6x＋10 として表せる場合、製品を 10 個作るのにかかる費用は全部で C(10)＝103－2×102＋6

×10＋10＝870、870/10＝87 であるため、製品 1個当たりの平均費用は 87 となります。 

このように生産量が x のときの平均費用 AC(x)は、費用 C(x)を生産量 x で割った値として

以下の式で表すことができます。 

AC x 	＝	
C x

x
	＝	ax2	＋	bx	＋	c	＋	

d

x
・・・④

 また、平均可変費用とは、生産量が x のときの可変費用の平均のことであり、平均費用と

同様の考え方で、生産量が x のときの平均可変費用 AVC(x)は、可変費用 VC(x)を生産量 x で

割った以下の式で表すことができます。 

AVC x 	＝	
AC x

x
	＝	ax2	＋	bx	＋	c ・・・⑤

 平均費用の式は④、⑤式の通りですが、これをそれぞれ費用関数 C(x)との関係で見ていき

たいと思います。 

平均費用は④式より、C(x)/ x と表すことができます。 

原点から C(x)上の点（x,C(x)）に引いた直線の傾きθ

は底辺x高さC(x)の三角形で考えるとC(x)/ x ですので、

グラフで考えた場合、平均費用は原点から C(x)上の点

（x,C(x)）に引いた直線の傾きであるといえます。 

傾きθは xが x1→x2→x3 と徐々に大きくなってい

くと、徐々に小さくなっていきます。 

そして、右図の x2 のように、原点から C(x)に引い

た直線が C(x)の接線となる点でθは 小となり、その

後 x が大きくなるにつれ、傾きは再び増加していきます。（感覚がつかめない場合は、グラ

フの上にペンを置き、自分で xの位置を変化させながら確認してみましょう。）
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SHEET 1 コンピュータの５大装置

コンピュータの５大装置

本シートではコンピュータを構成するハードウエアについて説明します。コンピュータは、

①入力装置により命令やデータが入力され、②記憶装置（補助記憶装置）に保存されている

データを主記憶装置にロード（読み込み）し、③読み込んだデータを演算装置で演算し、制

御装置で入力・出力・演算・記憶を制御し、④出力装置で人が認識できるような形で示し、

⑤処理結果を記憶装置に保存する、という流れで仕事を行います。ここで用いられる入力装

置、記憶装置、演算装置、制御装置、出力装置の５つをコンピュータの５大装置といいます。 

入力装置・出力装置

 入力装置は、コンピュータへの命令やデータを入力するために用いられる装置です。代表

的なものにキーボードやマウス、スキャナがあります。また、入力装置と出力装置が一体と

なったタッチパネルや、Google Home や Amazon Echo のように、音声による入力や出力が可

能なスマートスピーカ（ＡＩスピーカ）なども近年広まりつつあります。タッチパネルの入力

方式には、ニンテンドーＤＳやカーナビ、業務用のハンディーターミナルなどで使われてい

る、指やペンなどで押した画面の位置を表面のフィルムとガラス面の間に張り付けられた電

極の電圧の変化によって検知する抵抗膜方式と、スマホなどで使われている、画面に指で触

れると発生する微弱な電流変化をセンサーで感知して位置を把握する静電容量方式があり

ます。抵抗膜方式は安価で手袋をつけたままでも利用できますが、耐衝撃性や耐久性が低い

という欠点があります。また、基本的に１点しか検知できませんので、スマホなどで画面に

表示されている内容を２本の指の間を広げて拡大するピンチアウトやつまむようにして縮

小するピンチインのような操作を行うことはできません。静電容量方式は比較的高価ですが、

耐衝撃性や耐久性が高く、画面に触れている複数の点を検出することができます。 

スマートフォンの入力方法としてはパソコンのキーボードと同じ qwerty 配置のキーボー

ドを画面上に表示させて入力する方法、ガラケーと同じようにボタンを押すごとに「あ→い

→う・・」といったように順番に文字が表示されていくトグル入力、ボタンをタッチしたあ

とに上下左右にスライドさせて入力するフリック入力などの方法があります。 

出力装置は、コンピュータが処理した情報を人が認識できる形で示す装置で、ディスプレ

イやプリンタ、音声応答装置などがあります。ディスプレイには、薄くて比較的安価な液晶

ディスプレイや省電力で視認性の高い有機ＥＬディスプレイなどの装置があります。 
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記憶装置

記憶装置には、演算装置とデータをやり取りする際に用いられる揮発性の主記憶装置（メ

インメモリ）とデータを長期的に保存するために用いられる HDD(Hard Disk Drive)や

SSD(Solid State Drive)などの不揮発性の補助記憶装置の２つがあります。なお、揮発性とは

電源を切るとデータが消えてしまう性質のことをいい、不揮発性とは電源を切ってもデータ

が保存される性質のことをいいます。なお、記憶装置については「２.記憶装置」シートで

詳しく説明します。 

制御装置・演算装置

コンピュータの本体にあるＣＰＵ（Central Processing Unit）は演算装置と、制御装置の２つの

役割を持ち、主記憶装置から読み込んだデータの演算を行うとともに、入力・出力・演算・

記憶の制御を行います。ＣＰＵはパソコン本体のマザーボードに他の記憶装置などと合わせて

装着されています。ＣＰＵやメモリなどの各種パーツを装着するための受入口をソケットもし

くは（メモリなどの場合）スロットといいます。 

 ＣＰＵの処理能力の表し方には、ＭＩＰＳ、ＦＬＯＰＳ、クロック周波数、ＣＰＩなどがあります。

ＭＩＰＳは Million Instructions Per Second の略で、１秒間に何百万回の指示を実行できるかを表

します。ＦＬＯＰＳは Floating-point Operations Per Second の略で、１秒間に何回浮動小数点演

算ができるかを表します。クロック周波数とは、ＣＰＵが作動するリズムを表します。クロッ

クと呼ばれる、回路が処理の歩調をあわせるために用いる信号が１秒間に何回発生するか

（動作周波数）を示し、Hz（ヘルツ）という単位で表します。なお、ＣＰＵと主記憶装置などの

周辺回路を結ぶ伝送路（バス）の動作周波数は外部クロックもしくはバスクロックといい、

ＣＰＵ自体の動作周波数とは異なるため、これらを区別するためＣＰＵの動作周波数を内部ク

ロック周波数という場合もあります。ＣＰＩは Cycles Per Instruction の略で１命令を実行する

のに必要なクロック数を表します。演算装置と主記憶装置ＭＩＰＳ、ＦＬＯＰＳ、クロック周波数

は値が大きいほど処理能力が高く、ＣＰＩは値が小さいほど処理能力が高くなります。 

 ＣＰＵの処理を高速化する方法としては、パイプライン制御、タンデムシステム、マルチ

プロセッサ、マルチコアＣＰＵなどの方法があります。パイプライン制御は、複数の命令を

平行処理することで、処理のスピードを上げる方法のことをいいます。タンデムシステムと

は、通信を担当するＣＰＵ、メインのＣＰＵ、ＤＢ処理を担当するＣＰＵといったように複数の

ＣＰＵを直列につなぎ、処理速度を上げるための仕組みです。それに対し、マルチプロセッサ

は複数のＣＰＵを並列につなぎ、処理速度を上げるための仕組みです。ＣＰＵが２つならデュ
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アルプロセッサ、４つならクアッドプロセッサといいます。マルチコアＣＰＵは、１つのＣＰ

Ｕの中に複数のコアプロセッサを搭載することでＣＰＵの処理速度を上げるための仕組みで

す。コアプロセッサが２つならデュアルコア、４つならクアッドコア、８つならヘクサコア

といいます。 

装置間の接続

バス 

コンピュータの各機器を繋ぎ、データをやり取りするためのデータ伝送器のことをバスと

いいます。バスには接続する対象によって、メモリーバス、入出力バス、システムバスなど

様々なバスがあります。規格や速度が異なるバスはブリッジという変換用の回路を通して変

換されます。バスの規格の代表的なものにＰＣＩ（Peripheral Component Interconnect）があり、

近はその後継規格であるＰＣＩ Express もよく用いられています。 

インターフェース

コンピュータと周辺機器を接続するための規格や仕様のことをインターフェースといい

ます。インターフェースには１本の線を使い信号を直列に送るシリアル伝送によるものと、

複数の線を使い信号を並列に送るパラレル伝送のものの２種類があります。パラレル伝送は

多くのデータを一度に送ることができますが、送られたデータの同期を取るのに時間を要す

るため、現在ではシリアル伝送の方が高速での通信が可能となり、シリアル伝送のインター

フェースが主力となりつつあります。

シリアル伝送のインターフェースには、ＵＳＢハブを介して 大 127 台まで接続可能なＵＳ

Ｂ（Universal Sreial Bus）、デジタルビデオカメラなどの接続に使われ、 大 63 台まで接続可

能な IEEE1394、内蔵ハードディスクの接続などに用いられ 1台のみ接続可能なシリアルＡＴ

Ａ（AT Attachment）とその発展形で外付けハードディスクなどの接続に用いられる e-ＳＡＴＡ、

ＰＣと液晶ディスプレイやプロジェクタなどを接続する際などに用いられるＤＶＩ（Digital 

Visual Interface）やＨＤＭＩ（High-Definition Multimedia Interface）、ディスプレイの接続などに用

いられ複数のディスプレイを直列に接続（デイジーチェーン接続）できる Display Port など

があります。 

パラレル伝送のインターフェースには、ハードディスクなどの接続に使われ、 大７台ま

たは 15 台接続可能なＳＣＳＩ (Small Computer System Interface)、内蔵ハードディスクなどの

接続に使われ、 大２台接続可能なパラレルＡＴＡ（ＩＤＥ：Integrated Drive Electronics ともいう）、

プリンタなどの接続に使われるセントロニクス（IEEE1284 ともいう）などがあります。 
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１．法律の前提知識
【法律の分類】
⽂書になっているか？

Yes 成⽂法
法律、条令

不⽂法
慣習法、判例法

法律が適⽤される範囲が限定されているか？
特別法
会社法、商法

⼀般法
⺠法

＞ 補助的

強い

No Yes No

当事者の意思で適⽤されるか？
任意法規
債権、契約

強⾏法規
物権、会社法

国の刑罰に関わるか？
刑事法
刑法､刑事訴訟法

⺠事法
⺠法、商法

どこの国の法律か？ ⼤陸法：ヨーロッパ⼤陸+⽇本 英⽶法：英・⽶

国の機関に関わるか？
公法
憲法、刑法､⾏政法

法律の内容を定めたものか？

私法
⺠法、商法、会社法

実体法
⺠法､刑法

⼿続法
⺠事訴訟法

法律の内容を実現
するための⽅法

慣習法、判例法

Yes No

Yes No

Yes No

Yes No
成⽂法中⼼

どこの国の法律か？ ⼤陸法：ヨーロッパ⼤陸+⽇本 英⽶法：英・⽶ するための⽅法

【⺠法の基礎知識】
⺠法：⼈と⼈の関係について

所有権絶対
契約⾃由
過失責任

⼀般法なので他に
ルールがないとき

故意：わざと
過失：不注意

重過失：超不注意

(総則)：意志能⼒、代理
物権：占有権、所有権
債権：契約、不法⾏為

(親族)：婚姻、親⼦
相続：相続⼈、相続分

試験範囲外

試験範囲外

財産法

家族法

⺠法原
則

意思表⽰

意思表⽰

相続：相続⼈、相続分

【法律⾏為】：「これがやりたい！」と決めたことに法律がお墨付きをくれる
意思決定する⼈と⼈の関係で⾒たとき
契約⾏為 単独⾏為 合同⾏為

買いたい

A

いいよ

B A

やめます

BA

いっしょ ⽬
的

相対する

意思表⽰

意思表⽰

形式上で⾒たとき
要式⾏為 不要式⾏為
→決まった書類が必要 →決まった書類不要

何がほしいかで⾒たとき
債権⾏為 物権⾏為
→約束がほしい →物がほしい

【権利】
公権 私権 ⾦払え!

B
複数の⼈の意思表⽰が合致 １⼈の⼀⽅的な意思表⽰

(取消、遺⾔など)
複数の⼈の意思表⽰が合致

作⽤によって
分けると公権

国のことに関する
個⼈の権利
（例）選挙権

私権
私⼈に与え
られた権利

請求権 債権
⽀配権 物権、知的財産権
形成権 取消権
抗弁権 同時履⾏の抗弁権

おれの

やめた いやいや、
お前が⾦払
えば渡すよ

分
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SHEET 1 法律の前提知識

法律の分類

 経営法務を学ぶ上で、その前提知識として、法律にはどのような分類のものがあるのか、

ということについて説明します。法律の分類方法はどのような観点で分類するかによって以

下のような分け方があります。 

文章になっているかどうかという観点では、成文法と不文法に分類することができます。

成文法は文章になっている法律や政令、省令、条例、規則など通常イメージされる「法律」

で、不文法とは文章になっていない慣習によって成立する慣習法や判例の蓄積によって成立

する判例法があります。 

法律が適用される範囲が限定されているかという観点では、会社法や商法など、法律が適

用される範囲が限定されている特別法とそうでない民法などの一般法があります。特別法の

方が適用範囲が限定されているためより強い力を持っており、一般法は特別法でカバーされ

ていない広い範囲を扱う補助的なものというイメージです。 

当事者の意思で適用されるかという観点では、債権や契約など当事者の意思により適用さ

れる任意法規と、物件や会社法など当事者の意思に関わらず適用される強行法規があります。 

国の機関に関わるかという観点では、憲法や刑法、行政法など国の機関に関わる公法と人

と人との約束事や関係について定めた民法や商法、会社法などの私法があります。 

国の刑罰に関わるかという観点では、刑法や刑事訴訟法のように国の刑罰に関する内容を

定めた刑事法と、国の刑罰ではなく、人と人との争いを解決するための民法や商法、民事訴

訟法などの民事法があります。 

法律の内容を決めたものかという観点では具体的な法律の内容を定めた民法や刑法など

の実体法と法律の内容を実現するための手続きの方法を定めた民事訴訟法や刑事訴訟法な

どの手続法があります。 

どこの国の法律かという観点では、ヨーロッパ大陸を中心として採用されている成文法が

中心の大陸法と英国や米国を中心といて採用されている慣習法や判例法などの不文法が中

心の英米法があります。日本は、明治維新後、ドイツやフランスの法律を参考に国内の法律

を整備したという歴史的経緯から成文法を中心とした大陸法を採用しています。 
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民法の基礎知識

 民法とは人と人との関係について定めた一般法です。一般法ですので、会社法や商法のよ

うな特別法が適用されない場合全般に適用されます。民法は、個人が持っている所有権は絶

対的なもので侵害することができないという所有権絶対の原則、どんな契約をだれとしても

自由であるという契約自由の原則、他人に損害を与えても故意や過失がなければそれを賠償

する必要はないという過失責任の原則という３つの原則に基づいて制定されています。なお、

故意とは、「これをするとこういう結果になる」という因果関係がわかっていながらわざと

行うことを、過失とは不注意のこと、重過失とはちょっと注意すれば簡単にわかるはずのこ

とを見落としてしまったなどの超不注意のことをいいます。 

 民法は、個人の持つ財産について定めた財産法と家族関連について定めた家族法に分類で

きます。さらに、財産法は意思能力や代理とはどういうものなのかという民法全体の共通事

項を定めた総則、占有権や所有権など物に関するルールを定めた物権、契約や不法行為など

財産を請求する権利に関するルールを定めた債権に分けられます。また、家族法は婚姻や親

子などに関する親族、相続人や相続分に関するルールを定めた相続に分類されます。 

このうち、総則、親族に関しては中小企業診断士の試験範囲外ですのでここでは取り上げ

ません。その他の民法に関する詳しい内容については「14.権利能力」シートから「17.相続」

シートまでで解説します。

法律行為

 法律行為とは、例えば契約のように、ある人が「これがやりたい！」と思って決めたこと

に法律がお墨付きをくれる行為のことをいいます。 

 法律行為には意思決定をする人と人の関係で見た場合、相対する複数の人の意思表示が合

致したときに成立する契約行為、１人の一方的な意思表示で成立する取消や遺言などの単独

行為、同じ目的を持った複数の人の意思表示が合致したときに成立する合同行為があります。 

 また、法律行為を行うための形式という観点で見た場合、婚姻届や定款といった決まった

書類などを必要とする要式行為と口約束のように決まった書類を必要としない不要式行為

に分類することができます。 

 さらに、法律行為の結果として何を求めているかという観点で見た場合、約束を求める債

権行為と具体的な物を求める物権行為に分類することができます。 
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権利

 権利は、公法に基づく公権と私法に基づく私権に分類することができます。公権とは選挙

権のように国のことに関連する個人の権利のことをいい、私権は一個人である私人に与えら

れた権利のことをいいます。 

 私権を目的によって分類すると、請求権、支配権、形成権、抗弁権に分類することができ

ます。 

 請求権とは、債権などのように、他の人に何かをしてもらう、もしくはしないように請求

することができる権利のことをいいます。 

支配権とは、物権や知的財産権のように、権利の対象のものを自分が直接支配できる権利

のことをいいます。 

形成権とは、取消権のように権利を持っている人が一方的な意思表示をすることで、法律

関係を変化させることができる権利のことをいいます。 

抗弁権は、相手が請求権によって何かを要求をしてきたことに対して、それを拒否するこ

とができる権利のことです。例えば、同時履行の抗弁権では、商品の売買契約のように一方

には商品の引き渡しという義務が、もう一方には代金の支払いの義務が発生する双務契約を

結んだ場合、一方の人が商品の引き渡しを求めてきてもその人がお金を払っていないのであ

ればお金を払うまでその商品の引き渡しを拒むことが認められています。 
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１．中⼩企業の位置付け
【中⼩企業の企業数・従業者数】 【売上⾼・付加価値】

企業数(割合) 従業者数(割合)
中⼩企業 381万者 99% 3,360万⼈ 70%

⼩規模企業者 325万者 85% 1 130万⼈ 24%

中⼩ ⼩規模
全売上⾼に占める割合 43% 10%

全付加価値に占める割合 55% 16%

定義は「6.中⼩企業関
連の法律」シート参照

⼩規模企業者 325万者 85% 1,130万⼈ 24%

業種別(中⼩企業)
企業数 ⼩売→宿泊・飲⾷サービス→建設→製造
従業員数 製造→⼩売→宿泊・飲⾷サービス→建設

覚え⽅:数が多いのは「成功やけん(博多弁)」

増減(企業数、2009年、2012年、2014年)

中⼩ 卸→製造→建設→⼩売
⼩規模 建設→製造→卸→⼩売

中⼩ 製造→卸→⼩売→建設
⼩規模 建設→製造→⼩売→不動産

建設→バリューチェーン バリューチェーン→建設

全付加価値に占める割合 55% 16%
覚え⽅:⼩さな宿を建てて製造

⼀貫して増加 ⼀貫して減少
中⼩企業 医療・福祉 建設 製造 ⼩売

押せ!健康!

売上⾼

付加
価値

⼩規模は
建設が1位

製造

増減(従業者数、2009年、2012年、2014年)
⼀貫して増加 ⼀貫して減少

中⼩企業 情報通信、医療・福祉 建設
⼩規模企業 複合サービス 建設、製造、⼩売、卸

【中⼩企業の開廃業】
2012~2014

消せ!甲府!

【経営指標】

増加 減少

売上⾼
建設、

医療・福祉
宿泊・飲⾷サービス

製造、不動産
⽣活関連
サービス

中⼩企業 医療・福祉 建設、製造、⼩売
⼩規模企業 なし 建設、製造、⼩売、卸

開業率 廃業率
全体 6.5 6.6
製造 3.4 5.5
卸 6.2 6.8

⼩売 6.4 7.7
サービス 6.5 5.4

むむっ、
あと１歩
あと0.1で
開業が廃
業を抜く！

指標 平均 トップ ビリ
総資本経常利益率 3.62% 学術研究・専⾨ 不動産

ＲＯＥ 8.27% 宿泊飲⾷サービス 不動産
売上⾼総利益率 25% 宿泊飲⾷サービス 卸

売上⾼営業利益率 2.65% 不動産 卸
売上⾼経常利益率 3.18% 不動産 卸
総資本回転率 1.14% ⼩売 不動産

6.5.4!
並びで
覚える

2009~2014 企業数は

休廃業・解散企業の経営者

26年ぶりの低⽔準特に
中規模の倒産が減少

開業+６万者 (30万→36万)

倒産件数:減少傾向
休廃業・解散:増加傾向

流動⽐率 164% 情報通信 宿泊飲⾷
サービス

固定⽐率 119% 宿泊飲⾷サービス 情報通信

⾃⼰資本⽐率 39% 情報通信 宿泊飲⾷
サービス

廃業－11万者 (62万→51万)
中規模企業 開業数>廃業数

2009 2014

⼩規模企業 廃業数>開業数

休廃業・解散企業
どっちも過去最⾼

指標 ⼤企業 中⼩企業
経常利益 過去最⾼⽔準を更新

⽗さん減って⺟さん増える

減った 増えた

企業数は
－39万者(社)

休廃業・解散企業の経営者
60歳以上:82% うち80歳以上:14%
半数超が廃業前は⿊字
うち利益率10%以上の⾼収益廃業企業は
⼩規模が多い
個⼈事業者が多い
廃業はサービス業が多い(2016年)

どっちも過去最⾼売上⾼ 横ばい
設備投資 やや増加

設備年齢（1990年⽐） 1.5倍 2.0倍
IT関連投資 増加 横ばい

ソフトウエア投資⽐率 10% 4%

⽼朽化

Sample
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SHEET 1 中小企業の位置付け

中小企業の企業数、従業員数

 日本の企業数（2014 年度）は約 382 万者で、そのうち中小企業の企業数は約 381 万者で

99％を占めます。さらに、その中で小規模企業は約 325 万者で全体の 85％を占めます。また、

従業者数は日本全体で 4790 万人で、そのうち中小企業の従業者数は 3360 万人と 70％を占め

ます。さらに、そのうち、小規模企業の従業者数は 1130 万人で全体のおおよそ 1/4 である

24％を占めます。なお、中小企業の定義については、「6.中小企業関連の法律」シートを参

照ください。 

 業種別にみると、中小企業の場合、企業数では、小売、宿泊・飲食サービス、建設、製造

の順で多く、従業員数は、製造、小売、宿泊・飲食サービス、建設の順で多くなっています。

企業数は「小さな宿を建てて製造」、従業員数は、博多弁風に、「数が多いのは『成功やけん』

（製、小売、宿、建）」と語呂合わせで覚えると覚えやすいです。小規模企業の場合、企業

数は中小企業と同じ小売、宿泊・飲食サービス、建設、製造の順ですが、従業員数は建設、

製造、小売、宿泊・飲食サービスの順と、中小企業のとき 4位だった建設業が 1位となって

います。 

 また、2009 年、2012 年、2014 年の業種別の企業数、従業者数の増減を見ると企業数で見

た場合、中小企業では、医療・福祉が一貫して増加しており、建設、製造、小売などが一貫

して減少しています。従業員数で見た場合、医療・福祉、情報通信業が一貫して増加してお

り、建設などが一貫して減少しています。 

小規模企業の企業数に関しては一貫して増加している業種はなく、従業者数に関しては複

合サービスが一貫して増加しています。また、企業数で見ても、従業者数で見ても、中小企

業と同じ建設、製造、小売、卸などが一貫して減少しています。 

経営指標

中小企業の経営指標（2015 年度）の平均値とトップの業種、 下位の業種について見てい

きたいと思います。 

総資本経常利益率の中小企業の平均値は 3.62%でトップは学術研究・専門、ビリは不動産

です。 

ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）の中小企業の平均値は 8.27%でトップは宿泊・飲食サー

ビス、ビリは不動産です。 

Sample
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売上高総利益率の平均値は 25%でトップは宿泊・飲食サービスで、ビリは卸です。卸は売

上高営業利益率、売上高経常利益率も 下位で利益率が低い業界であることがわかります。 

売上高営業利益率の平均値は 2.65％、売上高経常利益率の平均値は 3.18％でどちらもト

ップは不動産、ビリは卸です。不動産は売上高経常利益率はトップにもかかわらず総資本経

常利益率はビリということなので、総資本が非常に大きい業界であると考えられます。 

そのため、総資本回転率も不動産がビリになっています。なお、総資本回転率の平均値は

1.14%で、トップは小売です。 

流動比率の平均値は 164％でトップは情報通信、ビリは宿泊・飲食サービスで、逆に固定

費率の平均値は 119％でトップは宿泊・飲食サービス、ビリは情報通信です。 

自己資本比率の平均値は 39％で流動比率と同じくトップは情報通信、ビリは宿泊・飲食

サービスです。

また、経営指標を大企業と比較すると、大企業も中小企業も経常利益は過去 高水準を更

新、売上高は横ばい、設備投資はやや増加しています。1990 年と比較した設備年齢では大

企業の設備年齢が 1.5 倍になっているのに対し、中小企業では 2.0 倍と中小企業の方が老朽

化が進んでいます。ＩＴ関連投資は、大企業が増加傾向なのに対し、中小企業は横ばいで、ソ

フトウエア投資比率は大企業が 10％なのに対し、中小企業は 4％と低くなっています。

売上高・付加価値

 2013 年の全ての規模の企業の売上高に占める中小企業の割合は 43％、小規模企業の割合

は 10％です。業種別にみると、中小企業では卸、製造、建設、小売の順に高く、小規模企

業は建設、製造、卸、小売の順に高くなっています。中小の売上高は「押せ！健康！（卸、

製、建、小売）」と、小規模の売上高は建設→バリューチェーン（製造→卸→小売）と覚え

ると良いと思います。 

また、全ての規模の企業の付加価値額に占める中小企業の割合は 55％、小規模企業は 16％

となっており、売上高の場合と比較すると中小・小規模企業の比率は若干高めです。業種別

に見ると、付加価値額は中小企業では製造、卸、小売、建設の順に高く、小規模企業は建設、

製造、小売、不動産の順に高くなっています。中小の付加価値はバリューチェーン（製造→

卸→小売）→建設、小規模の付加価値は「消せ！甲府」（建、製、小、不）と覚えると良い

と思います。 

 また、2011 年と 2013 年の比較で中小企業、小規模企業ともに売上高が増加している業種

は、建設、医療・福祉、宿泊・飲食サービスで、減少している業種は製造、不動産、生活関
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連サービスです。 

中小企業の開廃業

 2012年から2014年までの期間の中小企業の開業率と廃業率は、全体では廃業率が6.5％、

廃業率が 6.6％です。あと 0.1 で開業が廃業を抜くので「むむっ、あと 1歩」と覚えましょ

う。 

また、開業率は製造が 3.4％、卸が 6.2％、小売が 6.4％、サービスが 6.5％とバリューチ

ェーンの上流から下流に行くにつれ高くなり、サービスが も高くなっています。 

廃業率は製造が 5.5％、卸が 6.8％、小売が 7.7％、サービスが 5.4％とバリューチェーン

の上流から下流に行くにつれ高くなり、サービスが も低くなっています。 

 なお、サービス業では開業率が廃業率を上回っており、サービス業の開業率は 6.5％、廃

業率は 5.4％となっています。「６、５、４」と並びで数字を覚えると良いでしょう。 

 また、2009 年から 2014 年までの期間で開業者数は 30 万者から 36 万者と 6万者増え、廃

業者数は 62 万者から 51 万者と 11 万者減った結果、企業数は 39 万者減少しました。なお、

中規模企業では開業者数が廃業者数を上回りましたが、小規模企業では廃業者数が開業者数

を上回っています。 

 倒産件数は減少傾向で、休廃業・解散は増加傾向です。特に倒産件数は 26 年ぶりの低水

準で、中規模企業の倒産件数の減少が目立っています。「父さん（倒産）減って、母さん（解

散）増える」と覚えると覚えやすいです。 

 なお、休廃業・解散企業の特徴としては、休廃業・解散企業の 82％以上が経営者が 60 歳

以上の会社であり、そのうち 14％が経営者の年齢が 80 歳以上の会社です。これらの値はど

ちらも過去 高の値となっています。そして、休廃業・解散企業の半数超は廃業前に黒字で

あったにもかかわらず行われる休廃業・解散です。 

 休廃業した会社のうち、利益率が 10％以上の高収益廃業企業の特徴としては、規模の小

さな企業から構成されていること、個人事業者の割合が高いことが挙げられます。 

 また、業種別に見てみると、 も休廃業・解散が多いのは 2007 年から 2015 年までは建設

業、2016 年はサービス業他となっています。 

Sample




