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成長戦略実行計画（令和元年６月21日 閣議決定）における記載

第４章 ６．中小企業・小規模事業者の生産性向上

親事業者からのコスト低下圧力が原因となって、下請事業者となっている中小企業が

賃金や設備投資の水準を上げられない可能性もあることから、利益や付加価値の状況、

労働や資本への分配状況等を、産業・業種、企業規模ごとの分析等を行った上で、親事

業者と下請事業者との格差が特に大きい産業等を中心に、下請Ｇメンによる下請事業者

の実態把握等も含めて調査を重点的に行うなど、個別の産業に応じた取引関係の課題を

明らかにし、競争法制や中小企業法制等をフル活用して、きめ細かな改善を図っていく。

これにより、サプライチェーン全体の中で、大企業と中小企業がコストアップを公正

に負担し合ったり、大企業が中小企業のデジタル技術実装に協力したりすることで、中

小企業の生産性向上を後押しし、経済全体の付加価値を高める、共存共栄の関係を構築

する。



⚫ 感染症の影響を乗り越えるため、大企業とのパートナーシップの下、中小企業への「取引条件のしわ
寄せ」を防ぐとともに、事業継続に向け、テレワーク導入、サプライチェーン全体でのEDI化が必要。

⚫ 他方、大企業との連携による社会課題の解決や、地域コミュニティへの貢献など、中小企業の強みを
活かした新たな動きも現れ始めている。

⚫ 感染症克服後に、日本経済を成長軌道に復帰させるとともに、地域社会を維持するためには、このよ
うな動きを後押ししていくことが必要。

新型コロナウイルス感染症下におけるパートナーシップの重要性

大企業の協力による中小企業の弱みの補完

テレワークの遅れ

事業継続には、中小企
業のIT実装が不可欠。

・中小企業ではテレワークの
導入が進まず。
※感染症拡大を防ぐため「在宅勤務・
リモートワーク」を実施した企業
大企業：83%、中小企業：51%
（「第4回新型コロナウイルスに関する
アンケート調査」 東京商工ﾘｻｰﾁ）

・取引先から「紙ベースでの発
注」が残り、電子文書による
取引（EDI）の導入もこれ
から。

取引環境の悪化

過去も、景気が悪化した
際に、「取引条件のしわ
寄せ」が強まった。

・大企業も業況が悪化する
中、下請事業者への取引
上の配慮に取り組む企業も
存在。

・他方で、大企業による「取
引条件のしわ寄せ」の動き
も出現。

連携による新たな動き

オープンイノベーションによ
り、感染症克服の必需
物資を製造・開発。

・人工呼吸器メーカー（中
小企業）が大手自動車
メーカーTier1企業と連携し、
量産化。

・大学、メガネフレームメー
カーと町工場が連携し、フル
フェイスシールドを開発・量
産化。

地域を支える中小企業

コミュニティ機能の維持の
ため、中小企業が活躍。

・学校休校を受け、商店街
で「キッズステーション」（託
児施設）を設置。

・小規模飲食店向けにモバイ
ルオーダーサービスシステムを
開発。

・事業再開までの期間限定
で、観光・飲食業の従業員
を警備会社が雇用。

中小企業の強みを活かした新たな動き

2



10.9%

3.8%

4.4%

▲ 0.8%

2.2%

4.0%

▲ 5.2%

4.9% 4.9%

1.6%

▲ 8%

▲ 6%

▲ 4%

▲ 2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%
大企業製造業

実質労働生産性

価格転嫁力指標

一人当たり名目付加価値額

（年率）

（年度）

⚫ 中小企業の労働生産性は、実質労働生産性が上昇する中、価格転嫁力が低迷し、伸び悩んでい
る。リーマンショック時には、中小製造業の価格転嫁力が大きく低迷。
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資料：日本銀行「全国企業短期経済観測調査」、「企業物価指数」、財務省「法人企業統計年報」
(注1) 2014年版中小企業白書における分析をもとに作成。価格転嫁力指標上昇率は、資本金2千万円以上1億円未満を中小企業、資本金10億円以上を大企業、一人当たり名目付加価値額上昇率は、資本金1千万円以上1億円
未満を中小企業、資本金10億円以上を大企業としている。

（注2）価格転嫁力指標：販売価格の上昇率と仕入価格の上昇率の違いから、仕入価格の上昇分をどの程度販売価格に転嫁できているか（価格転嫁力）を数値化したもの。

製品等の価格への転嫁の状況

従業員一人当たり名目付加価値額（労働生産性）上昇率とその変動要因
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⚫ 価格転嫁ができなかった中小企業の52.1%は、発注側と価格転嫁の協議ができていない。

発注側との協議と価格転嫁
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80.1%

79.3%

25.0%

17.2%
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17.2%
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2.17%

5.65%

0% 100%

概ね転嫁できた

(n=1,045)

一部転嫁できた

(n=4,341)

転嫁できなかった

(n=2,688)

発注側事業者に協議を申し入れることができなかった 発注側事業者に協議を申し入れたが､協議に応じてもらえなかった

発注側事業者に協議を申し入れ､協議に応じてもらった 発注側事業者に協議を申し入れる必要がなかった

その他

資料：（株）帝国データバンク「令和元年度取引条件改善状況に関する調査等事業」
(注1) 1.受注側事業者に対するアンケート結果のうち、製造業のみ集計。2.直近1年間のコスト全般の変動について価格転嫁の状況と、発注側事業者
に対する価格転嫁の協議の申入れの状況を確認。

価格転嫁の協議ができていない（52.1%）
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《下請事業者からの具体的な声（新型コロナウイルス関係）》
○良い事例
• 親事業者は、今後の生産計画等の説明及び新型コロナウイルス感染症対策全般について指導も行い、さらに
資金の援助も検討してくれている。（自動車産業）

• 親事業者は、原材料有償支給の支払いを遅らせるなど良心的に対応してくれている。 （自動車産業）

• 親事業者は、当社の経営状況等を配慮し、原材料の納入価格が低下しているにもかかわらず、従来の取引価
格の据え置き依頼に応じてくれ、利益が確保できている。（産業機械製造業）

• 中国からの仕入れが1ヶ月以上遅れたため納期遅延が発生しているが、親事業者には柔軟に対応してもらって
おり、問題にはなっていない。（鉄鋼業）

▲悪い事例
• 親事業者が資金繰りの悪化等を理由にして、支払い期日の先延ばしを要求してきている。 （自動車産業）
• 親事業者から、生産停止を理由に、発注確定2週分の引取延期と、3週目以降のキャンセルの連絡がきた。 （自
動車産業）

• 親事業者から、発注済みの製品について、検収を行わないという連絡があった。当社は既に材料費などの費用
が発生しており、検収が行われないと支払いも行われないため、死活問題である。（電機・情報通信機器製造
業）

下請Ｇメンヒアリングの概要

5

⚫ 下請取引の実態把握を目的に、平成29年から下請Ｇメン（取引調査員を全国に配置し現在は120
名規模で、年間4,000件超の下請等中小企業ヒアリングを実施。
（平成29年1月～令和２年３月末までの累計：12,168件）
⚫ 感染症拡大に伴う取引への影響や懸念等についても、電話等でヒアリングを実施。

【凡例 （ ）：親事業者の業種】



⚫ 製品の価格に労務費を転嫁できていない中小企業が多い。

製品等の価格への転嫁の状況

2018年度 労務費の価格転嫁状況
（サンプル数：12,847社）

概ね転嫁
できた

一部転嫁
できた

転嫁できなかった

全体 16.2% 36.4% 47.4%

特
に
転
嫁
が
で
き
な
か
っ
た
業
種

印刷 6.9% 20.4% 72.8%

自動車 7.0% 20.6% 72.4%

小売 11.7% 25.9% 62.4%

食料品製造 9.8% 28.5% 61.7%

紙・紙加工品 8.9% 32.7% 58.4%

素形材 13.7% 29.8% 56.5%

工作機械 12.4% 32.4% 55.2%

石油・化学 17.1% 28.6% 54.3%

その他の
製造業

（楽器・時計等）

13.2% 33.8% 53.1%

アニメーション
制作業

26.3% 21.1% 52.6%

2019年度 労務費の価格転嫁状況
（サンプル数：14,529社）

概ね転嫁
できた

一部転嫁
できた

転嫁できなかった

全体 12.8% 38.9% 48.4%

特
に
転
嫁
が
で
き
な
か
っ
た
業
種

自動車 6.8% 24.8% 68.3%

印刷 8.1% 27.5% 64.4%

建設機械 5.7% 31.4% 62.9%

石油・化学 12.8% 26.4% 60.8%

素形材 8.5% 33.3% 58.1%

電機・情報
通信機器

10.8% 32.2% 57.0%

食料品製造 9.7% 35.2% 55.1%

その他の
製造業

（楽器、時計等）

11.0% 34.1% 54.9%

小売 8.3% 37.0% 54.7%

放送・
コンテンツ

14.4% 31.9% 53.7%

資料:（株）帝国データバンク「令和元年度取引条件改善状況調査」資料:（株）帝国データバンク「平成30年度取引条件改善状況調査」 6



③下請Gメンによる指導、官公需発注の平準化

価値創造企業に関する賢人会議「中間報告」のポイント

③適正な対価を伴わない働き方改革の「しわ寄せ」

②知的財産権の取扱いが不明確

①発注側が協議に応じず、価格転嫁できない

②業界団体による「自主行動計画」では、個社の取
組が比較できない

③Tier1企業とTier2以下の企業では売上高の伸び
率に開きあり

②知財専門の下請Gメン、契約の「ひな形」の作成

①「振興基準」に基づく指導・助言の徹底と、転嫁協
議の促進

①「安価・高品質」の追求だけでなく、社会課題解決
などの「価値あるもの」を「相応の価格」で提供する
必要あり

①系列・規模を超えた連携の促進（オープンイノベー
ション、M&A促進等）と、ドイツ型の共存共栄モデ
ルの取り込み（独の中小企業は高い利益率）

②個社の「自主行動宣言」による取組の「見える化」

③サプライチェーンの頂点企業を軸に、「Tier N」から
「Tier N+1」に共存共栄を浸透

⚫ 大企業と中小企業経営者が一堂に会する「価値創造企業に関する賢人会議」において（座長：
三村日本商工会議所会頭）、本年2月に「中間報告」をとりまとめ。大企業と中小企業が共に稼
げる「共存共栄」の関係の構築に向けて、施策の方向性を提示。

１．取引構造の課題と施策の方向性

２．個別取引の課題と施策の方向性

課題 施策の方向性

施策の方向性課題
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物流業界では、働き方改革を進めるため、国土交通省が中心となって、「ホワイト物流推
進運動」が展開されている。この運動は、有識者・関係団体等から構成される｢『ホワイト
物流』推進会議｣と、関係省庁から構成される｢自動車運送事業の働き方改革に関する関係
省庁連絡会議｣を車の両輪としている。業界団体ではなく、個々の企業が「自主行動宣言」
を公表することで、社内の関係部門が緊張感をもって働き方改革に取り組む効果を生み、
｢自主行動宣言｣の賛同企業は744社にのぼっている（2019年12月末時点）。

この取組を参考に、大企業と中小企業との｢共存共栄｣の拡大についても、業界団体ベース
の取組だけでは個社の取組が埋没し、課題も業界全体で平均化されることから、新たに個
社による取組を促す仕組みも検討すべきである。例えば、個々の企業が、下請中小企業振
興法に基づき経済産業大臣が策定する｢振興基準｣（親事業者と下請事業者の望ましい関係
を規定）に規定する各項目（例：取引先の生産性向上等への協力、取引対価への労務費上
昇分の影響の考慮）を遵守することを「自主行動宣言」として宣言し、宣言状況を一覧で
きる仕組みを導入することで、個社の取組の実効性を高めることができると考えられる。

（略）その際、「ホワイト物流推進運動」と同様、受注側・発注側の双方からなる産業界
と関係省庁が車の両輪となって、「共存共栄」の拡大に取り組める体制を整備するととも
に、企業に対して、補助金の優先採択など、｢自主行動宣言｣の公表を誘導するための仕掛
けも検討することが必要である。

（参考）価値創造企業に関する賢人会議「中間報告」（抜粋）
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9

未来を拓くパートナーシップ構築推進会議

⚫ 関係閣僚（経産大臣、経済財政政策担当大臣、厚労大臣、農水大臣、国交大臣）と経済
界・労働界代表（三村会頭、中西会長、神津会長）をメンバーする「未来を拓くパートナーシッ
プ構築推進会議」を本年5月18日に開催。

⚫ ①サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携、②取引適正化の重点5分野 に取り組むことを
「代表権のある者の名前」で個々の企業が宣言する、 「パートナーシップ構築宣言」の仕組みを導
入し、関係業界に「宣言」を働きかけることを確認。



「パートナーシップ構築宣言」の仕組み

⚫ 取引先との新たなパートナーシップ構築 を宣言し、
（１）サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携（企業間連携、IT実装支援、専門

人材マッチング等）
（２）「振興基準」の遵守、特に、取引適正化の重点5分野（①価格決定方法、②型管

理の適正化、③現金払の原則の徹底、④知財・ノウハウの保護、⑤働き方改革に伴う
しわ寄せ防止）

に重点的に取り組むことを、「代表権のある者の名前」で宣言。
※一部の先進的な企業による「取引先満足度調査」といった取組は、任意記載事項とし、他社との差別化を図れるようにする。

⚫ 宣言は、（公財）全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトに掲載・公表。

⚫ 2020年度下期の取引価格交渉がまとまる本年8月に向け、「宣言」の働きかけを行う。

⚫ 「振興基準」に違反し、主務大臣の指導・助言を受けた場合など、「宣言」を履行してい
ないと認められる場合には、「宣言」のサイトへの掲載を取りやめることがあり得るとするこ
とで、宣言の実効性を担保。

⚫ 同時に、宣言企業に対しては、企業向け支援策（例：省エネ補助金、NEDOの研究開
発補助金）の優先採択（審査において加点）することを検討。
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1．取引先の生産性向上等への協力

2．合理的な原価低減要請

⚫ 親事業者は、原価低減要請を行うに当たっては、客観的
な経済合理性や十分な協議手続きを欠く要請と受け止め
られることがないよう、合理性の確保に努める。

6．「働き方改革」への対応

⚫ 親事業者は、生産性向上等の努力を行う下請事業者に、
必要な協力（下請事業者との面談、工場訪問、サプライ
チェーン全体での連携等）をするよう努める。

4．型取引の適正化

⚫ 双方で事前協議の上、必要事項の書面化を行う。
⚫ 親事業者は、型代金等、型の保管費用を支払う。
⚫ 型の廃棄・返却、保管費用に関する「目安」に基づき、型
の廃棄・返却、保管に関する諸手続きを行う。

⚫ 親事業者は、型に係る知財・ノウハウの侵害をせず、利用
に当たっては適正対価を支払う。

3．取引対価への労務費上昇分の影響の考慮

⚫ 人手不足や最低賃金の引き上げ等に伴う労務費上昇に
ついて、その影響を十分に加味して取引対価の見直しの
協議を行う。

（参考）下請中小企業振興法「振興基準」の概要
⚫ 下請中小企業振興法「振興基準」（経済産業省告示）とは、親事業者と下請事業者の望ましい取

引慣行等を具体的に提示。

⚫ 主務大臣（業所管大臣）は、同基準に基づき、下請事業者又は親事業者に対して「指導又は助

言」を行うことが可能。

5．下請代金の支払条件改善

⚫ 下請代金の支払いは、可能な限り現金で行う。
⚫ 手形等を振り出す場合、現金化に係る割引料等のコスト
を下請事業者に負担させることがないよう、下請代金の額
を十分に協議して決定する。

⚫ 手形サイトは段階的に短縮に努めることとし、将来的には
60日以内とするよう努める。

⚫ 親事業者は、下請事業者の不利益となるような取引や要
請を行わないこと。

⚫ やむを得ず短納期発注又は急な仕様変更などを行う場合
には、親事業者が適正なコストを負担すること。

7．「天災等」への対応

⚫ 事前対策として、BCPの策定、BCMの実施に努めること。
⚫ 事後対策として、下請事業者は、親事業者へ被害状況を
通知すること。親事業者は、下請事業者に負担を押し付
けないとともに、被災事業者との取引継続に努めること。
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「パートナーシップ構築宣言」のひな形



全従業員の物心両面の幸福を

追求すると同時に､人類･社会の
進歩発展に貢献する

（参考）【コマニー株式会社】 取引先との共存共栄関係構築の取組み

所在地 石川県小松市工業団地１-93

Ｗｅｂ https://www.comany.co.jp/

代表者 代表取締役社長執行役員 塚本健太

業 種 パーティションやドア商品等の製造・販売・建築工事

設 立 1961年８月 資本金 71億2,139万円 地域活動

従業員数 1,071名 売上高 325億円 小松商工会議所常議員

・部品メーカー
・素材メーカー
(木材、アルミ、
スチール等)

・建設業者
・代理店

完
成
品
製
造

・最終ユーザー（オフィス、
工場、学校、医療機関）

（取引先） （顧客）

コマニー㈱の取引構造

我等の精神は人道と友愛である

社是（会社と社員の魂）

経営理念（行動を起こすときの判断基準）

①共存共栄の精神：

取引先との長期的な信頼関係を構築

し、相互協力により共に繁栄することを

目指す

②取引の公平性：

公平かつ公正な取引を行い、不当な

取引制限を行なわない。またサプライ

チェーンの取組みを強化する

購買基本方針

■社是
■経営理念 の明示
■購買基本方針

Ｐ Ｄ

ＣＡ

➢取引先とのパートナーシップ
取引先とともに技術を高め、誠実で
公正な取引を旨とし、パートナーとし
て共存共栄の関係を築き、最適な
商材を安定的に供給

■取引先との公正な成果配分
○取引先を含めて全体が幸せになるよう
心掛けている（成果配分を50/50に）

■従業員教育の徹底
○従業員を講師に「理念研修」を開催
○毎日の朝礼で「理念手帳」を輪読

■３つの「満足度調査」の実施
①お客様満足度調査（2017.10～）
②従業員満足度調査（2017.11～）

③取引先満足度調査（2018.2～）

➢取引先(仕入先・外注先)への調査は
購買部門に緊張感をもたらす効果も

■「取引先満足度調査」
結果を踏まえた取組改善
○「納期が厳しい」との評価
⇒更なる先行的な情報交換や
取引先の負荷状況を把握する
仕組み構築に取組む

○制作図面の不明不備に関する要望
⇒取引先と定期的に共有の場を
持ち、意見相違を防止

ＰＤＣＡによる
評価・改善
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「パートナーシップ構築宣言」の作成の働きかけ

⚫ 2020年度下期の取引価格交渉がまとまる本年8月に向け、各地の会議所の幹部企業も、「宣
言」の作成をお願いしたい。

（公財）全国中小企業振興機関協会のサイト（宣言提出画面）


