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事業承継支援の取組について

１ 親族承継支援

２ 第三者承継支援



１ 親族承継支援

（１）事業承継税制

非上場株式の贈与税・相続税の納税猶予・免除

県（経営金融支援室）が認定

税務署が猶予・免除を決定

2024年３月31日までに「特例承継計画」を県に提出

2027年12月31日までに株式を贈与する（特例措置）

主な支援策



１ 親族承継支援

（１）事業承継税制

経営承継円滑化法に関する確認・認定実績

主な支援策

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 累 計

特例承継計画 ３１件 ４４件 ３０件 ５４件 １５９件

贈与税の認定
（特例措置）

４件 １８件 １７件 ３３件 ７２件

相続税の認定
（特例措置）

６件 ７件 ３件 ７件 ２３件

個人版事業承
継計画の確認

０件 １件 ０件 １件 ２件



１ 親族承継支援

（１）事業承継税制

経営承継円滑化法に関する確認・認定実績

主な支援策

〇 第１種特例（贈与）認定 ４７社を分析

・贈与時の先代代表の平均年齢 ７６.１歳

・雇用していた従業員総数 １,３０５人

・株式等に係る納税猶予額 中央値 29,266,400円

・純利益・純損失 中央値 14,758,843円



１ 親族承継支援

（１）事業承継税制

経営承継円滑化法に関する確認・認定実績

主な支援策

〇 第１種特例（相続）認定 ２３社を分析

・相続時の先代代表の平均年齢 ７８.５歳

・雇用していた従業員総数 ８４３人

・株式等に係る納税猶予額 中央値 9,066,600円

・純利益・純損失 中央値 15,238,619円



２ 第三者承継支援

（１）金融支援

事業承継貸付（３つの資金メニュー）

事業承継を計画している中小企業や個人保証

を解除したい中小企業を対象とした貸付制度

・県（経営金融支援室）が認定

※ 日本政策金融公庫の制度も利用可能

・経営者保証コーディネーターの認定による

信用保証料の負担軽減措置

主な支援策





２ 第三者承継支援

（２）人材支援

・経営者が廃業を考える理由

社内に経営を担うことができる人材がいない。

・事業承継・M＆A後の経営革新

企業を成長させることができる人材が不足。

解決策の一つとして

プロフェッショナル人材事業

主な支援策



２ 第三者承継支援

（２）人材支援

プロフェッショナル人材とは

組織をリードできる専門能力と人格を有し、

経営者・企業トップの「夢・思い・方針」を

具体化し、これを叶える人材

※ 今後真のプロに成長することが期待される人材も対象とする

主な支援策



２ 第三者承継支援

（２）人材支援

プロフェッショナル人材の類型

主な支援策

人材タイプ
「攻めの経営」に対する

貢献領域
例

経営人材・経営サポート人
材

経営者を支える右腕として企業
マネジメントに携わる人材（将
来の経営幹部候補も含む）

企業経営や大手企業での事業部
管理等のマネジメント経験者 な
ど

新事業立上げ・販路開拓人
材

新規事業や海外現地事業の立ち
上げなど、企業にとって新たな
事業分野や販路を開拓し、売上
増加等の効果を生み出す人材

商社等での営業や新規事業の立
ち上げ経験者、海外事業企画等
のグローバルビジネスのマネジ
メント経験者 など

生産性向上人材

開発や生産等の現場で新たな価
値（新たな製品開発、生産工程
の見直し等）を生み出すことの
できる人材

大手企業の工場長等の経験者、
技術者として開発リーダー等の
経験者 など



２ 第三者承継支援

（２）人材支援



２ 第三者承継支援

（２）人材支援

副業・兼業への取組

〇 地方における企業の都市圏人材ニーズはもともと高いが、
生活の拠点を地方に移してまで転職を希望する人材は限られる。

〇 昨今の新型コロナ感染拡大をきっかけに、テレワークが一気に拡
大普及。
移住しなくてもリモート環境で、地方企業において副業・兼業で
働くことが可能、副業・兼業を促進する労働環境の変化

〇 地方企業での副業求人は大幅に増加

【 副業兼業人材で課題解決をお手伝い 】



２ 第三者承継支援

（２）人材支援

副業・兼業にかかる成約件数の月次推移(全国)
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２ 第三者承継支援



２ 第三者承継支援

（２）人材支援
・宮崎県プロフェッショナル人材戦略拠点
宮崎県プロフェッショナル人材戦略拠点 -プロフェッショナル人材採用で
「攻めの経営」へ (pro-miyazaki.jp)

・ふるさと宮崎人材バンク
ふるさと宮崎人材バンク (back-to-miyazaki.jp)

・内閣府プロフェッショナル人材戦略事業
内閣府 プロフェッショナル人材戦略ポータルサイト (pro-jinzai.go.jp)

・MATCH UP副業プロ人材で課題を解決
Match Up：副業プロ人材で課題を解決 (projinzai-seminar.jp)

・グローカルミッションジョブズ宮崎版
宮崎地方求人特集 | Glocal Mission Jobs | 地方にこそ活躍の場がある。
管理職、経営幹部のための地方求人メディア

https://www.pro-miyazaki.jp/
https://www.back-to-miyazaki.jp/
http://www.pro-jinzai.go.jp/
https://projinzai-seminar.jp/
https://glocalmissionjobs.jp/lp/miyazaki
https://glocalmissionjobs.jp/lp/miyazaki


２ 第三者承継支援

（２）人材支援

宮崎県プロフェッショナル人材戦略拠点

〒８８０－０８１１
宮崎市錦町１番１０号 ＫＩＴＥＮビル７階

ＴＥＬ：（０９８５）２３ー２６１３
ＦＡＸ：（０９８５）２７－７００７



２ 第三者承継支援

（３）補助制度

主な支援策

「事業引継ぎ応援事業」

（令和４年度 市町村連携事業）



２ 第三者承継支援 （３）補助制度

「事業引継ぎ応援事業」

（令和４年度 市町村連携事業）

（１）予算額

２０,０００千円

（２）事業期間

令和４年４月１日～令和５年３月31日

（３）事業目的

中小企業の事業承継を促し、経営資源・雇用の喪失を防ぐため、

第三者承継等の売り手側の負担となる経費について市町村とともに

支援する。



２ 第三者承継支援 （３）補助制度

「事業引継ぎ応援事業」

（令和４年度 市町村連携事業）

（４）補助率・補助上限 ※補助上限は市町村によって異なる

（５）補助対象

第三者承継（Ｍ＆Ａ）と役員・従業員承継が対象

（６）対象経費 ※成功報酬は対象外

・マッチングコーディネーター等との委託契約に係る経費（着手金）

・企業価値評価に要する費用 ほか

県 ⇒ 市町村 市町村 ⇒ 事業者

補助率 １／２以内 ２／３以内

補助上限 ３０万円以内 ６０万円以内



２ 第三者承継支援 （３）補助制度

「事業引継ぎ応援事業」

（令和４年度 市町村連携事業）

紹
介

再
委
託

再
委
託

相
談

【マッチングコーディネーター】
弁護士、税理士、
中小企業診断士等

事業引継ぎを希望する中小企業・小規模事業者

事業承継・引継ぎ支援センター
仲
介
契
約
等

仲
介
契
約
等

金融機関
民間Ｍ＆Ａ仲介業者

仲介手数料
仲介手数料

公認会計士、不動産鑑定士、中小企業診断士等

書類作成委託料等

相
談

市町村補助
（2/3以内）

市町村補助
（2/3以内）

市町村補助（2/3以内）

補助対象経費



２ 第三者承継支援 （３）補助制度

「事業引継ぎ応援事業」

（令和４年度 市町村連携事業）

（７）市町村の実施状況

・令和４年度 ※昨年実施した意向調査の結果 ※下線は既に事業開始

宮崎市、都城市、延岡市、日南市、日向市、串間市、西都市、

高原町、高鍋町、川南町

・令和３年度

延岡市、日南市、西都市、高鍋町



令和４年度 事業承継に関連する主な事業

〇宮崎県地域課題解決型起業支援事業費補助金（担当部署：商工政策課団体担当）

補助対象者：Society5.0関連分野において、事業承継又は第二創業により新たに事業を実施する者

補助額：上限２００万円、補助率：２分の１

〇宮崎県ひなた暮らし実現応援事業（担当部署：中山間・地域政策課移住・定住推進担当）

補助対象者：事業承継を行う移住者

補助額：世帯１００万円、単身者６０万円

〇みやざき農業担い手確保総合対策事業（担当部署：農業担い手対策課担い手確保担当）

補助対象者：農業用施設や果樹園等を第三者承継する新規就農者

補助額：上限２００万円、補助率：３分の１以内

〇漁業資源継承支援体制構築事業（担当部署：水産政策課担い手・普及担当）

補助対象者：経営を開始する新規就業者、雇用から独立自営する就業者等

補助額：上限３０万円、補助率：３分の１以内


