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今から備える事業承継

親族内承継から第三者承継まで
ワンストップでサポート
兵庫県事業承継・引継ぎ支援センターが発足

－兵庫県事業承継・引継ぎ支援センターが発足－
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統括責任者

津吉 一弥 氏

2020年の全国の社長の平均年齢は60.1歳と過去最高齢となり、また後継者
不在率は65.1％と高水準にあります。事業承継の備えが追い付かず、コロナ禍
の影響も加わる中、地域経済を支える中小企業の事業継続・雇用維持が危ぶま
れています。
「事業を引き継いでもらいたいが誰に相談すればよいか分からない」といった
悩みに対応するため、親族内承継からM&Aなど第三者承継までワンストップで
対応する相談窓口「兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター」が4月1日に開設さ
れました。本特集では、センターの概要とともに、統括責任者より事業承継を
取り巻く現状や課題について紹介します。
※いずれも㈱帝国データバンク調べ
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図1）事業承継の主な選択肢
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事業承継に向けた準備度＆対策チェック

事業活動リスクを包括的にカバー

Q1

ビジネス総合保険制度

事業を継続していきたいと
感じていますか？
今の事業は自分の代限りに
なると感じている

事業を継続したい

Q2

事業を引継ぐ相手は
決まっていますか？
後継者がいる

後継者がいない

廃業or再検討

Q3

後継者は
どなたになりますか？

補償の範囲

本制度のポイント
親族へ承継

第三者へ承継（M＆Aなど）

従業員等へ承継

Q4

これから取り組むべき対策は
どのようなことでしょうか？
（具体的な対策の例）
◆後継者への権限移譲

◆現経営者親族の理解

◆マッチングの検討

◆後継者教育

◆後継者教育

◆株式譲渡・事業譲渡等

◆後継者への生前贈与

◆株式買取資金の調達

◆会社売却価格の算定

◆個人保証・担保処理

等

◆個人保証・担保処理

●保険会社との直接契約に比べ低廉
な保険料を適用!
●賠償責任リスクを総合的に補償!
●事業休業補償により災害時等の
事業継続資金を補償!
●事業活動リスクに対する補償の
モレ・ダブリを解消!
●保健所等指示による新型コロナウ
イルスの消毒費用および消毒に伴
う営業休止にかかる損失を補償

等

PL、リコール、情報漏えい、サイバー、
施設、事業遂行、受託物

事業休業の補償

火災、落雷、爆発、食中毒、
風災、水災、雪災、地震

財産の補償

建物、屋外設備・装置、
設備・什器等、商品・製品等

工事の補償

建設工事、組立工事、土木工事

引受保険会社：東京海上日動火災保険㈱・損害保険ジャパン㈱

等

さらに
事業承継について一度相談してみませんか？

賠償責任の補償

あいおいニッセイ同和損害保険㈱・三井住友海上火災保険㈱
※補償の内容、対象業種は引受保険会社によって異なります。

神戸商工会議所生命共済制度にご加入いただくと

経営者・従業員様の「万が一」に備え、
24時間・365日のリスクをカバーできます！
【お問合せ先】

神戸商工会議所 会員事業部会員事業チーム
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