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    Ｆ／Ｓ（フィージビリティ・スタディ）とは、新規事業への参入、新商品の販売等を検討する際

に、自社で計画した事業等が実現可能か、実施することで投資採算が取れるか、などを多

角的に調査することです。 

 

 

 

アジアマーケットの拡大や急激な円高によるコストダウンの要請、市場での価格競争の激

化等、中小企業の経営環境はより厳しさを増しています。グローバル化の進展のなか、海外

の成長マーケットでの市場開拓は大きなビジネスチャンスです。 

このため、中小機構は円高対策事業の一環として、海外展開を計画する中小企業者の皆

様をご支援する事業を新設しました。 

 

 

 

新規の海外展開支援事業として、海外展開計画の重要な部分を占める海外生産拠点設立

或いは販売先の開拓等に伴う市場調査等を支援し、海外での新規事業・事業化に意欲のある

中小企業を支援します。 

計画に基づく事前情報の収集・分析、海外現地で情報収集・各種確認等を行う際には、現地

に精通した専門家や通訳等が同行し、実務的なアドバイスが受けられます。 

（主な調査項目） 

①生産適地の工場設備、インフラ、労働力、関連産業、許認可、投資優遇策等  

②現地のマーケット、需要動向、消費動向、流通チャネルや代理店等  

③部品・材料の調達に必要な品質、納期、生産ロット、マネジメントレベル、技術力、製造原

価 等 

 

※ なお、Ｆ／Ｓの計画づくりや実施後の計画修正や戦略・計画の見直しについても、別途専門家によ

るアドバイスを受けることが可能です。 

 

 

 

（１）募集対象者 

以下のいずれかの者とします。 

○ 中小企業（注１） 

○ 中小企業で構成する２社以上の中小企業グループ 

○ 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会そ

の他の特別の法律により設立された組合及びその連合会 

 

中中中小小小企企企業業業ののの皆皆皆様様様ののの海海海外外外展展展開開開ににに必必必要要要なななＦＦＦ／／／ＳＳＳををを支支支援援援しししままますすす！！！   

（（（中中中小小小企企企業業業海海海外外外展展展開開開支支支援援援体体体制制制整整整備備備事事事業業業）））    

２．支援対象事業の内容 

３．募集条件・支援内容 

１．事業の目的 

第一次募集  
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※中小企業の定義は、「中小企業基本法」に定められています。以下の通りとなります。 

業種 資本金の額または出資の総

額 

従業員数 

製造業、その他 

（下記に掲げる業種を除く） 
３億円以下  ３００人以下  

卸売業 １億円以下  １００人以下  

小売業 ５，０００万円以下  ５０人以下  

サービス業 ５，０００万円以下  １００人以下  

詳細は中小企業庁の Web サイトでご確認いただけます。 

http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html 

 

※但し、次のいずれかに該当する中小企業（以下、「みなし大企業」）は除きます。  

○発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有している  

中小企業  

○発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有している中小企業  

○大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小企業  

 

（２）募集対象者数（第一次募集） 

５０件 

※本事業での採択件数１００件程度を予定し、今般の第一次募集では５０件を予定致します。 

 

（３）F/S 調査に係る経費負担  

①以下の経費の３分の２は中小機構が負担します。なお、1 件あたりの機構の経費負担  

については３５０万円程度を上限と致します。 

・市場調査（資料調査も含む）に関する経費 

    ・市場調査等に必要な資料の翻訳に係る費用  

    ・現地調査に係る、企業所在地から海外現地までの往復の旅費及び現地での宿泊費  

※旅費及び宿泊費については、当機構の規程に基づきます。 

    ・通訳に関する費用 

 

②以下の経費は全額中小機構が負担します。 

・現地車両借上げ 

・機構専門家の同行旅費及び謝金  

    

③以下の経費は企業負担となります。 

 ・サンプル等の輸送料及び通関費用  

 ・海外旅行保険 

 

（４）現地調査でのサポート 

  支援企業の方が現地調査を実施する場合は、サポートのため機構専門家、通訳等が同 

行します。また、支援企業からの要請があれば、現地アドバイザーを同行させるなどＦ／Ｓ 

の規模を勘案して、適宜適切な体制でサポート致します。 

http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
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（５）市場調査実施における委託先の選定  

  市場調査を実施する場合、委託先は法人格を有する等の要件を確保した者とし、中小機

構と支援企業との間で十分に協議を行い、合意の上、委託先を決定することと致します。

この場合、中小機構と委託先との間で契約を結びます。 

 

（６）専門家による支援  

 採択後、中小機構は、専門家による以下の支援を行います。 

① 現地調査に向けた事前の計画作成支援 

② 海外現地での調査活動支援 等 

    ※専門家とは、海外投資や工場立上等の海外直接投資の経験豊富な専門家、並びに  

海外販路開拓及び海外販売（輸出入含む）の経験豊富な中小機構の専門家です。  

 

 

                                                 

（１）提出書類 

以下の提出書類（申請書及び添付書類）を、「７．応募先」に簡易書留にてご郵送下さい。

なお、封筒には「Ｆ／Ｓ申請書在中」と朱記して下さい。 

 

（申請書） 

・ 中小企業海外展開支援体制整備事業（事業計画策定支援事業）申請書  

・ 海外展開計画概要記入シート 

（添付書類） 

・ 直近 3 期分の経営データ（決算書等） 

（中小企業者で構成する２社以上の中小企業グループの場合、代表法人から提出） 

・ 会社概要、パンフレット等審査参考資料（同上） 

※応募先への電子メール、ファックスによる応募は認められません。 

※申請書は返却致しませんので予めご了承ください。 

 

（２）募集期間 

平成２４年２月２７日（月）～３月３０日（金）まで 

（なお、応募状況によって募集締め切りを早める場合があります） 

 

 

 

 

 

（１）評価基準  

応募者の意欲や目的意識、海外展開計画の実現可能性、財務の健全性等。  

 

 

 

４．申込み、募集等 

５．支援対象者の決定について 
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（２）選考プロセス 

支援対象者の選考プロセスは以下のとおりとします。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）採択結果 

採択結果については、原則、お申し込み月の翌月末を目途に文書にて通知致します。 

※採否の理由についての問い合わせには応じられませんのであらかじめご了承ください。  

 

 

 

① 提出いただいた申請書、海外展開計画概要記入シート等については、採択審査評価の目的のみ利

用し、その他目的にて利用することはありません。 

② 申請書の内容を確認するために、電話等によるヒアリングをお願いする場合がございます。  

③ 海外展開計画は、外部有識者に共有させていただく場合がございますのでご了承ください。 

④ 本申込書でお伺いする個人情報は、中小機構からの連絡と本事業の円滑な遂行および改善のため

の分析に利用します。収集した情報については、法令に基づく開示要求があった場合、本人の同意

があった場合、その他特別な理由のある場合を除き、第三者には提供致しません。また、企業情報

については機構として守秘義務が課せられています。 

⑤ 海外現地の状況等やむを得ない事情で調査が行われない場合がございます。 

 

 

 

応募企業の本社所在地を管轄する下記の中小機構各支部及び沖縄事務所あてにご応  

募下さい。 

 

○独立行政法人中小企業基盤整備機構北海道支部 経営支援部経営支援課  

〒060-0002 札幌市中央区北 2 条西 1 丁目 1 番地 7 ORE 札幌ビル 6 階 

TEL：011－210－7471 

管轄地域：北海道   

 

６．注意事項 

７．応募先 

１．書類審査 

 

２．海外展開支援会議地域

会議のワーキンググループ 

 

３．最終決定 

応募者から提出された申請書、海外展開計画概要シートについて具体的

な海外展開計画の内容等を確認 (＊1) 

(＊1)書類審査の段階で、事前に申請内容確認のために中小機構から電話等のヒアリングを依頼する場合がございます。 

経産局、ジェトロ、地方自治体等で構成する海外展開支援会議地域会議

のワーキンググループにおいて助言を得る（地域によって構成メンバーは異

なる）。【ワーキンググループ主体：中小機構各支部及び沖縄事務所】 

海外展開支援会議地域会議のワーキンググループにおいて助言を得た

内容を外部有識者会議で総合的に判断して採否を決定。 
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○独立行政法人中小企業基盤整備機構東北支部 経営支援部経営支援課  

〒980-0811 仙台市青葉区一番町 4-6-1 仙台第 1 生命タワービル 6 階 

TEL：022－716－1751 

管轄地域：青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県  

 

○独立行政法人中小企業基盤整備機構関東支部 経営支援部経営支援課  

〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 

TEL：03－5470－1608 

  管轄地域：東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、群馬県、栃木県、茨城県、 

山梨県、新潟県、静岡県、長野県  

 

○独立行政法人中小企業基盤整備機構中部支部 経営支援部経営支援課  

〒460-0003 名古屋市中区錦 2-2-13 名古屋センタービル 4 階 

TEL：052－220－0516 

管轄地域：愛知県、岐阜県、三重県  

○独立行政法人中小企業基盤整備機構北陸支部 経営支援部経営支援課  

〒920-0031 金沢市広岡 3-1-1 金沢パークビル 10 階 

TEL：076－223－5546 

管轄地域：石川県、富山県、福井県  

 

○独立行政法人中小企業基盤整備機構近畿支部 経営支援部経営支援課 

〒540-6591 大阪市中央区大手前 1-7-31 

大阪マーチャンダイズマートビル 11 階 

TEL：06－6910－3866 

管轄地域：大阪府、兵庫県、京都府、和歌山県、滋賀県、奈良県  

 

○独立行政法人中小企業基盤整備機構中国支部 経営支援部国際化支援室  

〒730-0013 広島市中区八丁堀 5 番 7 号 住友生命広島八丁堀ビル 3 階 

TEL：082-502-6555 

管轄地域：広島県、島根県、鳥取県、岡山県、山口県  

 

○独立行政法人中小企業基盤整備機構四国支部 経営支援部経営支援課  

〒760-0019 高松市サンポート 2-1 高松シンボルタワー タワー棟 7 階 

TEL：087-811-1752 

管轄地域：香川県、徳島県、愛媛県、高知県  

 

○独立行政法人中小企業基盤整備機構九州支部 地域経済活性化推進部国際化推進室  

〒812-0038 福岡市博多区祗園町 4－2 博多祇園 BLDG. 

TEL：092-263-1535 

管轄地域：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県  
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○独立行政法人中小企業基盤整備機構沖縄事務所  

〒901-0152 那覇市字小禄 1831-1 沖縄産業支援センター313-1 

TEL：098-859-7566 

管轄地域：沖縄県 

 

 

 

 

○独立行政法人中小企業基盤整備機構  国際化支援センター  

〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル 

TEL：03－5470－1522 （有木・吉村・荒木） 

８．本件に関するお問い合わせ 


