
■大分県よろず支援拠点サブコーディネーター
新名 康行 氏
総合印刷会社にて、DTP などのシステ
ム導入及びPC 保守管理・冊子などの編
集やデザインを担当。営業写真館、PCイ
ンストラクター会社の統括（セミナー企
画運営、IT 講習講師）を経て、広告制作事
務所を開業。広告写真撮影から、企業や
商品のコンセプト策定、各種デザイン及
びWeb 制作まで幅広く活動する。また
中小企業のコンサルティングにも従事。
IVY総合技術工学院 非常勤講師。
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図表1　倒産の分類 図表2　再建型の法的倒産
　　　（会社更生及び民事再生）の比較

図表3　倒産分類別にみた構成比
　　　（大分県、2014年度）

図表4　清算型の法的倒産（破産及び特別清算）の比較 図表5　大分県内の企業倒産件数・負債総額

大分県よろず支援拠点から大分県よろず支援拠点から
　あなたの事業（サービス）には、ロゴマーク
がありますか ?

「ロゴマークなんてカッコいいものはありませんよ、儲かっ
たらプロに作ってもらいます。」「ロゴマークなんて事業に
必要なの？そんなもの無くても仕事はできるでしょ？」
そうお考えの方が大半ではないでしょうか?
そもそも何のためにロゴマークはあるのでしょう。

「何となくあるとかっこいいから」
「大きい企業はみんな持っているから、これがあると儲かっ
ている企業のような気がするんです」
お聞きしてみると、様々な答えが返ってきます。
ロゴマークを作ることによるメリットはたくさんあると思い
ますが、私は２つの大きな効果が期待できると考えています。
 
①対外的な信用を得て覚えてもらいやすくする。
皆さまがインターネットで買物をしている場面を思い出し
てください。お目当ての商品を探す際、ロゴマークや社名、
所在地や連絡先などがないWebサイトで買物をするのは、
心配になりませんか？画面の中にでも、実在する（はずの）
住所など、現実に存在する情報があることで、不思議と信頼
感が増します。また、文字だけの社名や商品名よりも、図形・
色・線などで構成された記号やマークは、（無意識のうちに）
記憶に残りやすいものです。「名前は覚えていないけど、あ
の赤い字の丸い形のマークのお店」このような経験は誰で
も一度はあるのではないでしょうか。
 
②自分の事業を深く考える機会となる。
ロゴマークというものは、事業（サービス）そのものを象徴
的に表し、見る人にそのコンセプトを伝える物でなければ
意味をなしません。「なんとなく」で作ったものは「なんとな
く」でしか伝わりません。つまり、良いロゴマークを制作す
るということは自分の事業（コンセプト）をしっかりと見つ
め直す必要があるのです。個人事業主や中小企業において、
自分の事業（サービス）を深く考える機会というのは、思っ
たよりも少ないものです。この機会を全て他人にお願いす
るというのは、大変もったいないと思います。

「ロゴマークを作成」することで、自分の事業（サービス）を
見つめ直してみませんか？専門的な細かなことは省略いた
しますが、ロゴマーク作りは右上のような3つの段階を経て
完成します。この最初の「コンセプト」を作る作業には、事業
主が適任なのです。なぜなら自分の事業（サービス）のことを
一番知っているのは自分自身なのですから。もしここで欠
けている項目があれば、それを考えることができるのもやは
り事業主ではないかと思うのです。以降の作業は、デザイン
の知識と経験が必要となりますので、デザイナーを交えて
作業をすると効率的です。

伝わるロゴの作りかた

　コンセプトはどのように作るのでしょうか？
この1年間、大分県よろず支援拠点にお越しいただく事業主
のご相談を伺う中で、「事業（サービス）のコンセプトをご自
身なりにまとめることができれば、多くの問題は少しでも
解決できるのでは？」と思い、業種を問わず、幾つかの質問
に答えることで、このコンセプトを考える方法を作ってみ
ました。この方法を基に 、よろず支援拠点の6月セミナーで

「ロゴマーク作成セミナー」を開催しました。参加した皆さ
まは、短い時間の中で「コンセプト」をまとめ上げ、早い方は

「ロゴタイプ」まで完成することができました。多くの方は
ロゴマークはもちろん、絵も描いたことが無い方もいらっ
しゃいましたが、ご自身で自分の事業を見つめ直すことが
できたようです。大分県よろず支援拠点では、この「ロゴ
マーク作り」を通じて自分の事業を深く考えるお手伝いも
行っています。事業主が自分の「手を動かし」・「考え」・「自分
の事業を見つめ直す」ことで、今まで気付かなかったことが
見えてきます。この過程を得ることで「事業の計画」が詳細
にでき上がることも少なくありません。もちろん、その次の
段階以降もご一緒に、（お越しいただければ何度でも）完成
するまでお手伝いいたします。それぞれの事業にあった、効
果的な「ロゴマーク」をご一緒に作ってみませんか？もちろ
んこれから創業を考えている方にもピッタリです。ご興味
のある方は下記までご予約を。お待ちしております。

（予約電話 097-537-2837）

　今月は、倒産統計について取り上げます。「倒産」とは、実は
幅広い概念で、「企業が債務の支払不能に陥ったり、経済活動
を続けることが困難になった状態」と定義されます。「困難に
なった」という外形的には分かりにくい状態を含むため、通常
は、①会社更生、②民事再生、③破産、④特別清算、⑤内整理、⑥
銀行取引停止のいずれかに該当する場合で捉えます。これら
は、裁判所の関与と監督により整理が行われる「法的倒産」（①
～④）と、倒産会社と債権者の任意の話し合いにより整理が行
われる「私的倒産」（⑤、⑥）に大別することができます。さら
に、「法的倒産」は、事業を継続しながら債務弁済する「再建型」

（①、②）と会社を清算（消滅）させる「清算型」（③、④）に分類す
ることができます。
　種類別の特徴をやや詳しくみると、会社更生は、株式会社を
対象として、更生計画策定等に基づき裁判所から指名された
管財人が更生計画を遂行して再建を目指す手続きで、原則と
して、選定されたスポンサーの支援を得て会社の経営を続け
ながら債務を弁済していきます。全ての利害関係人を手続き
に取り込み、会社役員、資本構成、組織変更までを含んだ再建
計画を策定できる一方、担保権者の権利行使が制限されます。
　これに対して、民事再生は、法人、個人を問わず広く適用で
きるほか、倒産企業の経営者が引き続き経営に当たることが
できる点が特徴です（図表2）。破産は、倒産会社の財産全てを
換価して、債権者の優先順位と債権額に応じて配当を行う強
制執行手続です。現在、倒産形態の7～8割を占めています（図
表3）。同じく清算型の法的倒産である特別清算は、既に解散し
て清算中の株式会社のみが対象で、債務超過などで清算の遂
行に著しく支障を来す場合などに、裁判所の下で迅速に清算

業務を進める手続きです（図表4）。私的倒産のうち、内整理（任
意整理、私的整理）は、企業が支払不能又は債務超過に陥った
場合、債権者と任意で話し合い整理を行うことです。また、
銀行取引停止は、手形や小切手の不渡り（指定期日に決済でき
ないこと）を同一手形交換所管内で6か月以内に2回起こした
場合に、その手形交換所で受ける制裁処分です。取引停止処分
を受けると、手形交換所の加盟金融機関と2年間にわたり当座
取引や貸出取引ができなくなります。※1

　東京商工リサーチ及び帝国データバンクでは、以上の定義
に基づき、負債総額10百万円を超える倒産企業について、倒
産件数、負債総額を公表しています。帝国データバンクの統計
は、「法的倒産」のみを対象としている一方、東京商工リサーチ
の統計は、「私的倒産」も対象に含む、といった違いがありま
す。なお、大型倒産が発生するか否かによって、負債総額が大
きく振れるほか、件数も月次では振れがあるため、分析の際に
は移動平均等で均してみた方が全体の方向性が分かりやすく
なります。
　以上の点を踏まえて、最近の大分県内の倒産件数・負債総額

（東京商工リサーチ大分支店）を見ると（図表5）、倒産件数、負債
金額共に低水準で推移しています（14年度の倒産件数は48件
と平成に入り最少）。これは、県内金融機関が企業のリスケ
ジューリング要請に柔軟に応じていることによって倒産が回
避できていることや、県内景気の緩やかな持ち直しの動きを受
けて企業の業況が改善したことが背景にあると考えられます。

※1（株）全銀電子債権ネットワーク（通称：でんさいネット）が運営する電子記録債権の取引
　　においても、通常の取引停止処分と同じく6か月以内に2回の決済不能（デフォルト）を
　　起こした場合に、取引停止処分を受けます。
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会社更生 民事再生
根 拠 法
適用対象

手続きの
開始原因

申請権者

経 営 権
担保権の
扱　　い

会社更生法
株式会社

民事再生法

更生管財人 債務者、管財人

更生計画での弁済 別除権として手続き外で
権利行使可能

債務者、債権者

法人、個人
・破産原因のおそれ
・弁済期にある債務を弁済する
　こととすれば、事業の継続に
　著しい支障を来すおそれ

・破産原因のおそれ
・事業の継続に著しい支障を
　来すことなく、弁済期にある
　債務を弁済できない

・債務者
・資本金の10分の1以上の債権者
・総株主の議決権の10分の1以上
　の株主

（資料）帝国データバンク

（資料）東京商工リサーチ大分支店

破 産 特別清算
根 拠 法
適用対象
手続きの
開始原因

手続きの遂行
申請権者

処理のスピード
否 認 権※2

破産法
法人、個人

会社法

あり
手続きが厳格で時間が掛かる

清算人破産管財人
なし

清算人、債権者、監査役、株主

解散して清算中の株式会社のみ
・支払不能（支払停止）
・債務超過

・清算の遂行に著しい支障を来すべき
　事情がある
・債務超過の疑い

・債権者、債務者、取締役

（資料）東京商工リサーチ大分支店
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特別清算
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私的倒産
16.7%
私的倒産
16.7%民事再生

2.1%
民事再生
2.1%

手続きが簡単で迅速

※2  　否認権とは、破産者が、破産手続開始決定前にした破産債権者を害する行為の効力を、破産財団と   
　　　の関係において失わせ、破産財団から逸出した財産を、破産財団に回復するために、破産管財人に
　　　与えられた権利。 （資料）帝国データバンク
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