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進んだためと考えられる。
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 財務省 ２０１９年６⽉３日公表 

 
 

 

 「四半期別法人企業統計調査」は、我が国の資本金、出資金又は基金（以下、資本金という。）

1,000 万円以上の営利法人等の仮決算計数をとりまとめたものである。 

 当調査結果から平成 31 年 1～3 月期の企業動向（金融業、保険業を除く）を前年同期比でみ

ると、売上高については、製造業、非製造業ともに増収となった。 

 経常利益については、製造業は減益、非製造業は増益となった。 

 また、設備投資については、製造業、非製造業ともに増加となった。 

 

（注）１．営利法人等とは、合名会社、合資会社、合同会社及び株式会社並びに信用金庫、信用金庫連合会、 

     信用協同組合、信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、信用農業協同組 

     合連合会、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、生命保険相互会社及び損害 

     保険相互会社をいう。 

   ２．平成 20 年 4-6 月期調査より金融業、保険業を調査対象に加えた。 

 

[参 考] 
 この調査は、無作為抽出による標本調査（標本法人の調査結果に基づいて母集団法人の推計値

を算出したもの）である。なお、下表の（ ）書きは、金融業、保険業を除いた数値である。 

 

資本金区分 
1,000 万円以上 

1 億円未満 
1 億円以上 

10 億円未満 
10 億円以上 合 計 

母 集 団 法 人 数
（社） 

936,949 26,336 5,876 969,161 

(926,820) (24,977) (5,045) (956,842) 

標本法人数（社） 

13,480 12,209 5,876 31,565 

(10,777) (10,850) (5,045) (26,672) 

回答法人数（社） 

8,822 8,877 5,227  22,926 

(7,064) (7,809) (4,435) (19,308) 

回答率（％） 

65.4 72.7 89.0 72.6 

(65.5) (72.0) (87.9) (72.4) 

 

法人企業統計調査結果 
（平成３１年１∼３⽉期） 

経営 TOPICS 
統計調査資料 
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（注）１.増加率は対前年同期増加率である。
   ２.全産業及び非製造業には金融業、保険業は含まれていない

売上高
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売上高経常利益率は

業種別にみると、製造業は

期5.2％、前期

 
 

経常利益2 

利益率3 

経常利益は22兆2,440

業種別にみると、製造業は△

なお、*印は前年同期の経常利益が負数のため算出できない

売上高経常利益率は

業種別にみると、製造業は

％、前期4.8％）となった。

当事務所のホームページの「

経常利益（金融業、保険業を除く）

利益率（金融業、保険業を除く）
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業種別にみると、製造業は6.0

％）となった。

法人企業統計調査結果（平成３１年１
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法人企業統計調査結果（平成３１年１
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法人企業統計調査結果（平成３１年１～３月期）
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1）第１世代（１Ｇ）アナログ携帯電話時代
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 1990 年代になると、無線技術のデジタル化が進み、デジタル無線技術を用いたモバイルネ

ットワークが標準化されてサービス提供が始まりました。
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企業経営情報レポート
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）第１世代（１Ｇ）アナログ携帯電話時代

最初の携帯電話は、日本、米国、欧州の地域別に技術開発が進められ、アナログ無線技術の地
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年代になると、無線技術のデジタル化が進み、デジタル無線技術を用いたモバイルネ
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）第１世代（１Ｇ）アナログ携帯電話時代
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年代になると、無線技術のデジタル化が進み、デジタル無線技術を用いたモバイルネ

ットワークが標準化されてサービス提供が始まりました。

次世代通信規格「５Ｇ」の概要
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通信規格の歴史と進化   
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年代になると、無線技術のデジタル化が進み、デジタル無線技術を用いたモバイルネ

ットワークが標準化されてサービス提供が始まりました。

次世代通信規格「５Ｇ」の概要
企業経営情報レポート 
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域別仕様が策定されて商用化されました。この「アナログ無線技術のモバイルネットワーク」が

年代になると、無線技術のデジタル化が進み、デジタル無線技術を用いたモバイルネ

ットワークが標準化されてサービス提供が始まりました。 
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年代になると、無線技術のデジタル化が進み、デジタル無線技術を用いたモバイルネ

次世代通信規格「５Ｇ」の概要
（ファイブジー）

多数の機器を同時に接続できる

モバイルネットワークをスマートフォンのためのものから社会インフラを支え

企業経営に与える影響と変化、５Ｇを活用したビジネスモデ

倍の速さの次世代通信規格のことを指し

億）ビットの最高速度はアナログ方式であった 1980

万倍です。例をあげると２時間の映画を３秒でダウンロードできることになり

）まで変化して

。これらの通信規格は約

が、その理由は携帯電話自体の進化による利用スタイル

主なサービス 

メール、インターネット接続 

高精細動画、ＩｏＴ、自動運転、ロボット

最初の携帯電話は、日本、米国、欧州の地域別に技術開発が進められ、アナログ無線技術の地

域別仕様が策定されて商用化されました。この「アナログ無線技術のモバイルネットワーク」が
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でいます。これらが狙い通り順調に広がると、個人のスマートフォン利用が主体であった４Ｇま

でとは桁違いの経済効果が見込めるといわれており、その金額は

ます。総務省が「電波政策

療など

 

■

交通・移動・物流

工場・製造・オフィス

医療・健康・介護
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スポーツ・フィットネス

（出典）総務省「電波政策
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機器の保守サポートの削減などが進むと

Ｔを活用して疾病リスクを見える化し、発症を予防するサービスが立ち上がれば生活習慣病が減

少し、医療費が１兆円程度抑制されるとして５兆

済効果を足し合

メント業界なども加えれば、
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 大手通信各社は５Ｇを巡り、様々な業種と連携して新たな業務用途を掘り起こそうと取り組ん

でいます。これらが狙い通り順調に広がると、個人のスマートフォン利用が主体であった４Ｇま

でとは桁違いの経済効果が見込めるといわれており、その金額は

ます。総務省が「電波政策

療など 10 種類の産業別にみる５Ｇの経済効果は以下のとおりです。

■産業別経済効果の試算

交通・移動・物流

工場・製造・オフィス

医療・健康・介護

流通関連 

スマートホーム

農林水産 

教育関連 

予防保全の実施による橋梁更新費用の低減

観光関連 

スポーツ・フィットネス

（出典）総務省「電波政策

 経済効果で最も大きいのが交通分野です。渋滞や交通事故の低減、自動運転の普及による運転

時間の有効活用などを合わせて

 製造業・オフィス関連では、ＩｏＴやビッグデータの活用促進により工場業務の効率化、事務

機器の保守サポートの削減などが進むと

Ｔを活用して疾病リスクを見える化し、発症を予防するサービスが立ち上がれば生活習慣病が減

少し、医療費が１兆円程度抑制されるとして５兆

済効果を足し合

メント業界なども加えれば、

2産業別の経済効果と活用法
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産業別経済効果の試算
 

大手通信各社は５Ｇを巡り、様々な業種と連携して新たな業務用途を掘り起こそうと取り組ん

でいます。これらが狙い通り順調に広がると、個人のスマートフォン利用が主体であった４Ｇま

でとは桁違いの経済効果が見込めるといわれており、その金額は

ます。総務省が「電波政策

種類の産業別にみる５Ｇの経済効果は以下のとおりです。

産業別経済効果の試算

分野

交通・移動・物流 

工場・製造・オフィス

医療・健康・介護 

スマートホーム 

予防保全の実施による橋梁更新費用の低減

スポーツ・フィットネス

（出典）総務省「電波政策

経済効果で最も大きいのが交通分野です。渋滞や交通事故の低減、自動運転の普及による運転

時間の有効活用などを合わせて

製造業・オフィス関連では、ＩｏＴやビッグデータの活用促進により工場業務の効率化、事務

機器の保守サポートの削減などが進むと

Ｔを活用して疾病リスクを見える化し、発症を予防するサービスが立ち上がれば生活習慣病が減

少し、医療費が１兆円程度抑制されるとして５兆

済効果を足し合わせると

メント業界なども加えれば、

産業別の経済効果と活用法
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産業別経済効果の試算
 

大手通信各社は５Ｇを巡り、様々な業種と連携して新たな業務用途を掘り起こそうと取り組ん

でいます。これらが狙い通り順調に広がると、個人のスマートフォン利用が主体であった４Ｇま

でとは桁違いの経済効果が見込めるといわれており、その金額は

ます。総務省が「電波政策 2020

種類の産業別にみる５Ｇの経済効果は以下のとおりです。

産業別経済効果の試算 

分野 

工場・製造・オフィス 

予防保全の実施による橋梁更新費用の低減

スポーツ・フィットネス 

（出典）総務省「電波政策 2020 懇談会」資料

経済効果で最も大きいのが交通分野です。渋滞や交通事故の低減、自動運転の普及による運転

時間の有効活用などを合わせて 21

製造業・オフィス関連では、ＩｏＴやビッグデータの活用促進により工場業務の効率化、事務

機器の保守サポートの削減などが進むと

Ｔを活用して疾病リスクを見える化し、発症を予防するサービスが立ち上がれば生活習慣病が減

少し、医療費が１兆円程度抑制されるとして５兆

わせると 46 兆 8,000

メント業界なども加えれば、50
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産業別経済効果の試算    

大手通信各社は５Ｇを巡り、様々な業種と連携して新たな業務用途を掘り起こそうと取り組ん

でいます。これらが狙い通り順調に広がると、個人のスマートフォン利用が主体であった４Ｇま

でとは桁違いの経済効果が見込めるといわれており、その金額は

2020 懇談会」の参考資料で試算した、日本国内の製造や交通、医

種類の産業別にみる５Ｇの経済効果は以下のとおりです。

予防保全の実施による橋梁更新費用の低減

合計

懇談会」資料 

経済効果で最も大きいのが交通分野です。渋滞や交通事故の低減、自動運転の普及による運転

21 兆円の経済効果を見込んでいます。

製造業・オフィス関連では、ＩｏＴやビッグデータの活用促進により工場業務の効率化、事務

機器の保守サポートの削減などが進むと 13

Ｔを活用して疾病リスクを見える化し、発症を予防するサービスが立ち上がれば生活習慣病が減

少し、医療費が１兆円程度抑制されるとして５兆

8,000 億円になります。ここに含まれていないエンターテイン

50 兆円に手が届く可能性もありそうです。

産業別の経済効果と活用法
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８ 

大手通信各社は５Ｇを巡り、様々な業種と連携して新たな業務用途を掘り起こそうと取り組ん

でいます。これらが狙い通り順調に広がると、個人のスマートフォン利用が主体であった４Ｇま

でとは桁違いの経済効果が見込めるといわれており、その金額は

懇談会」の参考資料で試算した、日本国内の製造や交通、医

種類の産業別にみる５Ｇの経済効果は以下のとおりです。

予防保全の実施による橋梁更新費用の低減 

合計 46

経済効果で最も大きいのが交通分野です。渋滞や交通事故の低減、自動運転の普及による運転

兆円の経済効果を見込んでいます。

製造業・オフィス関連では、ＩｏＴやビッグデータの活用促進により工場業務の効率化、事務

13 兆 4,000

Ｔを活用して疾病リスクを見える化し、発症を予防するサービスが立ち上がれば生活習慣病が減

少し、医療費が１兆円程度抑制されるとして５兆 5,000

億円になります。ここに含まれていないエンターテイン

兆円に手が届く可能性もありそうです。

産業別の経済効果と活用法

大手通信各社は５Ｇを巡り、様々な業種と連携して新たな業務用途を掘り起こそうと取り組ん

でいます。これらが狙い通り順調に広がると、個人のスマートフォン利用が主体であった４Ｇま

でとは桁違いの経済効果が見込めるといわれており、その金額は

懇談会」の参考資料で試算した、日本国内の製造や交通、医

種類の産業別にみる５Ｇの経済効果は以下のとおりです。

経済効果 

21.0

13.4

5.5

3.5

1.9

4,268

3,230

2,700

2,523

2,373

46 兆 8,094

経済効果で最も大きいのが交通分野です。渋滞や交通事故の低減、自動運転の普及による運転

兆円の経済効果を見込んでいます。

製造業・オフィス関連では、ＩｏＴやビッグデータの活用促進により工場業務の効率化、事務

4,000 億円、医療・健康・介護分野では、Ｉｏ

Ｔを活用して疾病リスクを見える化し、発症を予防するサービスが立ち上がれば生活習慣病が減

5,000 億円程度と、これらを含む各分野の経

億円になります。ここに含まれていないエンターテイン

兆円に手が届く可能性もありそうです。

産業別の経済効果と活用法

大手通信各社は５Ｇを巡り、様々な業種と連携して新たな業務用途を掘り起こそうと取り組ん

でいます。これらが狙い通り順調に広がると、個人のスマートフォン利用が主体であった４Ｇま

でとは桁違いの経済効果が見込めるといわれており、その金額は 47 兆円に達する可能性があり

懇談会」の参考資料で試算した、日本国内の製造や交通、医

種類の産業別にみる５Ｇの経済効果は以下のとおりです。 

 

21.0 兆円 

13.4 兆円 

5.5 兆円 

3.5 兆円 

1.9 兆円 

4,268 億円 

3,230 億円 

2,700 億円 

2,523 億円 

2,373 億円 

8,094 億円 

経済効果で最も大きいのが交通分野です。渋滞や交通事故の低減、自動運転の普及による運転

兆円の経済効果を見込んでいます。 

製造業・オフィス関連では、ＩｏＴやビッグデータの活用促進により工場業務の効率化、事務

億円、医療・健康・介護分野では、Ｉｏ

Ｔを活用して疾病リスクを見える化し、発症を予防するサービスが立ち上がれば生活習慣病が減

億円程度と、これらを含む各分野の経

億円になります。ここに含まれていないエンターテイン

兆円に手が届く可能性もありそうです。

産業別の経済効果と活用法 

大手通信各社は５Ｇを巡り、様々な業種と連携して新たな業務用途を掘り起こそうと取り組ん

でいます。これらが狙い通り順調に広がると、個人のスマートフォン利用が主体であった４Ｇま

兆円に達する可能性があり

懇談会」の参考資料で試算した、日本国内の製造や交通、医

経済効果で最も大きいのが交通分野です。渋滞や交通事故の低減、自動運転の普及による運転

 

製造業・オフィス関連では、ＩｏＴやビッグデータの活用促進により工場業務の効率化、事務

億円、医療・健康・介護分野では、Ｉｏ

Ｔを活用して疾病リスクを見える化し、発症を予防するサービスが立ち上がれば生活習慣病が減

億円程度と、これらを含む各分野の経

億円になります。ここに含まれていないエンターテイン

兆円に手が届く可能性もありそうです。 

大手通信各社は５Ｇを巡り、様々な業種と連携して新たな業務用途を掘り起こそうと取り組ん

でいます。これらが狙い通り順調に広がると、個人のスマートフォン利用が主体であった４Ｇま

兆円に達する可能性があり

懇談会」の参考資料で試算した、日本国内の製造や交通、医

経済効果で最も大きいのが交通分野です。渋滞や交通事故の低減、自動運転の普及による運転

製造業・オフィス関連では、ＩｏＴやビッグデータの活用促進により工場業務の効率化、事務

億円、医療・健康・介護分野では、Ｉｏ

Ｔを活用して疾病リスクを見える化し、発症を予防するサービスが立ち上がれば生活習慣病が減

億円程度と、これらを含む各分野の経

億円になります。ここに含まれていないエンターテイン

大手通信各社は５Ｇを巡り、様々な業種と連携して新たな業務用途を掘り起こそうと取り組ん

でいます。これらが狙い通り順調に広がると、個人のスマートフォン利用が主体であった４Ｇま

兆円に達する可能性があり

懇談会」の参考資料で試算した、日本国内の製造や交通、医

経済効果で最も大きいのが交通分野です。渋滞や交通事故の低減、自動運転の普及による運転

製造業・オフィス関連では、ＩｏＴやビッグデータの活用促進により工場業務の効率化、事務

億円、医療・健康・介護分野では、Ｉｏ

Ｔを活用して疾病リスクを見える化し、発症を予防するサービスが立ち上がれば生活習慣病が減

億円程度と、これらを含む各分野の経

億円になります。ここに含まれていないエンターテイン



 

 

 

 

 
 

 

 

 

に投資に見合う経済効果が確実に得られるか、第

 

■

１．個人で大容量を使う用途を開拓できるか

２．５Ｇ技術を端末に搭載できるか

３．投資に見合う経済効果が見込めるか

４．国際的に活用できるか

 

（１）個人で大容量を使う用途を開拓すること

 

るかです。

 

使い方を探る実証実験に力を入れてい

などがその一例
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スマートフォン

 

 

（２）５Ｇ技術を端末に搭載できるか

 

局は都市部に密に設置される見通し

 

大きく異な

 

応の通信端末は高価かつ大型となり、販売が伸び悩む恐れがあ
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 ５Ｇの課題としては

 第１に個人の需要を開拓できるか、第

に投資に見合う経済効果が確実に得られるか、第

■５Ｇの導入・普及に向けた

１．個人で大容量を使う用途を開拓できるか

２．５Ｇ技術を端末に搭載できるか

３．投資に見合う経済効果が見込めるか

４．国際的に活用できるか

  

（１）個人で大容量を使う用途を開拓すること

 第１の課題は、個人ユーザーが毎秒

るかです。 

 携帯電話大手は「用途の開拓こそ重要

使い方を探る実証実験に力を入れてい

などがその一例

 一方で超高速通信を必要とする個人の活用シーンが

 例えば４Ｋ

Ｅ）で既に提供されてい

 ３Ｇは「i モード」「写メール」などのヒットサービスがデータ通信の需要を生み出し、

スマートフォン

 ５Ｇで同じような個人向けの「

（２）５Ｇ技術を端末に搭載できるか

 ２番目の課題は、

局は都市部に密に設置される見通し

 高周波を増幅する半導体

大きく異なります

 これらを小型化・低価格化する研究開発は急速に進んでい

応の通信端末は高価かつ大型となり、販売が伸び悩む恐れがあ

3５Ｇテクノロジーの課題とリスク
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５Ｇテクノロジー普及における課題
 

の課題としては

に個人の需要を開拓できるか、第

に投資に見合う経済効果が確実に得られるか、第

の導入・普及に向けた

１．個人で大容量を使う用途を開拓できるか

２．５Ｇ技術を端末に搭載できるか

３．投資に見合う経済効果が見込めるか

４．国際的に活用できるか

（１）個人で大容量を使う用途を開拓すること

の課題は、個人ユーザーが毎秒

 

携帯電話大手は「用途の開拓こそ重要

使い方を探る実証実験に力を入れてい

などがその一例です。

一方で超高速通信を必要とする個人の活用シーンが

４Ｋ映像の配信サービスは毎秒

）で既に提供されてい

モード」「写メール」などのヒットサービスがデータ通信の需要を生み出し、

スマートフォンや動画サービスが高速通信への需要をさらに引き上げ

で同じような個人向けの「

（２）５Ｇ技術を端末に搭載できるか

番目の課題は、28

局は都市部に密に設置される見通し

高周波を増幅する半導体

ります。 

これらを小型化・低価格化する研究開発は急速に進んでい

応の通信端末は高価かつ大型となり、販売が伸び悩む恐れがあ

５Ｇテクノロジーの課題とリスク
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５Ｇテクノロジー普及における課題

の課題としては以下の４点が

に個人の需要を開拓できるか、第

に投資に見合う経済効果が確実に得られるか、第

の導入・普及に向けた４つの課題

１．個人で大容量を使う用途を開拓できるか

２．５Ｇ技術を端末に搭載できるか

３．投資に見合う経済効果が見込めるか

４．国際的に活用できるか 

（１）個人で大容量を使う用途を開拓すること

の課題は、個人ユーザーが毎秒

携帯電話大手は「用途の開拓こそ重要

使い方を探る実証実験に力を入れてい

。 

一方で超高速通信を必要とする個人の活用シーンが

映像の配信サービスは毎秒

）で既に提供されています。 

モード」「写メール」などのヒットサービスがデータ通信の需要を生み出し、

や動画サービスが高速通信への需要をさらに引き上げ

で同じような個人向けの「

（２）５Ｇ技術を端末に搭載できるか

28 ギガヘルツ帯など新たな周波数を使うことに伴うもの

局は都市部に密に設置される見通し

高周波を増幅する半導体、通信端末に搭載するアンテナや半導体に求められる技術は

これらを小型化・低価格化する研究開発は急速に進んでい

応の通信端末は高価かつ大型となり、販売が伸び悩む恐れがあ

５Ｇテクノロジーの課題とリスク
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５Ｇテクノロジー普及における課題

点があげられ

に個人の需要を開拓できるか、第２に高周波技術を端末に低コストで搭載できるか、第

に投資に見合う経済効果が確実に得られるか、第

つの課題 

１．個人で大容量を使う用途を開拓できるか

２．５Ｇ技術を端末に搭載できるか 

３．投資に見合う経済効果が見込めるか 

（１）個人で大容量を使う用途を開拓すること

の課題は、個人ユーザーが毎秒 10 ギガビットもの超高速通信を生かせる用途

携帯電話大手は「用途の開拓こそ重要課題

使い方を探る実証実験に力を入れています

一方で超高速通信を必要とする個人の活用シーンが

映像の配信サービスは毎秒 25

 

モード」「写メール」などのヒットサービスがデータ通信の需要を生み出し、

や動画サービスが高速通信への需要をさらに引き上げ

で同じような個人向けの「コンテンツサー

（２）５Ｇ技術を端末に搭載できるか 

ギガヘルツ帯など新たな周波数を使うことに伴うもの

局は都市部に密に設置される見通しですが

通信端末に搭載するアンテナや半導体に求められる技術は

これらを小型化・低価格化する研究開発は急速に進んでい

応の通信端末は高価かつ大型となり、販売が伸び悩む恐れがあ

５Ｇテクノロジーの課題とリスク
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５Ｇテクノロジー普及における課題

９ 

げられています。

に高周波技術を端末に低コストで搭載できるか、第

に投資に見合う経済効果が確実に得られるか、第４に世界中で同じ周波数が使えるか

１．個人で大容量を使う用途を開拓できるか 

 

（１）個人で大容量を使う用途を開拓すること 

ギガビットもの超高速通信を生かせる用途

課題」として、多くのユーザー企業に声をかけ、

ます。自動車や警備、エンターテインメント産業、製造業

一方で超高速通信を必要とする個人の活用シーンが

25 メガ～80

モード」「写メール」などのヒットサービスがデータ通信の需要を生み出し、

や動画サービスが高速通信への需要をさらに引き上げ

コンテンツサービス

ギガヘルツ帯など新たな周波数を使うことに伴うもの

ですが、電波が届きにくい特性は不利に働

通信端末に搭載するアンテナや半導体に求められる技術は

これらを小型化・低価格化する研究開発は急速に進んでい

応の通信端末は高価かつ大型となり、販売が伸び悩む恐れがあ

５Ｇテクノロジーの課題とリスク
５Ｇテクノロジー普及における課題     

ています。 

に高周波技術を端末に低コストで搭載できるか、第

に世界中で同じ周波数が使えるか

ギガビットもの超高速通信を生かせる用途

」として、多くのユーザー企業に声をかけ、

。自動車や警備、エンターテインメント産業、製造業

一方で超高速通信を必要とする個人の活用シーンがまだ描けていない

80 メガビットの帯域で十分で、

モード」「写メール」などのヒットサービスがデータ通信の需要を生み出し、

や動画サービスが高速通信への需要をさらに引き上げ

ビス」が現れるか

ギガヘルツ帯など新たな周波数を使うことに伴うもの

、電波が届きにくい特性は不利に働

通信端末に搭載するアンテナや半導体に求められる技術は

これらを小型化・低価格化する研究開発は急速に進んでいますが

応の通信端末は高価かつ大型となり、販売が伸び悩む恐れがあ

５Ｇテクノロジーの課題とリスク

に高周波技術を端末に低コストで搭載できるか、第

に世界中で同じ周波数が使えるか

ギガビットもの超高速通信を生かせる用途

」として、多くのユーザー企業に声をかけ、

。自動車や警備、エンターテインメント産業、製造業

描けていない現状があります

メガビットの帯域で十分で、

モード」「写メール」などのヒットサービスがデータ通信の需要を生み出し、

や動画サービスが高速通信への需要をさらに引き上げました

」が現れるかは未知数

ギガヘルツ帯など新たな周波数を使うことに伴うもの

、電波が届きにくい特性は不利に働

通信端末に搭載するアンテナや半導体に求められる技術は

ますが、まだ発展途上

応の通信端末は高価かつ大型となり、販売が伸び悩む恐れがあります。 

５Ｇテクノロジーの課題とリスク

に高周波技術を端末に低コストで搭載できるか、第

に世界中で同じ周波数が使えるか

ギガビットもの超高速通信を生かせる用途

」として、多くのユーザー企業に声をかけ、

。自動車や警備、エンターテインメント産業、製造業

現状があります

メガビットの帯域で十分で、

モード」「写メール」などのヒットサービスがデータ通信の需要を生み出し、
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る複数の債権について、一定の金額を定めて、その金額の範囲内で、一括して

債務を担保する方法です

  

根抵当権によって優先的に弁済を受けられる金額
これは、登記事項とされており、極度額は、根抵当権者の優先権をあらわしています。

根抵当権の確定 

根抵当権の確定期日を定めることができますが、根抵当権の確定期日を定める時は根抵当権の

設定時より５年以内であることが必要です。確定期日を定めていない時は確定請求ができます。

根抵当権設定者については根抵当権の設定時から３年経過後が条件ですが、根抵当権者について

はいつでも請求可能です。なお、確定すべき期日の定めがある場合はそれによります。

抵当権設定者の確定請求の時は請求の時から２週間の経過により確定しますが、根抵当権者の

確定請求の時は請求の時に確定します。

■営業譲渡（事業譲渡）
営業譲渡（事業譲渡）に伴い、根抵当権付の不動産の譲渡が行われたり、根抵当権付の債権が

譲渡されたりすることがあります。根抵当権付の不動産の譲渡については、所有権の第三取得者

の問題となります。根抵当権付の債権の譲渡については、確定前の根抵当権は随伴していきませ

んので、根抵当権の譲渡登記（全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡）をするか、根抵当権を確定した

後に営業譲渡（事業譲渡）して根抵当権移転登記しないと譲渡債権を担保しないこ

（但し、確定すると事後の債権は担保しない問題がある

根抵当権によって担保される債権の範囲
民法によって、担保される債権の範囲を定めるよう規定されています。定め方は、売買取引、

金銭消費貸借取引などのような定め方になります。

抵当権と根抵当権の違い
ジャンル：

継続的な取引には根抵当権が便利と聞きました。
抵当権と根抵当権はどのように違うのですか。

抵当権の設定方法には、根抵当権と普通抵当権があります。普通抵当権は、

特定債権のみを担保するものであり、継続的な取引の債権担保には不便です。

また、普通抵当権は、特定債権の成立や消滅のたびに、抵当権設定の手続き

などの必要が生じ、費用や時間がかかります。しかし商取引には、継続的な売

買取引や銀行借入のような金融取引など、長期間にわたり繰り返し行われる取

引もあります。根抵当権は、この点をカバーして、継続的な取引によって生じ

る複数の債権について、一定の金額を定めて、その金額の範囲内で、一括して

債務を担保する方法です

根抵当権によって優先的に弁済を受けられる金額
これは、登記事項とされており、極度額は、根抵当権者の優先権をあらわしています。

根抵当権の確定期日を定めることができますが、根抵当権の確定期日を定める時は根抵当権の

設定時より５年以内であることが必要です。確定期日を定めていない時は確定請求ができます。

根抵当権設定者については根抵当権の設定時から３年経過後が条件ですが、根抵当権者について

はいつでも請求可能です。なお、確定すべき期日の定めがある場合はそれによります。

抵当権設定者の確定請求の時は請求の時から２週間の経過により確定しますが、根抵当権者の

確定請求の時は請求の時に確定します。

（事業譲渡） 

営業譲渡（事業譲渡）に伴い、根抵当権付の不動産の譲渡が行われたり、根抵当権付の債権が

譲渡されたりすることがあります。根抵当権付の不動産の譲渡については、所有権の第三取得者

の問題となります。根抵当権付の債権の譲渡については、確定前の根抵当権は随伴していきませ

んので、根抵当権の譲渡登記（全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡）をするか、根抵当権を確定した

譲渡）して根抵当権移転登記しないと譲渡債権を担保しないこ

（但し、確定すると事後の債権は担保しない問題がある

根抵当権によって担保される債権の範囲
民法によって、担保される債権の範囲を定めるよう規定されています。定め方は、売買取引、

金銭消費貸借取引などのような定め方になります。

抵当権と根抵当権の違い
ジャンル：内部統制

継続的な取引には根抵当権が便利と聞きました。
抵当権と根抵当権はどのように違うのですか。

抵当権の設定方法には、根抵当権と普通抵当権があります。普通抵当権は、

特定債権のみを担保するものであり、継続的な取引の債権担保には不便です。

また、普通抵当権は、特定債権の成立や消滅のたびに、抵当権設定の手続き

などの必要が生じ、費用や時間がかかります。しかし商取引には、継続的な売

買取引や銀行借入のような金融取引など、長期間にわたり繰り返し行われる取

引もあります。根抵当権は、この点をカバーして、継続的な取引によって生じ

る複数の債権について、一定の金額を定めて、その金額の範囲内で、一括して

債務を担保する方法です

根抵当権によって優先的に弁済を受けられる金額
これは、登記事項とされており、極度額は、根抵当権者の優先権をあらわしています。

根抵当権の確定期日を定めることができますが、根抵当権の確定期日を定める時は根抵当権の

設定時より５年以内であることが必要です。確定期日を定めていない時は確定請求ができます。

根抵当権設定者については根抵当権の設定時から３年経過後が条件ですが、根抵当権者について

はいつでも請求可能です。なお、確定すべき期日の定めがある場合はそれによります。

抵当権設定者の確定請求の時は請求の時から２週間の経過により確定しますが、根抵当権者の

確定請求の時は請求の時に確定します。  

営業譲渡（事業譲渡）に伴い、根抵当権付の不動産の譲渡が行われたり、根抵当権付の債権が

譲渡されたりすることがあります。根抵当権付の不動産の譲渡については、所有権の第三取得者

の問題となります。根抵当権付の債権の譲渡については、確定前の根抵当権は随伴していきませ

んので、根抵当権の譲渡登記（全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡）をするか、根抵当権を確定した

譲渡）して根抵当権移転登記しないと譲渡債権を担保しないこ

（但し、確定すると事後の債権は担保しない問題がある

根抵当権によって担保される債権の範囲
民法によって、担保される債権の範囲を定めるよう規定されています。定め方は、売買取引、

金銭消費貸借取引などのような定め方になります。

抵当権と根抵当権の違い
内部統制 ＞

継続的な取引には根抵当権が便利と聞きました。
抵当権と根抵当権はどのように違うのですか。

１１ 

抵当権の設定方法には、根抵当権と普通抵当権があります。普通抵当権は、

特定債権のみを担保するものであり、継続的な取引の債権担保には不便です。

また、普通抵当権は、特定債権の成立や消滅のたびに、抵当権設定の手続き

などの必要が生じ、費用や時間がかかります。しかし商取引には、継続的な売

買取引や銀行借入のような金融取引など、長期間にわたり繰り返し行われる取

引もあります。根抵当権は、この点をカバーして、継続的な取引によって生じ

る複数の債権について、一定の金額を定めて、その金額の範囲内で、一括して

債務を担保する方法です。 

根抵当権によって優先的に弁済を受けられる金額
これは、登記事項とされており、極度額は、根抵当権者の優先権をあらわしています。

根抵当権の確定期日を定めることができますが、根抵当権の確定期日を定める時は根抵当権の

設定時より５年以内であることが必要です。確定期日を定めていない時は確定請求ができます。

根抵当権設定者については根抵当権の設定時から３年経過後が条件ですが、根抵当権者について

はいつでも請求可能です。なお、確定すべき期日の定めがある場合はそれによります。

抵当権設定者の確定請求の時は請求の時から２週間の経過により確定しますが、根抵当権者の

 

営業譲渡（事業譲渡）に伴い、根抵当権付の不動産の譲渡が行われたり、根抵当権付の債権が

譲渡されたりすることがあります。根抵当権付の不動産の譲渡については、所有権の第三取得者

の問題となります。根抵当権付の債権の譲渡については、確定前の根抵当権は随伴していきませ

んので、根抵当権の譲渡登記（全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡）をするか、根抵当権を確定した

譲渡）して根抵当権移転登記しないと譲渡債権を担保しないこ

（但し、確定すると事後の債権は担保しない問題がある

根抵当権によって担保される債権の範囲 

民法によって、担保される債権の範囲を定めるよう規定されています。定め方は、売買取引、

金銭消費貸借取引などのような定め方になります。

抵当権と根抵当権の違い
＞ サブジャンル：

継続的な取引には根抵当権が便利と聞きました。
抵当権と根抵当権はどのように違うのですか。

抵当権の設定方法には、根抵当権と普通抵当権があります。普通抵当権は、

特定債権のみを担保するものであり、継続的な取引の債権担保には不便です。

また、普通抵当権は、特定債権の成立や消滅のたびに、抵当権設定の手続き

などの必要が生じ、費用や時間がかかります。しかし商取引には、継続的な売

買取引や銀行借入のような金融取引など、長期間にわたり繰り返し行われる取

引もあります。根抵当権は、この点をカバーして、継続的な取引によって生じ

る複数の債権について、一定の金額を定めて、その金額の範囲内で、一括して

根抵当権によって優先的に弁済を受けられる金額
これは、登記事項とされており、極度額は、根抵当権者の優先権をあらわしています。

根抵当権の確定期日を定めることができますが、根抵当権の確定期日を定める時は根抵当権の

設定時より５年以内であることが必要です。確定期日を定めていない時は確定請求ができます。

根抵当権設定者については根抵当権の設定時から３年経過後が条件ですが、根抵当権者について

はいつでも請求可能です。なお、確定すべき期日の定めがある場合はそれによります。

抵当権設定者の確定請求の時は請求の時から２週間の経過により確定しますが、根抵当権者の

営業譲渡（事業譲渡）に伴い、根抵当権付の不動産の譲渡が行われたり、根抵当権付の債権が

譲渡されたりすることがあります。根抵当権付の不動産の譲渡については、所有権の第三取得者

の問題となります。根抵当権付の債権の譲渡については、確定前の根抵当権は随伴していきませ

んので、根抵当権の譲渡登記（全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡）をするか、根抵当権を確定した

譲渡）して根抵当権移転登記しないと譲渡債権を担保しないこ

（但し、確定すると事後の債権は担保しない問題がある）。 

民法によって、担保される債権の範囲を定めるよう規定されています。定め方は、売買取引、

抵当権と根抵当権の違い
サブジャンル：

継続的な取引には根抵当権が便利と聞きました。
抵当権と根抵当権はどのように違うのですか。

抵当権の設定方法には、根抵当権と普通抵当権があります。普通抵当権は、

特定債権のみを担保するものであり、継続的な取引の債権担保には不便です。

また、普通抵当権は、特定債権の成立や消滅のたびに、抵当権設定の手続き

などの必要が生じ、費用や時間がかかります。しかし商取引には、継続的な売

買取引や銀行借入のような金融取引など、長期間にわたり繰り返し行われる取

引もあります。根抵当権は、この点をカバーして、継続的な取引によって生じ

る複数の債権について、一定の金額を定めて、その金額の範囲内で、一括して

根抵当権によって優先的に弁済を受けられる金額 

これは、登記事項とされており、極度額は、根抵当権者の優先権をあらわしています。

根抵当権の確定期日を定めることができますが、根抵当権の確定期日を定める時は根抵当権の

設定時より５年以内であることが必要です。確定期日を定めていない時は確定請求ができます。

根抵当権設定者については根抵当権の設定時から３年経過後が条件ですが、根抵当権者について

はいつでも請求可能です。なお、確定すべき期日の定めがある場合はそれによります。

抵当権設定者の確定請求の時は請求の時から２週間の経過により確定しますが、根抵当権者の

営業譲渡（事業譲渡）に伴い、根抵当権付の不動産の譲渡が行われたり、根抵当権付の債権が

譲渡されたりすることがあります。根抵当権付の不動産の譲渡については、所有権の第三取得者

の問題となります。根抵当権付の債権の譲渡については、確定前の根抵当権は随伴していきませ

んので、根抵当権の譲渡登記（全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡）をするか、根抵当権を確定した

譲渡）して根抵当権移転登記しないと譲渡債権を担保しないこ

民法によって、担保される債権の範囲を定めるよう規定されています。定め方は、売買取引、

抵当権と根抵当権の違い
サブジャンル：取引に関する契約

継続的な取引には根抵当権が便利と聞きました。
抵当権と根抵当権はどのように違うのですか。

抵当権の設定方法には、根抵当権と普通抵当権があります。普通抵当権は、

特定債権のみを担保するものであり、継続的な取引の債権担保には不便です。

また、普通抵当権は、特定債権の成立や消滅のたびに、抵当権設定の手続き

などの必要が生じ、費用や時間がかかります。しかし商取引には、継続的な売

買取引や銀行借入のような金融取引など、長期間にわたり繰り返し行われる取

引もあります。根抵当権は、この点をカバーして、継続的な取引によって生じ

る複数の債権について、一定の金額を定めて、その金額の範囲内で、一括して

これは、登記事項とされており、極度額は、根抵当権者の優先権をあらわしています。

根抵当権の確定期日を定めることができますが、根抵当権の確定期日を定める時は根抵当権の

設定時より５年以内であることが必要です。確定期日を定めていない時は確定請求ができます。

根抵当権設定者については根抵当権の設定時から３年経過後が条件ですが、根抵当権者について

はいつでも請求可能です。なお、確定すべき期日の定めがある場合はそれによります。

抵当権設定者の確定請求の時は請求の時から２週間の経過により確定しますが、根抵当権者の

営業譲渡（事業譲渡）に伴い、根抵当権付の不動産の譲渡が行われたり、根抵当権付の債権が

譲渡されたりすることがあります。根抵当権付の不動産の譲渡については、所有権の第三取得者

の問題となります。根抵当権付の債権の譲渡については、確定前の根抵当権は随伴していきませ

んので、根抵当権の譲渡登記（全部譲渡、一部譲渡、分割譲渡）をするか、根抵当権を確定した

譲渡）して根抵当権移転登記しないと譲渡債権を担保しないこととなります

民法によって、担保される債権の範囲を定めるよう規定されています。定め方は、売買取引、

抵当権と根抵当権の違い 

取引に関する契約

継続的な取引には根抵当権が便利と聞きました。
抵当権と根抵当権はどのように違うのですか。

抵当権の設定方法には、根抵当権と普通抵当権があります。普通抵当権は、

特定債権のみを担保するものであり、継続的な取引の債権担保には不便です。

また、普通抵当権は、特定債権の成立や消滅のたびに、抵当権設定の手続き

などの必要が生じ、費用や時間がかかります。しかし商取引には、継続的な売

買取引や銀行借入のような金融取引など、長期間にわたり繰り返し行われる取

引もあります。根抵当権は、この点をカバーして、継続的な取引によって生じ

る複数の債権について、一定の金額を定めて、その金額の範囲内で、一括して

これは、登記事項とされており、極度額は、根抵当権者の優先権をあらわしています。 

根抵当権の確定期日を定めることができますが、根抵当権の確定期日を定める時は根抵当権の

設定時より５年以内であることが必要です。確定期日を定めていない時は確定請求ができます。

根抵当権設定者については根抵当権の設定時から３年経過後が条件ですが、根抵当権者について

はいつでも請求可能です。なお、確定すべき期日の定めがある場合はそれによります。 

抵当権設定者の確定請求の時は請求の時から２週間の経過により確定しますが、根抵当権者の

営業譲渡（事業譲渡）に伴い、根抵当権付の不動産の譲渡が行われたり、根抵当権付の債権が

譲渡されたりすることがあります。根抵当権付の不動産の譲渡については、所有権の第三取得者
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情報など）を評価し、自社の強みや弱みを把握するとともに、品質や技術力、

仕入れ力などを評価します。自社が業界内でどのような地位があるのか、他社
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し、いかに取引先にとって価値のある存在になるかにかかっています。自社の現

状をしっかりと把握しつつ、自社の経営姿勢を確立することから始めましょう。

１．取引に関する自社の姿勢を確立する
自社の地位を向上させ、取引条件を改善するためには、取引先からの信頼を
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取引条件の改善方法
＞ サブジャンル：

有利な取引条件に改善する良い方法はありますか。

自社の地位向上や取引条件の改善のためには、自社が取引先からの信頼を獲得

し、いかに取引先にとって価値のある存在になるかにかかっています。自社の現

状をしっかりと把握しつつ、自社の経営姿勢を確立することから始めましょう。

１．取引に関する自社の姿勢を確立する 

自社の地位を向上させ、取引条件を改善するためには、取引先からの信頼を
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