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中小企業経営者の
金融機関との付き合い方と眼力強化
－取引先企業に向き合う本気度で差が広がる金融機関 －

特定非営利活動法人 日本動産鑑定

会 長

森 俊彦

（日本動産鑑定は・・・）
1. 「特定非営利活動法人」として「公に資する観点から、事業性評価に基づく融資（Asset Based
Lending）の全国への普及、それによる主に中小企業の活性化と、政府・日銀の成長戦略への貢献」
が活動の趣旨。
―― 活動のベースは、2008年と2010年に取得した2つの「動産評価のビジネスモデル特許」。
―― 「ブレインセンター」と呼ばれ、大手企業等との「ネットワーク力」が特徴。
2. ビジネスモデル特許をベースに､｢公けに役立つための事業性評価に基づく融資（Asset Based
Lending）を支援するインフラ｣を、MUFG、電通、パナソニック、帝国データバンク、野村総研、オービ
ック、ベルシステム２４、ヤマト、三井倉庫、あいおいニッセイ同和損保、損保ジャパン日本興亜など専
門の企業と共に開発・整備してきている。
3. 質の高いサービスを、特定非営利活動法人として、中小企業等の手の届く価格で提供。

日本動産鑑定は、中小零細企業の事業実態 (棚卸資産等動産、売掛債権、知的財産・資
産という企業の売上/利益の源泉の価値) を見える化、見せる化することで、不動産担保、
経営者保証に凝り固まった中小零細企業金融の変革を牽引！
金融機関から見れば、このような中小零細企業の実態把握は、今、求められている「事業性
評価」そのものである！

（連絡先）特定非営利活動法人 日本動産鑑定
会長 森 俊彦
電話：０３-５６５２-１１７０

FAX：０３-５６５２-１１７３

メールアドレス：mori @ ndk-abl.org

（経 歴） 79 年東京大学経済学部卒、同年日本銀行入行。シカゴ大学大学院留学（経済学マスター）、
ニューヨーク事務所次長、信用機構局参事役（バーゼル銀行監督委員会・日本代表）、考査局参事役（上
席考査役）、金沢支店長、金融機構局審議役などを経て、11 年金融高度化センター長。14 年から現職。
16 年経済産業省「ローカルベンチマーク活用戦略会議」委員。
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（目次）
１．イントロ
２．中小企業金融を日本全体からみた実情
３．金融機関との関係で「資金繰り・資金管理」について念頭におくべきこと
（１）「大手（上場）企業」と「中小（非上場）企業」の資金繰り・資金管理面でのざっくりした違い
（２）中小企業が「運転資金」を「長期運転資金で借りる」か「専用当座貸越で借りる」かの違い
（３）専用当座貸越の「随意弁済方式」は「出し入れが自由」、、、
（まとめ１） 金融機関を見極める眼力を養う

４．公的機関の具体的な取り組み
（１）「担保･保証に必要以上に依存しない融資の促進に向けた事業者向けパンフレット
『円滑な資金供給の促進に向けて』について」（金融庁：2０１5 年 7 月 30 日 公表）
（２）金融庁の「企業ヒアリング・アンケート調査の結果について｣(金融庁：2０１6 年 5 月 23 日公表)
（３）「ローカルベンチマーク活用戦略会議」（経済産業省：2０１6 年 4 月 14 日第 1 回会合スタート）

５．「事業性評価に基づく融資や本業支援」の実践
（Ｑ１）「事業性評価に基づく融資や本業支援」とは？
（Ｑ２）ABL は、なぜ （大企業というよりは） 中小企業の事業性評価に活用されているのか？
（Ｑ３）日本動産鑑定「評価鑑定書」の「委託元」と「評価の種類」はどのようになっているのか？
（Ｑ４）全国の中小企業の経営者が直面している「事業承継」の問題と､「事業性評価」との関係は？
（Ｑ５）鑑定評価の重要性は理解できるが、評価料金が高いと活用できないのではないか？

６． 「ソリューション型ABL」の事例
（１）ABL 活用で資金繰りと営業利益が改善し成長軌道へ（B 銀行）
（２）ABLを活用した再生支援先への計画策定・実行による「取引正常化」と「事業承継実現」（Z銀行）
（３）ABLを活用した「経営者保証の解除」で「事業承継実現」（Y銀行）
＜知的財産・資産の評価＞
（４）商標権の評価によるビジネスモデル転換

← Ｇ銀行の取引先

（５）有限会社○○（「☆☆牛」ブランドの評価） ← H銀行の取引先
（６）○○株式会社（ホタテガイ貝柱風味調味料製造法の特許の評価） ← I銀行の取引先
（７）○○医師（診断/治療方法の特許の評価） ← J銀行の取引先
（８）株式会社○○（ノウハウの評価） ← K銀行の取引先
＜農林水産業＞
（９）民間金融機関による「農林漁業者向けの新たな成長支援」をビジネスチャンスと捉える動き
(まとめ２)「ミドルリスク先」を「成長予備軍」としている“進んでいる”金融機関をどう選択するか?

７．「ソリューション型ABL」を支えるインフラ整備
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１．イントロ
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日本再興戦略 2016（＝成長戦略）の実現
ローカルアベノミクスの金融面の主役は“地域金融機関”
（金融庁「金融行政方針」）

「金融行政方針」から抜粋
国内で活動する金融機関については、営業地域における顧客層のニーズを的確に捉えた商品・サー
ビスの提供を行うとともに、地域の経済・産業を支えていくことが求められる。また、担保・保証に依存す
る融資姿勢を改め、取引先企業の事業の内容や成長可能性等を適切に評価（事業性評価）し、融資
や本業支援等を通じて、地域産業・企業の生産性向上や円滑な新陳代謝の促進を図り、地方創生に
貢献していくことが期待される。

中 小 企 業 経 営 者 の金 融 機 関 との付 き合 い方 と眼 力 強 化
- 取引先企業に向き合う本気度で差が広がる金融機関 日本全体の融資構造は、法人企業の借入の大半が長期資金（＝「融資構造の大きな歪み」）。
多くの金融機関では､特に中小企業に対し､長期融資で長期間モニタリングなしの融資ノーチェッ
ク状態｡中小企業の「資金繰り困難化」をもたらすと同時に「経営支援能力も著しく低下」している｡
＝「金融仲介機能の著しい低下」
もっとも、
今、取 引 先 企 業 の事 業 性 をしっかり評 価 し、資 金 繰 り難 の解 消 や事 業 再 生 、 経 営 者 保
証 の解 除 や事 業 承 継 、さらには成 長 支 援 で実 績 を積 み上 げる金 融 機 関 が増えつつある。
この面で“進んでいる”金融機関と、
従来型の低金利競争など明け暮れる“遅れている”金融機関の間で、
地方創生の実績の差も広がっている。

“進んでいる”金融機関（顧客本位） vs. “遅れている”金融機関（自己本位） のチェックポイント
①取引先企業の本質的な成長に繋がる取引（=事業性評価に基づく融資や本業支援）をしているか？
②取引先企業の資金ニーズ・用途に応じた貸出（e.g.正常運転資金見合いの短期継続融資）をしているか？
③事業性とは無関係の不動産担保しかみない貸出に傾注していないか？
④信用保証制度のフリーライダーになっていないか？
⑤銀行としてあるまじき影響力行使を取引先企業に行っていないか？
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「損益（ビジネス）」と「資金繰り」は車の両輪
「資金繰り」を幾ら上手にしても「利益」は増えない。しかし、「資金不足」は「倒産」に直結！

「資金繰り」に問題がなければ、「経営者本来のビジネス」＝「利益増大」に専心できる！

「資金が不足」する原因
原因は３つ！
１．売上が不足で資金も不足
ビジネスモデル

⇒ 売上の増加？
２．売上はあるものの、仕入・諸経費が大きく資金が不足

（仕事のやり方）
の話に止まらず、、、

⇒ 仕入・諸経費の抑制？

金融機関による
対応で問題解決！
・ビジネスマッチング
（売上増、仕入・諸経費抑制）

３．売上もあり利益も出ているのに、資金が不足

３．売上もあり利益も出ているのに、資金が不足
原因は２つ！
（１）資金が資産（売掛債権、棚卸資産）に変化

ビジネスモデル

⇒ 売掛債権の資金化？

（仕事のやり方）
の話に止まらず、、、

⇒ 棚卸資産の資金化？
（２）資金で借入金の返済
⇒ 金融機関からの借り方は大丈夫か？

金融機関による
対応で問題解決！
①動産・売掛債権 ABL
②ビジネスマッチング
③短期継続融資
（専用当座貸越）

▽「資金が売掛債権に変化」のケース
簡易損益計算書
売上高
150万円
売上原価
100万円
利益
50万円

簡易貸借対照表
資産
負債・資本
売掛債権
150万円 資本金
100万円
利益
50万円
合計
150万円 合計
150万円

売掛債権の資金化？
⇒ ①売掛債権ＡＢＬで融資を受ける
棚卸資産の資金化？
⇒ ①動産ABLで融資を受ける
⇒ ②ビジネスマッチングで動産を高値で販売
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金融機関からの借り方は大丈夫か？
「資金繰りの大原則」
短期資金（運転資金）は短期借入金で調達。
一方､
長期資金（設備資金）は長期借入金や自己資本によって調達｡

企業には、あるモノの「仕入れ」から「販売（と代金回収）」までの「必要運転資金」（＝「入ってくるお金」と
「出て行くお金」の時間的なズレ）が生じる。
⇒ 「卸小売業」では、「仕入れ代金の支払い」が先行するので運転資金の短期借入金が必要になり、
その返済財源は「売上金」。 建設業の返済財源は「工事代金の回収」。

「必要運転資金」は、事業継続に伴い否応うなく常にある一定残高は発生して「寝た」状態になり、企業
が清算するまで回収できない。
⇒ したがって、「必要運転資金」は、返済不要な「自己資本」で賄うべきということになる。
⇒ しかし、上場していない中小企業の場合、すべて「自己資本」で調達するのは難しい。
⇒ その解決手段が、短期借入金である「専用当座貸越」（事実上の自己資本＝疑似エクイティ）。
⇒「専用当座貸越」は「資金繰りと経営の安定」のベース→「成長軌道」を辿るうえでの「ライフライン」
（「手形による借入」は、従前は主流だったが、印紙税や手間からあまり用いられなくなった。）

売上

①仕入

棚卸資産（在庫）

売上債権
時間

仕入債務

①仕入

必要運転資金
⇒専用当座貸越（短コロ､疑似資本）

短期継続融資
＝専用当座貸越
＝中小企業の
ライフライン

③回収

②支払先行

ところが！
現状は、「必要運転資金」まで「長期運転資金」の名目で、「証書貸付」が大半になっている。
「証書貸付」は約定弁済を行うため、「自己資本」（疑似エクイティ）ではない！⇒「資金繰り困難化」へ！
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２．中小企業金融を日本全体からみた実情
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（１）日本全体の融資構造は、今や、法人企業の借入の大半が長期（＝「融資構造の大きな歪み」）。
⇒金融機関は、長期融資で特に、中小企業に対し、長期間モニタリングなしの融資ノーチェック状態。
⇒中小企業の「資金繰り困難化」をもたらすと同時に、「経営支援能力も著しく低下」。
⇒「金融仲介機能の著しい低下」＝「倒産の 3 倍もの廃業」＝「事業成長断念へと負の連鎖」の背景。
⇒この認識が、地域金融機関のみならず、政府・日銀とも十分でなかった。
国内銀行の法人向け貸出残高（当初満期別）

国内銀行の長期融資・短期融資の推移（兆円、3 月末）
[留意点：法人向けのほか個人､地方公共団体向け等を含む全貸出）

2015年3月末
合計
短期（1年以下）
長期（1年超）

兆円 構成比％
299
100.0
25
8.4
274
91.6

600

合計
短期（1年以下）
長期（1年超）

兆円 構成比％
289
100.0
29
10.0
260
90.0

短期融資

長期融資

400
300

2014年3月末

貸出金

500

長期融資＝証書貸付

200

100
0

短期融資＝割引手形＋手形貸付＋当座貸越

（出所）日本銀行「資金循環統計」「貸出先別貸出金」より
特定非営利活動法人 日本動産鑑定が推計

（出所）特定非営利活動法人日本動産鑑定が全国銀行協会の資料を基に作成

「中小企業の借入金構造」＝「短期借入金＜長期借入金」（長短バランスの崩れ）
⇒ 「約定返済額」が「キャッシュフロー」を上回り「返済負担大」
⇒ 日本の多くの中小企業における「資金繰りが困難化」（＝「リスケ」）の主因の一つ！
＜金融機関の融資の実態＞ 「企業の資金繰り困難化」「金融機関のモニタリング能力低下」
借入残高

本来は「必要運転資金見合いの短期継続融資」であるはずのものが、「長期融資」に振り替わってきた

短期借入
必要運転資金
⇒短期継続融資
⇒専用当座貸越

長期借入

「証書貸付」の「分割返済」に伴う「資金繰りの困難化」

(短コロ､疑似資本)

短期継続融資
⇒ （上場していない）中小企業にとって、実質的に元本を返済しない「疑似資本」
⇒ 「 資金繰りと経営の安定」のベース→「成長軌道」を辿るうえでの「ライフライン」だった

長期融資（証書貸付）
不動産担保や信用保証協会の保証付の場合、審査・途上管理が緩く出しっぱなしも！
⇒ 「何を作っている企業か、何を売っている企業か、商流はどうか」が分からなくなる
⇒ 経営者からすると、「金融機関は何を作り・売っているか、商流も分からず、期末になる
と借りてくれとお願い営業しに来る」となる

信用保証制度(現状､実態)
→「保証協会付き長期運
転資金」が多い（中小企業
の「資金繰り難」の主因の
一つ）
→保証協会へ、金融機関
は（事実上、無審査で）丸
投げ。途上与信管理なし。
→中小企業の事業性評価
なし。
→ 経営支援なし（リスケ先
はニューマネーなし）。
→ 廃業増加など悪循環!

中小企業の「リスケ」（貸付条件変更）の「申込み」と「実行」が年間では約 100 万件と高水準が継続（金融庁）
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他にも原因はあるが、国の制度としては・・・
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（２）「長短バランスの崩れ」の原因が、バブル崩壊後の不良債権処理の下での、
①金融検査マニュアル改定。それを加速させたのが、②信用保証制度。
① 2002 年に改定された金融検査マニュアル別冊（中小企業編）に、「正常運転資金の範囲を超える部分
の短期継続融資を不良債権と判断する事例」が盛り込まれたことが、短期継続融資が激減（＝長期融
資シフト）した背景とされている。
② 多くの金融機関では、「業績表彰制度」の中に、「信用保証協会の保証付き融資」を重視。
⇒ 「短期継続融資を長期融資にシフト」する際に､｢信用保証付き長期運転資金」が増加。
⇒ 金融機関の中には、信用保証協会の「審査」が通れば融資実行という、「信用保証協会への丸投げ」と
いった事態も。。。「不動産担保、経営者保証、信用保証協会保証」で保全を図り、長期融資を実行した
金融機関の多くでは、「途上与信管理」も無くなっている。

（３）（整理）「短期継続融資の長期融資へのシフト」は何をもたらしたか？
「融資構造の大きな歪み」 ⇒ 「金融仲介機能の著しい低下」 ⇒ 「信用保証制度がこれらを加速」
（具体的には）
①金融機関の「融資審査・途上与信管理（事業性評価）」の能力低下
②「正常先」に対する低金利競争＝業績改善のために真に資金を必要とする｢要注意先｣の中小
企業は､金融機関の融資ターゲットの｢外｣(｢金融排除（financial exclusion）｣問題)
③株式市場にアクセスできない中小零細企業の「資金繰り難（リスケ）」「廃業、事業承継難」
⇒ 「日銀がマイナス金利にまで踏み込んでも、金融仲介機能自体が機能しなければ、バブル
の種をまくだけ」、「信用保証制度は本来の狙いとは逆の効果をもたらしている」との指摘も。
・法人企業の借入の現状・・・法人企業の借入の大半は長期資金⇒約定返済の塊⇒リスケ⇒ニューマネー
なし⇒資金繰り難はその後の事業継続（事業承継）断念、事業成長断念、廃業増加へと負の連鎖
・信用保証制度の現状・・・「信用保証付き長期運転資金」が多い⇒中小企業の資金繰り難・リスケの背
景⇒保証協会へ金融機関は事実上、無審査で丸投げ＆途上与信管理なし⇒中小企業の事業性評
価なし⇒経営支援なし⇒リスケ先はニューマネーなし⇒廃業増加⇒保証協会・国の財政赤字の一因
⇒ （これらに対し） “進んでいる”金融機関は「中小企業の事業性評価に基づきソリューションを提供」
→ 短期継続融資復活 → 資金繰り改善 → 設備貸出も ＋ 本業支援 ＝ 業績改善・事業再生
→ 事業承継が実現 → 成長パスへ
⇒ 金融検査マニュアル（短期継続融資）については、2015 年 1 月に改訂済み。
⇒ （現在進行中の）信用保証制度の見直しについても、フリーライダーを排除する仕組みとすべき。

（参考）2015 年の休廃業・解散は 26,699 件、リーマンショック後の 2009 年以降、25,000 件以上の高水準で推移。
⇒ 休廃業・解散は倒産の 3.0 倍。
休廃業・解散、倒産の推移（件数）
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倒産の減少の背景として指摘されていることは・・・
①金融円滑化法終了（H25 年 3 月）後も事実上のリ
スケ対応要請
⇒資金繰り難を主因とした倒産の抑制
②中小企業金融モニタイリング体制（H25 年 3 月）の
実施
⇒倒産状況の経産省・金融庁等への報告⇒債権保
全の動きの鈍化⇒倒産の抑制

(資料) 東京商工リサーチ
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（１）「大手（上場）企業」と「中小（非上場）企業」の資金繰り・資金管理面でのざっくりした違い

大手（上場）企業
①信用力が高い。金融機関から比較的簡単に借りたり、返したり出来る。
②短期でも長期でも調達した資金は管理できる。
③直接金融を活用し、自己資本（エクイティ）不足を解消することが出来る。
中小（非上場）企業
①信用力が低い。金融機関から借りたり、返したりする自由度に限界。
②「資金管理」が必ずしも十分できない。「資金使途」も不明確になってしまう。
③疑似エクイティ（短期継続融資）が、2000 年以降、激減。 資金繰り難の主因の一つ。

（２）中小企業が「運転資金」を「長期運転資金で借りる」か「専用当座貸越で借りる」かの違い

長期運転資金で借りる
“長期”運転資金という「資金使途」はない。
⇒ すなわち、“長期”運転資金として口座にまとまった資金が入金されると、いつの間にか、諸経費支払か
ら、納税資金、賞与資金、手形決済資金、有価証券購入資金から修繕資金、設備資金へと吸収されてしま
い、本来の運転資金ではなくなる。
専用当座貸越で借りる
①「資金使途」の明確化
専用当座貸越は、「“運転資金”の“短期”枠」（＝「専用当座貸越の極度枠」）であり、有価証券購入や修繕・設
備資金に回ることは無い。「“運転資金”の“短期”枠」と明確にした方が間違いが起きない。一方、「本来の収
益弁済である“設備資金”は“長期”融資で対応する」ことになる。
⇒ 専用当座貸越のレシート（貸越請求書）を切るたびに、仕入れ明細を付けることで、「借入れた運転資金」
と「資金使途の棚卸資産（製商品）」が紐づけられる。中小企業の経営者と金融機関の双方が、資金使途と
資金管理（動態モニタリング）ができる。
⇒ 中小企業の“どんぶり勘定”を是正する上で、“運転資金”である流動資産（棚卸資産、売掛債権等）見合
いである「専用当座貸越の極度枠」は有効。「資金使途」を明確にするためのもの。経営者は商流把握に活
用できる。
②「資金繰り」の正常化・安定化
上場企業であれば長期借入で約定弁済となっても、毎年、年度資金調達計画が明確であれば資金繰りに問
題はない。しかし、中小企業はすぐ赤字、債務超過になりやすく資金繰りは安定しない。
⇒ だからこそ、「専用当座貸越の極度枠」が有効であり、「資金繰りの正常化・安定化」に効果を発揮する。
⇒ 「資金繰りの正常化・安定化」は「事業継続成長の絶対条件」であり、中小企業の前記特性を理解すれ
ば、「専用当座貸越で借りる」効果は、まさに、「擬似エクイティー」そのもの。

（３）専用当座貸越の「随意弁済方式」は「出し入れが自由」、、、

①見合いの流動資産が無ければ使えない（⇒“どんぶり勘定”の是正）。
②入金になったら返済したほうが金利が掛からない（⇒“金利負担”の軽減）。
③「繰り返し利用」により実態把握、商流把握につながる（⇒“営業キャッシュフロー”の改善に直結）。
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（４） 「長期運転資金融資」と「専用当座貸越」の違い－“金融機関の視点”も含めた整理－
（長期運転資金融資）
1.

中小企業の経営者にとって、長期運転資金のメリットはほとんどない。一見、「長期間借りられ約定弁済で返
済計画が立て易い」と考えがちだが、
①自らの資金使途との紐付きの管理が出来ない。
⇒ 長期資金 50 百万円を借りて、50 百万円のまとまった資金が入金されると、資金使途フリーと思い、
様々なものに使って、数か月で無くなる。長期が良いように思っていても、「仕入れのために、いざ運転資
金が必要な際には資金がない」ということが起こってしまう。資金使途に見合った借入をすべき。
②約定返済ができないと条件変更債権となり、ニューマネーがストップ。中小企業の資金繰り難はその後の
事業継続（事業承継）断念、事業成長断念（廃業増加）へと負の連鎖。
⇒ 現預金が沢山あれば大手（上場）企業のように返済計画を組み計画どおりに返済していけば良い。
しかし、多くの中小企業は、自己資本が少なく現預金が少ない。景気変動などで、簡単に営業キャッシュ
フローが赤字となり、リスケになりやすい。
⇒ 「複数行取引が安心」と一見みえるが、メインが不在では、金融機関の数が多くとも役立たない。また、
長期運転資金に保証協会の保証を第一に勧めてくるような銀行の場合、企業業績が悪化するとすぐ貸
出をストップしかねない。逃げないメイン金融機関を見極めることが肝要。良い時も悪い時も一緒になっ
て考えてくれるメイン金融機関と長い取引をすべき。一時的な低レートや融資条件だけで金融機関を増
やしたり、決めるべきではない。メインを選択する眼力が必須。

2.

金融機関にとって長期融資（証書貸付）は、①約定弁済で計画的に回収できる。②返済が無いと、（極端な
場合）サービサーに売却してしまえば良い、となりうる。

（専用当座貸越）
1.

「短期資金の枠」（手形、専用当座貸越）が激減した経緯
2000 年初頭までは、経営者は「短期資金の枠」（手形、専用当座貸越）の使い勝手の良さが分かっていた。
金融機関は、多額の不良債権処理の過程の「貸し剥がし」で、短期枠を供与しなくなった。
⇒ 「貸し剥がし」とは、例えば、①「短期資金の継続は条件変更になるので、長期資金の分割返済に切り替
えます」、②「短期資金を継続する場合、金利引上げでなければ短期資金は対応できません」等の通告があ
った。

2.

信頼関係がカギ
極度枠を作る時に、「中小企業の経営者と金融機関が互いに状況を話し合って隠しごとをしない。良い時も
悪い時も互いに信頼し合ってやっていきましょう」と握っておく。金融機関にとって、その握りが出来る経営者
かどうかがカギ。仕入れた商品が売れないと、「金融機関の方で何とかしますから。ビジネスマッチングで売
りますよ」と声掛けし合える関係構築が肝の部分。
⇒ 互いに信頼して話し合っておけば、問題点の早期発見・早期対応が可能になる。
⇒ メインとして雨が降ったら傘をさして支援する。（1 行取引もあり得る）
⇒ 信頼関係が無いと、「リスケだけで回収のみ」、「オフバランス化でサービサーに売却」となりうる。

3.

専用当座貸越の活用は経営者の使い方一つ
仕入れて売れたら返済する。金利負担も少なくて済む。売れても返さないと極度枠にべた張りになって金利
負担も重くなる。事業が拡大すれば､金融機関も動態モニタリングしているので「極度枠の増枠」で対応する｡
⇒ 例えば、クリスマス商戦前に、商品を 50 百万円の枠で仕入れ、クリスマス商戦で売れると、年初に返済。
夏のボーナス時期にまた仕入、売れると返済。経営者が使い方を理解して、商品を売れ筋にシフトした結
果、営業キャッシュフローが改善し、極度枠を 50 百万円から 100 百万円へ増枠。成長パスへ。
⇒ 専用当座貸越で「資金管理」と「資金使途」が、経営者も金融機関も同時に出来る(動態モニタリング)。
⇒ 昔の“短コロ”は､①枠の適切さも分からずセットし､②資金使途の確認も十分しなかった｡単に､右肩上が
り経済で回っていた。金融庁や日銀の検査・考査で条件緩和債権に分類されたのも理由のあること。
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（まとめ１） 金融機関を見極める眼力を養う

１．メインバンクとの信頼関係
融資取引のすべての根幹は信頼関係の構築にある。良い時も悪い時も情報開示による信頼関係（腹を割って話
し合える関係）を構築しておくことが重要。
⇒ 地域（地元）に根ざした金融機関は経済合理性だけでは逃げない。
⇒ 「複数行取引が安心」と一見みえるが、メインが不在になると、金融機関の数が多くとも役に立たない。逃げ
ないメイン金融機関を見極める。良い時も悪い時も一緒になって考えてくれるメイン金融機関（メインを選択す
る眼力が必須）と長い取引をすべき。一時的な低レートや融資条件だけで金融機関を増やしたり、決めるべき
ではない。（米国のような一行取引もありうる）
⇒

“進んでいる”金融機関の中には、「取引先の実態を事業性評価し、それを格付けとともに取引先に開示し、
問題点を共有する」という“良い”取り組み事例(＝格付コミュニケーションサービス)がある。さらに、この「格付
コミュニケーションに短期継続融資と本業支援を重ね合わせて事業再生・成長支援をする」ことで、格付のラ
ンクアップに取り組んでいる事例もある。

⇒ 中小企業の経営者は、「自らがどのような格付けに位置しているのかを問う」ことも肝要。

２．貸すも親切、貸さぬも親切
金融機関とともに、「事業性評価」で、商流、ビジネスモデルなどを把握すると、融資に際して、「必要な時に、必要
な金額を、資金使途に合わせた償還期間の設定」が実現できる。
⇒ 必要以上の金額や、資金使途と関係のない、資金繰りが悪化する融資取組みは行わない。
⇒ 中小企業の経営者は、「事業性評価」を、信頼関係を構築した金融機関に実施してもらい、互いに認識を共
有しておくことが肝要。事業再生・事業承継・成長支援のカギ。
「事業性評価」＝(オン)「事業性資産（特に､棚卸資産）の評価」＋(オフ)「知的財産･資産（経営資源･強み等）の評価」

⇒アトで解説！

３．不動産担保、信用保証協会
悪くなると逃げる(無責任な)金融機関に、不動産担保を提供して融資を受けたり、信用保証協会保証付きだけの
理由で融資を受けない。
⇒ 本当に金融機関が、①正面から向き合い、②事業性を見て取り組んでいるか、③今後も継続した取引が可
能か、④不動産担保や保証協会に依存した取引ではないか、を見極める必要がある。
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（１）「担保･保証に必要以上に依存しない融資の促進に向けた事業者向けパンフレット
『円滑な資金供給の促進に向けて』について」（金融庁：2０１5 年 7 月 30 日 公表）
事業者の皆様に、金融庁の取組みを知っていただくことで、金融機関と相談する際の 参考になれば幸いです。
① 事業性評価に基づく融資等の促進 ・・・ 金融機関に対し、事業者の事業の内容や成長可能性などを適切に
評価し、融資や助言を行うよう促しています。
② 「経営者保証に関するガイドライン」の活用促進 ・・・ 「経営者保証に関するガイドライン」の融資慣行として
の浸透・定着に取り組んでいます。
③ 「短期継続融資」を通じた運転資金融資の円滑化 ・・・ 中小零細企業の運転資金は、かつては、利払いの
みの手形の書き換え等で調達できました。しかし、近年、そうした貸出慣行が少なくなり、運転資金でも長期融
資で約定弁済を求められるケースが多く見られます。正常運転資金の範囲であれば、手 形の書き換え等の
短期継続融資で対応することは何ら問題ないことを明確にしました（2015 年 1 月、金融検査マニュアル改訂）。

（参考１）「長期返済猶予の地銀調査 金融庁、事業再生促す」(共同通信 2016 年 2 月 19 日)
金融庁は、地方銀行が貸出の返済を５年以上猶予している中小企業との取引実態調査に初めて乗り出す。安
倍政権が重視する地方創生には中小企業の事業再生が不可欠と判断。安易に返済を先送りするのではなく、より
本格的に取引先企業の経営改善を支援するよう促す。取引姿勢に問題があれば監督・検査行政に反映する。
金融庁によると、２０１３年３月の中小企業金融円滑化法終了後も返済猶予を受けている企業は約３０万～４０万社
で、このうち５万～６万社は自力再建が困難で事業再生が必要とされている。
今回の調査は、長期返済猶予の割合が多い地銀１５行程度が対象。返済猶予に至った経緯に加え、取引先企
業の事業再生に向け十分な支援を行っているかを調べる。
金融庁は不振の企業でも、日常の営業活動に必要な正常運転資金については、実質的に金利返済だけで済
む短期融資の継続で対応するよう促している。調査ではこうした資金についても、地銀が貸出を経営破綻しても
信用保証協会が弁済を肩代わりしてくれる保証付き長期融資に移し、元本返済を求めて資金繰りを悪化させ、取
引先に経営改善を促す努力を怠っていないか調査する。

(参考２)「中小企業活性化」からみた「ミドルリスク先」への取り組みの重要性（「金融排除(financial exclusion)」問題）
A１ ＜現状の多くの金融機関＞
企業の成長支援や地方創生では、正常先の上・中位層をターゲットとし
A２ ている金融機関が多い。
⇒本来、地域金融機関が自らの地元を守り抜く上で必要な資金供給先
A３ である「ミドルリスク先」（正常先下位～要注意先） については、財
務問題（赤字、債務超過）を抱え、ニューマネーなし。塩漬けで計
B１ 画に沿っての回収のみ。保証協会・不動産担保・経営者保証で保
全を図り、銀行はリスクをとらない。正常先の上・中位層からミドル
B２ リスク層にランクダウンすると、「銀行の手のひら返し」ともいえる
対応が実態。(いわゆる「金融排除(financial exclusion)」問題)
B３
＜目指すべきは＞
ミドルリスク先 B４ ミドルリスク先に手を入れる必要がある。不良在庫・過去の負債等な
ぜそうなったのかについて「事業性評価」を行い見極める。
B５ ⇒「足許のキャッシュフローは出ている、あるいは、出るように業績改善
計画を組むことができる」（事業継続性を確保できる）リスケ先に対し
要注意先
C１ て、短期継続融資（専用当座貸越の極度枠設定による短期融資）
を実行すると一気に改善する。営業キャッシュフローを改善させ成長
C２ 軌道に乗せることができる。「過去の残債は置いておいて、成長でき
る事業を支援する」との発想。「自分の地域は自分で守る」 という「金
要管理先
C３ 融機関の本気度」にかかっている。
正常先

破綻懸念先

D

計画（外科手術等）通りいくのか見極める先。M&Aor退出。

実質破綻先・破綻先

E

回収。
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「 ミドルリスク先」を

「成長予備軍」とす
るか「不良債権予
備軍」とするか？
金融機関が真の
「事業性評価に基
づく融資や本業支
援」を実践できるか
否かにかかってい
る！
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（２）金融庁の「企業ヒアリング・アンケート調査の結果について｣(金融庁：2０１6 年 5 月 23 日公表)
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「中堅・中小企業の運転資金について証書貸付が多い」ことに関する金融庁・検討会議(注)での議論
（注）金融仲介の改善に向けた検討会議

（A 委員）
企業ヒアリングにあった証書貸付が多いことについては、商売をやっている人は余裕資金が欲しい中、銀行の要
請により、運転資金を短期継続融資から証書貸付等による長期資金への切り替えに応じている。これに伴い、企
業には更なるコスト負担が生じるものの、銀行の要請だから応じている。今はアベノミクスで景気がいいため誰も文
句を言っていないだけであり、景気が悪くなれば絶対に文句を言ってくるはずである。
（B 委員）
運転資金について、証書貸付形式が最多で、かつ、債務者区分の下位の企業には信用保証協会の保証がつい
ているとの結果には、これが銀行のすることかと率直に思った。現在問題となっている条件変更先 40 万社は、事
業キャッシュフローが借入の約定弁済に回って資金繰りが苦しくなっているケースが多いと思うが、当座貸越とか
本来の正常運転資金の融資の形に替えることで、相当数の条件変更先が救えるのではないかと思う。
（C 委員）
顧客の中には証書貸付を求めているとの回答もあるが、長期借入に伴う約定弁済負担が重く、保証料まで払って
おり、おかしいとなぜ気づかないのか。銀行も説明をする必要があるのではないか。当局には是非分析をお願い
したい。

“進んでいる”金融機関による「専用当座貸越の極度枠設定による短期融資」（短期継続融資）の実践とは？
⇒「専用当座貸越の極度枠設定による短期融資」（短期継続融資）と「事業性評価」との関係は？⇒アトで解説！
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（３）「ローカルベンチマーク活用戦略会議」（経済産業省：2０１6 年 4 月 14 日第 1 回会合スタート）

?

（ローカルベンチマーク“通称、ロカベン”策定の背景）
日本は、2008 年から人口減少局面に入っている。特に大都市圏以外の地方では、かなり前から急激な人口減
少が始まっており、地域経済の縮小が、住民の経済力の低下につながり、生活の様々な基盤を維持することが難
しくなっている。
こうした状況に対して、地域経済（ローカル経済圏）の「稼ぐ力」を維持し、高めていくためには、その担い手とな
る地域企業が付加価値を生み出し、雇用を創り続けていかなければならない。そのような問題意識の下、2014 年
4 月から開催された「日本の「稼ぐ力」創出研究会」において、「産業構造や人口動態を踏まえて地域企業のビジ
ネスモデルや生産性を比較・検討し、ローカル経済圏を担う企業に対する経営判断や経営支援等の参考となる
評価指標 （「ローカルベンチマーク」）」を検討することが提案された。
さらに「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（2014 年 12 月 27 日）では、産業・金融一体となった地域経済の振
興を総合的に支援するための施策として、「経営改善が必要な産業・企業の見極めに資する評価手法（ローカル
ベンチマ ーク)｣が位置付けられている｡また、「同戦略の 2015 改訂版」（2015 年 12 月 24 日）でも、地域企業
の経営体制の改善･人材確保等のための施策として｢ローカルベンチマーク等の整備｣が掲げられている｡
「日本再興戦略 改訂 2015」（2015 年 6 月 30 日）においては、「ローカ ル・アベノミクス」を推進する施策
として、「中小企業団体、地域金融機関等による地域企業に対する経営支援等の参考となる評価指標・評価手
法（ローカルベンチマーク）」の策定が盛り込まれ、2016 年 3 月 4 日、ローカルベンチマークが公表された。

安倍総理の指示を受け、2016 年 4 月 14 日に「ローカルベンチマーク活用戦略会議」がスタートした。

（ローカルベンチマークの概要）
ローカルベンチマークは、企業の経営状態の把握、いわゆる「健康診断」を行うツール（道具）として、企業の
経営者等や金融機関・支援機関等が、企業の状態を把握し、双方が同じ目線で対話を行うための基本的な枠組
みであり、事業性評価の「入口」として活用されることが期待されるものです。
具体的には、「参考ツール」を活用して、「財務情報」（６つの指標※１）と「非財務情報」（４つの視点※２）に関する
各データを入力することにより、企業の経営状態を把握することで経営状態の変化に早めに気付き、早期の対話
や支援につなげていくものです。
（※１）６つの指標；①売上高増加率（売上持続性）、②営業利益率（収益性）、③労働生産性（生産性）、
④EBITDA 有利子負債倍率（健全性）､⑤営業運転資本回転期間（効率性）､⑥自己資本比率(安全性）
（※２）４つの視点；①経営者への着目､②事業への着目､③関係者への着目､④内部管理体制への着目

②「事業」への着目
企業の事業が何で収益を上げているのか、それをどのような仕組みで実現しているのかという点、すなわちビジネ
スモデルを理解するとともに、事業の強みと課題がどこにあるのかを把握することが重要である。その第一歩とし
て、「商流」を把握し、図示することで経営者との活発な対話が生まれ、事業内容を深堀することが期待できると考
えられる。また、製品や商品一つあたりの原価をきちんと把握できているかといったことも重要な項目である。
【具体的な項目（例）】
・事業の商流
・ビジネスモデル、製品・サービスの内容、製品原価
・市場規模・シェア、競合他社との比較
・企業および事業の沿革
・事業用資産と非事業用資産の区別、事業用資産の有効活用
・技術力、販売力の強みと課題
・取引先数、分散度
・企画から商品化までのスピード、一単位あたりの生産時間
・IT の能力、イノベーションの状況

事業用資産の有効活用にあたっては、評価機関等との連携を通じて、オンバランスの事業性資産の実地調査や
時価情報などを活用し、さらには事業の競争力の根源であるオフバランスの知的資産も評価することで、財務指
標だけでは把握が困難な企業の事業価値そのものを見極める観点が重要である。こうした事業性資産の棚卸資
産、機械設備、売掛債権や知的資産を評価・モニタリングすることで、企業の実態（ビジネスモデル・商流）やそ
の成長可能性を適切に把握（事業性評価）しながらリスク管理を行う融資手法がABL（Asset Based Lending）で
ある。ABL は事業性評価に基づく融資の具体的手法であり、ローカルベンチマークの活用により、ABL 活用の
拡大にもつなげることが考えられる。
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公表された仕組み
⇒ 中小企業経営者と金融機関との対話に活用！

（出所）ローカルベンチマーク活用戦略会議
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５．「事業性評価に基づく融資や本業支援」の実践

Confidential

（Ｑ１） 「事業性評価に基づく融資や本業支援」とは？

（１）-① 「事業性評価」（企業の事業価値の見極め）の着眼点
企業の営業キャッシュフローの｢差｣＝（オン）事業性資産と（オフ）知的財産・資産の｢差｣

「事業実態の見える化」をするには、
「事業性資産（特に、棚卸資産）」と「知
的財産・資産」の評価がカギとなる！

「事業実態の見せる化」は、金融機関による中
小企業のライフステージに応じた本業支援（中
小企業向け融資）の必須情報となる！

(資料) 特定非営利活動法人 日本動産鑑定が、経済産業省「地域金融機関と連携した知的資産経営の推進について」(2013 年 12 月)に基づき作成。

（１）-② 「事業性評価」についての金融庁、経済産業省の視点・定義と活用法
事業性評価とは、「企業を取り巻く市場、競争環境、企業の事業特性やユニークネス（経営資源・強み､企業風
土等）を分析・評価することで､事業の内容や成長可能性を適切に評価すること｣(金融庁「金融行政方針｣等）
「事業性評価」＝(オン)「事業性資産（特に､棚卸資産）の評価」＋(オフ)「知的財産･資産（経営資源･強み等）の評価」
（必要運転資金に対応した専用当座貸越（短期継続融資））

事業性評価検証の概念図
（金融庁：２０１４年７月「金融モニタリングレポート」）

（事業再生や成長支援のための設備資金融資）

知的財産・資産を含めた事業価値
（経済産業省・中小機構）
(オンバランス)
(棚卸資産)
(オフバランス)

(資料) 特定非営利活動法人 日本動産鑑定が、
金融庁、経済産業省・中小機構「事業価値を高
める経営レポート作成マニュアル改訂版」(2012
年 5 月)に基づき作成。
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