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事業によって地域課題を解決
地域で持続的に活動する方法『CRSV』とは

事業者が事業を継続していくには
地道にニーズを拾うことが重要

中小企業が地域貢献と営利を両立！
課題を解決する『CRSV』とは

　人口減や高齢化の影響により、多くの自治体が『地方
の衰退』にまつわるさまざまな課題に直面しています。
　人口が減ることで、公共交通をはじめ行政サービス
が縮小し、企業が撤退する、それが商店街や地域コ
ミュニティの衰退、雇用の減少につながっていくとい
う悪循環が起きています。
　人口減少地域からは大手企業が撤退していきます
が、それにより下請けの中小企業の仕事もなくなり、
連鎖的に廃業・倒産が起きた地域もあります。
　そのような、行政だけでは対応できない状況を鑑
みて、2014年には、中小企業庁が事業によって地域
課題を解決する『CRSV（Creating and Realizing 
Shared Value）』という考え方を提唱しました。
CRSVは、地域の小規模事業者や中小企業などが主
体となって地域課題を解決すると同時に、そのニーズ
を継続的に解決することで、事業を行っていくことが
できるようになります。そのため、企業と地域の双方
を活性化できるというメリットがあります。　
　事業者と地域の間に好循環を生むCRSVは、全国で
実践され、中小企業庁が作成した事例集『地域課題を
解決する中小企業・NPO法人100の取組』のなかで
も紹介されました。
　石川県小松市で自動車関連事業を展開するシブヤ
コーポレーションは、スーパーマーケットが撤退した、
山間の高齢化地域において、400品目を車に積み込
む移動型スーパーを展開。買い物弱者の需要に応え
るだけでなく、その取り組みによって信用度と認知度
がアップしました。
　また、東京に本社を置く企業、見果てぬ夢は、和歌
山県田辺市に支社を開設。住んでいる地域に関係な
く仕事ができる、企業向けクラウドサービスを開発し、
さらに支社では従業員を全員現地採用しています。

　地域のニーズを拾い上げることで成功している企業
は、多くのケースで事業が継続しています。CRSVの継
続は、事業者が存続し、事業を続けていくことが何より
も重要です。そのためには地域課題の解決と、売上・利
益の獲得の双方がバランスよく成り立つ必要があり、現
在も事業が継続している企業は、このバランスに優れて
いるといえるでしょう。地域課題の解決を優先するあま
り、利益面をおろそかにするわけにはいきませんが、逆
に、自社の利益をにばかり着目していると、結果的に地
域の需要から遠ざかり、持続性を失ってしまうこともあ
るでしょう。地域の課題を地道にニーズとして拾い上げ、
それらを事業として利益を生み出し、発展させていくこ
とが大切です。
　モデルケースなどを通じて、「地域の事業なくして、地
域課題の解決は難しい」という考え方が全国的にも共通
認識になりつつあります。地域課題の解決を目指す中小
企業や、スタートアップ企業に対しての支援金や補助金
を支給する自治体も増えています。地域課題の解決に
ついて事業化を考えているのであれば、検討してみては
いかがでしょうか。

『CRSV』とは、中小企業庁が白書のなかで紹介した考え方で、地方が衰退フェーズに入るなか、中小
企業が事業を通じて地域課題を解決することで、持続的な経済活動を可能にするということをさし
ます。今回は、地方の課題と、CRSVの動きについてお伝えします。

経営 TOPICS
CHECK 01 
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消費者の信頼獲得で企業イメージも向上！
プライバシーガバナンスの取り組み状況

消費者意識の高まりと共に
企業もプライバシー保護を促進

プライバシー保護を行なうきっかけは
イメージ向上とリスクマネジメント

『プライバシーガバナンス』とは、企業価値の向上に向けて、組織がプライバシー問題に取り組む
ための体制を構築し、機能させていくことを指します。社会的にもプライバシー保護への要請が高
まっている中で、企業の取り組み状況や取り組むきっかけなどを見ていきましょう。

　経済産業省と総務省は、2022年3月に『プライバ
シーガバナンスに関する調査結果』の詳細版を公表し
ました。これは2021年9月の企業アンケートと、同年
8月に行われた消費者アンケートを取りまとめたもの
で、プライバシーガバナンスに取り組む企業の指針に
なるものでもあります。
　調査によると、消費者の73.6％はプライバシー保
護に対して関心を示しており、88.5％は商品を選ぶ際
に、企業のプライバシー保護への取り組みを考慮して
いることがわかっています。
　一方、企業のプライバシーガバナンスの取り組み状
況を見てみると、『プライバシーに関する保護を明文
化している』という企業は、291社中151社、『プライ
バシーに関する責任者の設置をしている』は172社、
『体制の構築に取り組んでいる』は153社でした。

　企業の取り組み状況については、海外売上の有無
や従業員規模別にも調査を行っており、前述した3
項目の他に『外部の有識者などの第三者視点による
取組の見直している』『ルールを策定・周知している』
『従業員教育を実施している』などの項目では、海外
でも売上がある企業や、従業員規模の大きな企業の
方が取り組んでいる数が多い結果となりました。　

　また、企業がプライバシーガバナンスに取り組む
きっかけとしては『規格の取得・更新が必要だった』が
1位だったものの、『企業イメージ向上のため」が2位、
『プライバシー侵害で問題となった企業の報道を見
た』が3位となっており、企業側がメリットと共に、リス
クマネジメントの一環としてプライバシー保護に取り
組んでいることがわかります。

で見る経営データ
CHECK 02 

出典：経済産業省HP　https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220318014/20220318014.html

あなたは、プライバシー保護（例えば、個人情報、個人情
報に限定されない個人の行動・状態に関するデータ、プ
ライバシー性の高い情報などの適切な取扱い）に関して、
どの程度関心をお持ちですか。

Q 複数の異なる会社から、内容的に似た商品・サービスが提
供されており、そのいずれか一つを購入する場合について、
お尋ねします。その商品・サービスが、あなたのプライバ
シーに影響を与える可能性があるような情報を取り扱う
としたら、提供企業の「プライバシーへの取組」を、あなた
はどの程度考慮しますか。

Q

■ 非常に関心がある
■ やや関心がある
■ あまり関心がない
■ 全く関心がない

■ 非常に考慮する
■ 考慮する
■ やや考慮する
■ あまり考慮しない
■ 考慮しない

17.2％ 19.1％
22.3％

31.5％

56.4％ 37.9％

4.1％ 3.8％

7.6％
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勘定科目ごとに知っておきたい
経費計上できるものとできないもの

経費として認められるのは
事業関連の出費だけ

経費科目別・計上できる費用と
できない費用とは？

経費とは従業員への給与や事務所の賃料など、事業収入を得るために間接的に生じた必要な費用
のことで、所得税はこの事業収入から原価・経費を差し引いた所得に課税されます。経費は、あくまで
事業に必要な費用でなければいけません。経費科目ごとに経費として認められる範囲を説明します。

　経費科目は、経費を帳簿に記載する際に使用する
勘定科目のことで、会計処理の際はこの科目ごとに仕
訳を行います。確定申告の際も勘定科目ごとに経費
を計上し、事業収入から原価・経費を差し引いて課税
所得を割り出します。このように勘定科目ごとに経費
を区分するのは、経費が何に使われたのかを明確に
するためでもあります。
　
　たとえば、ある月の取引先との接待に使用した経費
を知りたければ、勘定科目の接待交際費を抽出し確認
をします。科目ごとにきちんと分類することで、どのよ
うな経費をいくら使ったかを見える化できる効果もあ
ります。
　経費の仕訳は、比較的わかりやすいものですが、一
見”経費”のように見えて、実はどの科目にも当てはま
らず、経費として計上できないものも存在します。経
費になるものとならないものをしっかりと理解して計
上しないと、税務調査の際に指摘を受け、経費として
認められないこともあります。基本的には、事業との
関連性を明確に説明できるもの以外は経費にできま
せん。たとえば、会社の事業とは関係のない社長個人
のプライベートにかかる出費を計上していたりすると、
税務調査の際に経費として認められず、加算税などの
ペナルティが課されることがあるので注意しましょう。

　それでは、代表的な経費科目ごとに、計上できるも
のとできないものを見ていきましょう。

●租税公課
　固定資産税や自動車税、事業税等の租税や印鑑証
明書の発行手数料等の公課に関する科目です。ただ
し、法人税や住民税などの所得から支払うものや、交
通違反の罰金などは経費として計上できません。
●消耗品費
　コピー用紙やボールペン、クリアファイルなど、日々
の業務で使用する消耗品が該当します。パソコンなど
は取得価格が10万円以下であれば、消耗品費として
計上できますが、10万円以上になる場合は備品とし
て扱うことになり、耐用年数に応じて減価償却を行い
ます。
●接待交際費
　取引先との打ち合わせ目的での飲食代や、お中元・
お歳暮などの贈答品を費用計上できます。ただし、取
引先以外との飲食や、一般的な贈答品の範囲を超え
る高額な品などは計上できません。また、政治献金な
ども含まれません。
●旅費交通費
　従業員が取引先に訪問する際のバス・電車代や出
張時の新幹線代などが計上できます。家族旅行やレ
ジャーを目的とした交通費は含まれません。また、従
業員の通勤のための交通費は、通勤交通費として処
理します。

　経費科目はこれで全部ではなく、ほかの科目につい
ても、計上できるものとできないものがあります。経
費外のものを計上すると税務署の指摘を受ける可能
性があります。経費になるものをしっかりと把握して
おきましょう。

?

2分セミナー税務・会計
CHECK 03 



地域別最低賃金と特定最低賃金
その違いと適用範囲、事業者の対応とは

特定の産業ごとに定められている
特定最低賃金は労使の申出で決定

特定最低賃金が適用されるのは
その産業の基幹的労働者に限られる
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最低賃金には『地域別最低賃金』と『特定最低賃金』があります。どちらも最低賃金法に基づき、労働
者に最低限支払うべき賃金の下限額を定めたもので、雇用側はこの下限額を守らなければいけま
せん。2種類の最低賃金の違いや、適用の範囲について説明します。

　一般的によく知られているのは、産業や業種を問わ
ず、都道府県で働くすべての労働者と使用者に適用
される地域別最低賃金です。原則として地域別最低賃
金は労働者の生計費や各地域の事業における賃金の
支払い能力などを踏まえて決められるため、都道府県
ごとに異なる額が設定されています。
　たとえば、地域別最低賃金は全国平均で930円
（2022年８月時点）ですが、東京都は1,041円で、全
国トップです。また、全国平均を下回る県もあり、沖縄
県、高知県では最も低い820円です。地域別最低賃金
は毎年10月頃に改定されており、今年は、物価高の影
響などにより過去最大31円の引き上げを目安として、
厚生労働省の審議会は示しました。
　この地域別最低賃金とは別に、特定の産業につい
て設定されている最低賃金のことを、特定最低賃金と
呼びます。特定最低賃金は“業界の適正な賃金相場を
形成する役割”があり、必要だと認められたいくつか
の産業に対して、設定されています。
　特定最低賃金が設定されるには、まず業界の関係
労使が労働局長に申し出を行う必要があります。申し
出を受けた労働局は、最低賃金審議会で意見聴取を
交えた審査を行い、設定が必要であれば労働局長が
下限額を決定し、公示することで効力が発生します。
　2021年時点で特定最低賃金は228件が定められ
ており、自動車小売業や鉄鋼業、百貨店や商品小売業
など、さまざまな産業で設定されています。このうち
全国一律で決められている非金属工業以外の産業で
は、各都道府県内の特定の産業ごとに定められている
ため、同じ産業であったとしても地域によって特定最
低賃金が変わることになります。たとえば、同じ鉄鋼業
でも、大阪府の鉄鋼業では996円ですが、和歌山県で
は977円、宮城県では953円となっています。

　では、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が設
定されている際、使用者はどちらを適用するべきなの
でしょうか。この場合は、高い方の最低賃金以上の賃
金を支払う必要があります。特定最低賃金は地域別最
低賃金よりも高い額が設定されていることがほとん
どなので、基本的には特定最低賃金以上の賃金を支
払うことになります。ただし、一部の産業については、
改正が追いついておらず、特定最低賃金が地域別最
低賃金を下回ってしまうケースもあり、その場合は地
域別最低賃金を採用することになります。
　特定最低賃金は、新設のほか、改正や廃止も関係労
使の申し出によって行われます。2020年度に特定最
低賃金が改正された件数は144件と、2019年度の
174件を下回りました。改正後の金額は、全国の全産
業平均で905円と前年度比+2円となっています。新
設は0件、廃止は1件でした。また、2021年時点で適
用使用者数は約9万人、適用労働者数は約292万人と、
少なくない人数が特定最低賃金の適用を受けていま
す。しかし、地域別最低賃金がパートや契約社員を含
む全ての労働者に適用されるのに対し、特定最低賃
金は、その産業の『基幹的労働者』に限られています。
基幹的労働者とは産業内の主要な業務に従事する労
働者のことで、軽易な業務に従事する労働者には適用
されません。ほかにも、18歳未満または65歳以上の
労働者や、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の労
働者なども適用外になります。
　さらに、地域別最低賃金は違反すると最低賃金法に
基づいて50万円以下の罰金が科せられることがあり
ますが、特定最低賃金は刑事的な効力がありません。
しかし、労働基準法違反に抵触する場合は30万円以
下の罰金が科せられるなど、民事的な効力は発生しま
す。事業者は、最低賃金の厳守につとめましょう。

労務ワンポイントコラム

CHECK 04 



債務者が催促にも応じてくれない！
法的手段を用いた売掛金回収の方法

応じない場合は仮押さえと支払督促
売掛金の回収は段階を踏んで慎重に
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相手の資産状況などから方法を選び
裁判所の権限によって債権を回収

売掛金は売上の対価として将来的に金銭を受け取る権利のことで、債権の一種でもあります。売掛
金の支払いが遅れたり、未払いになったりした場合、債権者は売掛金の回収を行う必要があります。
今回は、未払い時の債権回収方法について確認します。

　売掛は納品物の代金を後払いする方法のことで、代
金を請求する側である債権者は、債務者となる取引先
から支払期日までに売掛金を支払ってもらいます。もし、
売掛金が回収できなければ、売上が立っていたとして
も現金が手元にない状態なので、結果的に資金不足に
陥ってしまう可能性があります。そのため、基本的に支
払期日までに支払いが行われなければ、債権者は売掛
金の回収を行います。
　回収には段階を踏む必要があり、最初は電話やメー
ルなどで催促を行います。それでも応じてもらえな
かったり、連絡がつかないようであれば、催告書や督促
状を内容証明郵便で送付して、支払いを促します。この
段階で相手から何らかの反応があれば、具体的な回収
の目処が立ちますが、これらの催促にも応じてもらえ
ないような場合は、いよいよ法的な手段に訴えること
になります。
　売掛金回収の法的手段は、前段階として、『仮押さ
え』と『支払い督促』が考えられます。

●仮押さえ
　債務者が財産を隠したり、処分したりしないように、
債務者の財産を凍結する手続きを指します。裁判所で
申し立てをし、仮押さえを行っておけば、裁判で勝訴し
た後に相手の財産がなくて支払ってもらえないという
状況を回避することができます。
●支払督促
　債権者が督促を直接行うのではなく、簡易裁判所か
ら文章によって行ってもらう制度です。裁判所は❶支払
督促、❷仮執行宣言付支払督促を行い、いずれの督促
に対しても、債務者から２週間以内に異議がない限り、
強制執行が可能になります。訴訟よりも簡易的で、債務
者が異議を唱えた場合は、民事訴訟に移行します。

　仮押さえや支払督促が行われると、債務者が訴訟
を恐れて話し合いに応じてくるケースは少なくありま
せん。しかし、話し合いにも応じず、売掛金の支払いも
されなければ、以下のような『民事調停』や『訴訟』、
『強制執行』などを考えなくてはいけません。
●民事調停
　裁判のように争うのではなく、裁判官や有識者らで
構成される調停委員会を交えた話し合いによって解
決を図ります。不成立になれば、訴訟に移行するかど
うか検討します。
●訴訟（通常訴訟／少額訴訟）
　調停でも決着がつかなければ、債務者は債権者に
対して、訴訟を起こすことになります。売掛金が60万
円以下であれば、簡易的な少額訴訟がおすすめです。
●強制執行
　調停が成立したり、裁判で勝訴しても、なお相手が
売掛金を支払わない場合は、裁判所に強制執行を申
し立て、差し押さえた相手の財産から売掛金を弁済し
てもらうことになります。

　法的な回収にはさまざまな方法がありますが、相手
の資産状況やこちらの都合によって選ぶべき回収方
法は異なります。たとえば、相手に支払い能力がない
のに、強制執行を行ってもあまり意味はありません。
　また、短期で回収したい場合は、時間のかかる通常
訴訟は適さないといえます。現金や不動産など、相手
の資産状況を把握したうえで、必要であれば債権回収
に強い弁護士に相談するなどして、適切な回収方法を
選んでいくことが大切です。
　まずは日頃から売掛金の支払いに遅れがないかを
確認し、訴訟などの大事に至る前に解決できるよう心
がけましょう。

社長が知っておきたい法務講座!
CHECK 05 



新しい商品の開発にもつながる！
ビジネスマッチングサービスを活用する

商品開発事業者と製造業者の
マッチングサービス

D2Cを行う事業者の強い味方！
業種特化型マッチングサービス

ー 7 ー

新商品を開発したいが自社で生産施設を持たない事業者と、生産施設を持つ製造業者を引き合わ
せるマッチングサービスが注目を集めています。個人のクリエイターやスタートアップ企業と製造業
者を引き合わせる、新しいビジネスマッチングサービスについて紹介します。

　新商品を開発するには、一般的にアイデア出しや企
画立案、デザインや試作といったフローを辿ります。し
かし、アイデアを実現するための技術や設備がない、
十分な予算が確保できないなどで、商品化が足止め
されてしまうことがあります。そのようななか、つくり
たい商品に合った職人や製造業者を見つけることが
できるマッチングサービスが注目を集めています。
　
　製造業界のマッチングサービスには、アパレルや機
械など、商品の種類に特化したものもあれば、業界は
関係なく、個人から大企業まで、さまざまな規模の事
業者が登録しているものもあります。
　個人事業主や企業の担当者が、新商品のアイデア
を実現化してくれる製造業者を見つけるには、相応の
時間がかかります。マッチングサービスであれば、
ニーズに沿った業者を効率的に探し出すことができ、
相手もマッチングを望んでいるため、発注前の交渉な
どにかかる手間を短縮できます。コロナ禍の影響で既
存顧客が減ってしまった多くの製造業者にとって、取
引先の新規開拓は最重要課題といえます。特に異業
種との連携は、積極的に行っていく必要があるでしょう。
製造業者が自社の技術を異業種の企業に提供するこ
とで、新たなビジネスチャンスを生み出すケースも増
えています。

　コロナ禍では、自社のECサイトなどで直接ユー
ザーに商品を販売するビジネスモデル『D2C（Direct 
to Consumer）』が広がりを見せました。
　日本語で『消費者直接取引』とも訳されるD2Cは、
メーカーが商品の開発・製造から販売までを自社で行
うため、収益性が高くなるというメリットや、コストが
それほどがかからないというメリットがあります。また、
自社内ですべてが完結するため、在庫管理や出荷調
整も容易になりました。個人事業者やスタートアップ
企業でも、よい商品さえあればユーザーを獲得する
チャンスがあり、アパレル業界を中心に導入する事業
者が今もなお増え続けています。
　しかし、技術や設備はもちろん、業界内のネットワー
クなどを持たない新規参入がD2Cを始めるには、一
から製造業者を探さなければいけません。当然時間
もかかりますし、人手も足りないため、営業活動に注
力することも難しくなるでしょう。
　そこで利用できるのが、特定の事業に特化したマッ
チングサービスです。特に、アパレルやコスメなど、D2C
が盛んな業種に特化したサイトはいくつも存在します。
たとえばアパレルでは、1,300を超える縫製工場等と
提携している生産プラットフォームの『sitateru』や、
事業者と縫製の職人をつなぐクラウドサービスの
『nutte』などが有名です。ほかにも、化粧品や健康食
品などの『BENTEN』、食品関係の『LeapsIn』や『クラ
ウドフード』などが知られています。

　最小限の規模でビジネスが行えるD2Cで重要なの
は、消費者の需要を素早くくみ取り、販売機会を逃さな
いことです。細かい発注にスピード感を持って対応で
きる製造業者を見つけるためにも、特化型のマッチン
グサイトの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

増客・増収 のヒント
CHECK 06 
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お客の怒りを増幅させずに収める！
クレーム対応の重要ポイントと手順

手間を取らせたことを謝罪し
話をよく聞いて事実確認を行なう

相手の気持ちに寄り添ってから
代替案や解決案を提示する

接客業だけではなく、通常のビジネスシーンでも、クレームへの備えは大切です。
最大限気をつけていても、クレームが発生することはあります。最近では、対応
を誤るとSNSなどで拡散され、炎上するリスクもあります。基本的には、
お詫び  →  事実確認  →  解決策の提示　という手順で対応にあたりましょう。

　接客業におけるクレームは、商品の不具合や認識
の齟齬など、こちらが想定していなかったケースでお
客の期待値を下回ったときに発生するものがほとん
どです。クレームの火種はどこから発生するかわから
ないため、日頃から従業員とクレーム対応についての
手順を共有しておくことが大切です。
　
　クレームを受けたら、まずは謝罪をします。しかし、
そのクレームに対する事実確認ができていない段階
での謝罪は、全面的に非を認めることになってしまう
ので、「お手間を取らせてしまい～」や「ご不便をおか
けして～」など、あくまでクレームを入れる手間を取ら
せたことや、時間を割かせてしまったこと、不便な思い
をさせたことなどについて謝罪しましょう。
　一旦謝罪を受ければ、お客も落ち着いて話すこと
ができるので、担当者は話を最後までよく聞いたうえ
で、事実確認を行います。このとき、可能であれば会話
を録音しておくとよいかもしれません。クレーム内容
が事実に基づいていて、自社に責任があれば適正な
クレームといえますが、なかには理不尽なクレームも
あります。土下座などの過剰な謝罪を求めてきたり、
不合理で過大な要求をしてきたりする場合は、録音し
た音源を元に社内で協議し、悪質なクレーマーであれ
ば毅然とした態度で要求を断りましょう。

　適切なクレーム対応については、誰がどのように
処理していくのかなどの対応を決めておき、必要であ
ればマニュアル化します。そして、事実確認の結果、ク
レームが自社のミスに起因しているのであれば、改め
てお客に謝罪し、代替案や解決案を提示します。
　クレーム対応では、お客の怒りを収めたいがために、
早い段階で解決案を提示しがちです。しかし、きちん
と話を聞く前から早々に解決案を提示してしまうと、
お客の感情が収まらず、火に油を注ぐ結果にもなりか
ねません。クレーム対応時の不手際が二次的なクレー
ムにつながり、相手がますます感情的になってしまう
こともあります。お客の話には、都度適切な相槌を
打ちながら、「おしゃっるとおりです」や「ご指摘ごもっ
ともでございます」など、意識的に共感するようにし、
できるだけ心情に寄り添うようにしましょう。
　また、話の聞き方だけではなく、間のとり方や姿勢、
声の抑揚や目線などにも注意が必要です。適切なク
レーム対応を行うために、社内での研修やロールプレ
イなど、実践型の訓練を取り入れるのもおすすめです。
　
　クレームは、企業側がどれだけ気をつけていても、
相手の都合で起きることがあります。起きないよう対
策するのも重要ですが、起きたときの対処法も心得
ておきたいものです。　

接客を行ううえで、クレーム対応に頭を悩ませています。こちらに非がある場合
は当然謝罪をしますが、オペレーターの対応に不満があるとして、二次クレーム
に発展してしまうこともあります。直接対応にあたった従業員のメンタル面も
心配です。クレームに正しく対応する手順はありますか？

社長のマネジメントをサポート 経営管理マガジン

経営なんでもQ&A? !
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