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帳簿価格と流通価格の関係
（件数 [比率％]）

帳簿価格
(百万円)

流通価格
(百万円)

流通価格/帳簿価格
（％）

処分価格
(百万円)

処分価格/帳簿価格
（％）

[帳簿価格＜流通価格]の先
（144件 [88.9％]）

42,929 69,526 162.0 19,271 44.9

[帳簿価格＞流通価格]の先
（18件 [11.1％]）

5,334 3,857 72.3 1,271 23.8

合計
（162件 [100.0％]）

48,263 73,383 152.0 20,542 42.6

（出所）特定非営利活動法人日本動産鑑定 (2015年度213案件のうち太陽光発電、官公庁などを除いたﾃﾞｰﾀ･ｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ後の162件ﾍﾞｰｽ)

「動産評価」で明らかになる「帳簿価格」と「流通価格」（時価）、「処分価格」の関係

（ 参　考 ）

要注意先 要管理先 破綻懸念先 実質破綻先･破綻先

(流通価格) 160

(帳簿価格) 100

(処分価格)  50

（出所）特定非営利活動法人 日本動産鑑定

正常先

利益

損失

X社の事業価値（≈ 動産の価値＝動産の流通価格＝動産の評価額（時価））は、

債務者区分（格付け）と正の相関

（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？ 

（＊）日本動産鑑定の鑑定書の「流通価格（時価）」は、金融検査マニュアルの「動産の評価額（時価）」に相当する。 
「流通価格」・・・一般の店頭で販売した場合を想定した価格。 
「処分価格」・・・（デフォルトを想定）「買取り・処分会社が全商品を買取った場合を想定した価格」から「概算経費」を差し引いた価格。 

「中小企業の事業価値を捉える手法」として「ABL の事業性評価」が極めて重要 

（しかし） 

中小企業は、ビジネスモデルの心臓部分である「棚卸資産（在庫）」について、『中小企業の会計に関する指針』
等において、「棚卸資産は原則として取得原価で計上し、評価基準は原価法又は低価法による。時価が取得原
価よりも著しく下落したときは、回復の見込みがあると判断した場合を除き、評価損を計上する」とされている。 

中小企業では、①時価の把握自体をしていない、②低価法の選択を認識していない場合が少なくない。 

中小企業は「棚卸資産（在庫）」について、ほとんどの先が「原価法」を採用。 
「取得原価」を「貸借対照表価額」とし、「取得原価」をベースに「損益計算書」も作成されている。 

金融機関等が、中小企業の貸借対照表や損益計算書を、いくら縦にし横にして読みこなしても、 
「中小企業の的確な事業価値」は浮かび上がってこない ! 

「ABL の事業性評価」の実例でこの点を確認 ! 
日本動産鑑定が動産評価を実施した 162 件の実例 

「帳簿価格」を「流通価格（時価）」（＊）が「上回った企業」が 144 件、「下回った企業」が 18 件あった！ 

（事例） 「X 社は約 7000 アイテムの商品を取り扱っているスーパー」 
商品政策がうまくいっていると 7000 アイテムの「流通価格（時価）」の合計は「帳簿価格」の 100 を上回り、利益が
十分出て、正常先になる。一方､商品政策の失敗で、売れない商品が多くなり、季節外れや賞味期限切れ等で、
「流通価格（時価）」の合計が「帳簿価格」を下回ってくると、要注意先、破綻懸念先になっていく。 

事業再生において、表面財務の分析ではリスケ先となっていたが、時価を捉えたソリューション型 ABL で正常先へ！ 

中小企業の顧問税理士などの中には、実地調査や時価の
把握に不慣れで、表面財務の理解に止まり適切な成長支援
や事業再生支援が出来ていないケースも少なくない・・・ 

（③棚卸も多くの中小企業は必ずしも行っていない）  

「144 件」の中で、長
期借入の結果、リス
ケ先だが、棚卸資産
の時価評価で事業
価値がプラス。事業
再生の実跋計画が
組めることを示唆。 

「18 件」に関しては、
商品政策の妥当性
など経営状態を検証
する必要性を示唆。 
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委託先 評価対象 委託先 評価対象 委託先 評価対象

2015年4月 銀行 医薬品 2015年8月 銀行 食料品 2016年1月 信用金庫 マシニングセンタ

2015年4月 銀行 米粉・きな粉 2015年8月 銀行 ベアリング 2016年1月 銀行 ウィスキー

2015年4月 銀行 ハンドバック・靴等 2015年8月 銀行 太陽光発電所 2016年1月 銀行 自動車部品

2015年4月 銀行 横編み機械 2015年8月 銀行 紳士服 2016年1月 銀行 植木鉢

2015年4月 銀行 太陽光発電所 2015年8月 信用金庫 栗菓子 2016年1月 銀行 ワイン

2015年4月 銀行 自然薯 2015年8月 銀行 コンクリートブロック 2016年1月 銀行 車

2015年4月 銀行 食品 2015年8月 銀行 お茶 2016年1月 銀行 自動車部品

2015年4月 銀行 雑貨・食品 2015年9月 信用金庫 寝具用品 2016年1月 銀行 太陽光発電所

2015年4月 銀行 スクラップ・コイル 2015年9月 銀行 豚革 2016年1月 銀行 スクラップ

2015年4月 銀行 非鉄金属スクラップ 2015年9月 銀行 有田焼 2016年1月 銀行 ペットフード

2015年4月 銀行 バイク 2015年9月 銀行 ワイン・雑貨 2016年2月 銀行 衣料品

2015年5月 銀行 酒 2015年9月 倉庫会社 コート紙 2016年2月 銀行 雑貨品

2015年5月 銀行 黒酢 2015年9月 銀行 マフラー・ストール 2016年2月 銀行 観光バス

2015年5月 一般 太陽光発電所 2015年9月 銀行 家具 2016年2月 銀行 ウナギ

2015年5月 銀行 ワイン 2015年9月 銀行 寝具用品 2016年2月 銀行 宝飾品

2015年5月 一般 漢方薬 2015年9月 官公庁 設備品 2016年2月 銀行 鉄スクラップ

2015年5月 銀行 医薬品・食料品 2015年9月 信用金庫 ジーンズ 2016年2月 銀行 レース

2015年5月 銀行 仮設資材 2015年9月 銀行 タオル 2016年2月 信用金庫 風力発電所

2015年5月 銀行 太陽光発電所 2015年9月 銀行 ストロボ 2016年2月 信用金庫 風力発電所

2015年5月 銀行 仏壇・家具 2015年9月 銀行 スノーアイス 2016年2月 銀行 フカヒレ

2015年5月 銀行 数の子 2015年10月 銀行 ステンレス・チタン 2016年2月 銀行 洗濯機等

2015年5月 一般 コート紙 2015年10月 銀行 結城紬 2016年2月 銀行 ゴルフ用品

2015年5月 信用金庫 太陽光パネル等 2015年10月 銀行 バッグ 2016年2月 銀行 美容品

2015年6月 銀行 教材等 2015年10月 銀行 ワイン 2016年2月 銀行 箸・レジャーシート

2015年6月 銀行 太陽光発電所 2015年11月 銀行 酒 2016年2月 銀行 プラシチック製キャップ等

2015年6月 銀行 釣具 2015年11月 銀行 破砕機 2016年2月 銀行 食器

2015年6月 銀行 味付もやし 2015年11月 銀行 帽子の原材料 2016年2月 銀行 太陽光発電所

2015年6月 銀行 太陽光発電所 2015年11月 銀行 明太子原卵 2016年2月 銀行 太陽光発電所

2015年6月 銀行 太陽光発電所 2015年11月 銀行 定尺材 2016年2月 銀行 太陽光発電所

2015年6月 銀行 靴・雑貨用生地 2015年11月 銀行 機械設備 2016年2月 銀行 米

2015年6月 銀行 ぬいぐるみ等 2015年11月 銀行 焼き鳥 2016年2月 銀行 クレーン車

2015年6月 銀行 パソコン部品 2015年11月 銀行 ワイン 2016年3月 銀行 太陽光発電所

2015年6月 銀行 乳牛 2015年11月 銀行 羊腸 2016年3月 銀行 ペットフード

2015年6月 銀行 化粧品 2015年11月 電力会社 償却資産 2016年3月 銀行 太陽光発電所

2015年6月 銀行 太陽光発電所 2015年11月 銀行 雑貨用生地 2016年3月 銀行 冷凍野菜

2015年7月 銀行 鋼材 2015年11月 銀行 牛 2016年3月 銀行 寝具

2015年7月 銀行 冷凍馬肉 2015年11月 銀行 切削工具 2016年3月 銀行 ボート等

2015年7月 銀行 アパレル製品 2015年12月 銀行 お茶 2016年3月 電力会社 償却資産

2015年7月 銀行 新車 2015年12月 銀行 アクセサリー 2016年3月 銀行 携帯用トイレ

2015年7月 銀行 人形 2015年12月 銀行 婦人服 2016年3月 銀行 炭

2015年7月 銀行 分析機器・部品 2015年12月 銀行 アルミニウム粉 2016年3月 銀行 スキー用品

2015年7月 信用金庫 旋盤機械 2015年12月 銀行 豆類 2016年3月 銀行 シリコン

2015年7月 銀行 生地・アパレル 2015年12月 銀行 工具 2016年3月 銀行 電子記録媒体

2015年7月 銀行 せんべい 2015年12月 銀行 ステンレス鋼 2016年3月 銀行 ぬいぐるみ

2015年7月 銀行 食肉 2015年12月 銀行 トートバック 2016年3月 銀行 フットサル用品

2015年7月 銀行 園芸資材 2015年12月 銀行 米 2016年3月 銀行 冷凍エビ

2015年7月 銀行 太陽光発電所 2015年12月 銀行 シャンプー等 2016年3月 銀行 インテリア雑貨

2015年7月 銀行 ワイン 2015年12月 銀行 栗・筍 2016年3月 銀行 腕時計

2015年7月 銀行 枝肉 2015年12月 銀行 砂利・コンクリート製品 2016年3月 銀行 ボタン・ベルト等

2015年7月 銀行 食品等 2015年12月 銀行 新車 2016年3月 銀行 太陽光発電所

2015年7月 銀行 家具 2015年12月 銀行 楽器 2016年3月 銀行 菓子類

2015年7月 行政機関 風力破砕機 2015年12月 銀行 通信機 2016年3月 銀行 額縁・モニター

2015年8月 銀行 仏壇・仏具 2015年12月 銀行 鶏卵選別機 2016年3月 銀行 紳士服

2015年8月 銀行 太陽光発電所 2015年12月 銀行 ロボドリル 2016年3月 銀行 肉牛

2015年8月 銀行 太陽光発電所 2015年12月 銀行 太陽光発電所 2016年3月 銀行 太陽光発電所

2015年8月 銀行 魚介類 2015年12月 銀行 ゲーム機器 2016年3月 銀行 太陽光発電所

2015年8月 銀行 農薬 2015年12月 銀行 婦人服・靴 2016年3月 銀行 バイク

2015年8月 銀行 衣料品 2015年12月 銀行 乳用牛 2016年3月 銀行 毛織物

2015年8月 銀行 菓子類 2016年1月 銀行 ワイン 2016年3月 銀行 ＬＥＤ照明

2015年8月 銀行 レース 2016年1月 銀行 ロール紙 2016年3月 銀行 光線・込銅

2015年8月 銀行 日本酒等 2016年1月 銀行 スポーツ用品 2016年3月 銀行 米粉・きな粉

2015年8月 銀行 お米 2016年1月 銀行 太陽光発電所 2016年3月 銀行 太陽光発電所

2015年8月 銀行 アパレル 2016年1月 銀行 肥育牛 2016年3月 銀行 プリザードフラワー

2015年8月 銀行 お米 2016年1月 銀行 太陽光発電所 2016年3月 銀行 婦人服

2015年8月 銀行 太陽光発電所 2016年1月 銀行 冷凍馬肉 2016年3月 銀行 版画の複製

2015年8月 銀行 エクステリア部材 2016年1月 銀行 ベアリング 2016年3月 銀行 宝石・貴金属

2015年8月 銀行 傘 2016年1月 銀行 マシニング機械 2016年3月 銀行 冷凍水産物

2015年8月 銀行 太陽光発電所 2016年1月 銀行 オイルポンプ 2016年3月 銀行 太陽光発電所

2015年8月 銀行 スポーツ用品 2016年1月 銀行 電子機器 2016年3月 銀行 下着

2015年8月 銀行 フレコンパック 2016年1月 銀行 重機 2016年3月 銀行 太陽光発電所

2015年8月 銀行 肥料 2016年1月 銀行 健康食品．ＬＥＤランプ 2016年3月 銀行 肥育豚

213件

173件

117件

73件

2015年度合計

2014年度合計

2013年度合計

2012年度合計

評価鑑定の件数は急速に増加！

（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？ 

✓  金融機関等の委託元 ・・・ 銀行、信用金庫、行政機関、倉庫会社等。 
✓  評価対象の種類 ・・・ 種類はバラエティに富んでいる。所在地は全国。 
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（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？ 

(資料) 特定非営利活動法人 日本動産鑑定が、中小機構「平成 27 年度版事業承継支援マニュアル(支援者向け)」に基づき作成。 

中小企業基盤整備機構は「平成 27 年度版事業承継支援マニュアル(支援者向け)」 

⇒ 『事業承継とは、“現経営者から後継者へ事業のバトンタッチ”を行うことですが、企業がこれまで培ってきたさ
まざまな財産（人・物・金・知的資産）を上手に引き継ぐことが、承継後の経営を安定させるために重要です。』 

①事業性資産（特に、棚卸資産）の評価 

②知的財産・資産の評価 

 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) 

「ABL を活用した事業性評価」による事業承継の支援 
「事業性評価」 ＝ ①「事業性資産（特に、棚卸資産）の評価」 ＋ ②「知的財産･資産の評価」 

⇒ 経営者保証ガイドラインへの対応 
⇒ 中小企業はミドルリスク先以下が少なくない 
⇒ ABL 活用による経営者保証の解除 

⇒ 地方の中小企業を中心に、不動産の評価ではなく、棚卸
資産と知的資産の評価がポイント(M&A への対応を含む) 

⇒ デューデリジェンスでの企業価値の把握 
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事例１２．在庫の特性を踏まえＡＢＬを活用して経営者
保証を求めなかった事例 （地域銀行） 

事例１３.再生手続中の法人に対し経営者保証を求め
なかった事例 （地域銀行） 

事例１４.適切に在庫管理を行っている取引先に対し経
営者保証を求めなかった事例 （地域銀行） 

１．主債務者及び保証人の状況、事案の背景等 １．主債務者及び保証人の状況、事案の背景等 １．主債務者及び保証人の状況、事案の背景等 

・人形・仏壇の小売業者である当社は、雛人形・五月
人形で多くのオリジナル商品を取り扱っており、県内で
の知名度も非常に高い。また、近年、県外にも店舗展
開し、売上げの増加を図っている。 

・今般、メイン銀行である当行に対し、増加運転資金
の申込みあり。その際、「経営者保証に関するガイドラ
イン」に基づき、経営者の保証を提供しないことが可
能か合わせて検討してほしいとの依頼があった。 

・コンクリート製品の製造、卸業者である当社は、過
去に、借入過多、不良債権の発生等により資金繰りに
行き詰まり、民事再生法の適用を申請している。 

・民事再生手続開始後は黒字転換し、財務内容の改
善が図れてきており、また、再生計画の進捗状況の報
告や、決算書等の財務状況の開示がなされている。 

・民事再生手続開始後は、仕入代金の現金払いを余
儀なくされており、運転資金が必要となっている。地元
金融機関から手形割引で新規の資金調達を行ってい
るが、資金調達の窓口を広げるため、当行に対し借入
の申込みがあった。 

・長い業歴を有する真珠加工卸売業者である当社
は、国内外に200 社以上の取引先を確保しており、
業況は安定している。 

・当行との取引は1 年余りと短いものの、海外での売
上げが好調で増収増益となっていることから、当行か
ら運転資金枠の設定を積極的に提案していた。 

２．経営者保証に依存しない融資の具体的内容 ２．経営者保証に依存しない融資の具体的内容 ２．経営者保証に依存しない融資の具体的内容 

・当社は、法人のみの資産・収益力で借入返済が十
分可能であったものの、法人と経営者個人の資産・経
理が明確に分離されておらず、また、適時適切な情
報開示により経営の透明性が確保されていないな
ど、ガイドラインの要件を十分に満たしていなかった。 

・こうした中、当行は、当社の取り扱う商品の売上げが
特定の時期に集中するため、平均月商に比して在庫
が多いという特性や、当社の商品がブランド化されて
おり在庫の固定化の懸念が小さいこと、また、今後も
安定した業績が見込まれることから、ＡＢＬによる当座
貸越枠で増加運転資金に対応することとした。 

・ＡＢＬを活用することで、経営者保証を提供せずに資
金調達を行いたいとの当社のニーズにも応えることが
できた。 

・以下の点を考慮し、経営者保証の提供を受けること
なく対応することとした。 

① ＡＢＬを活用することにより、相応の保全が図れるこ
と 

② 財務内容が改善傾向にあり、債務超過の解消が
見込まれること 

③ 地元金融機関による金融支援が行われていること 

④ 再生計画及び決算書等の財務分析に必要な書類
が提出されていること 

・本件融資で、当社の資金繰りは改善し、事業の安定
化に寄与した。 

・他行との差別化を図るため、以下の理由から、ＡＢＬ
を活用した商品仕入資金の融資を提案した。 

① 当社の取り扱う真珠は、天然素材及び宝飾品とし
ての市場価格があり、ＡＢＬに適していること 

② 事務所、倉庫、作業場での在庫の管理状況に不
安はなく、データ管理に基づくモニタリングが可能なこ
と 

③ 市場価格と在庫状況からシステムを利用して、随
時、在庫評価額が把握できること 

・当社の業績が好調であったことや、ＡＢＬの活用を踏
まえ、経営者保証の提供を求めないこととしたため、
当社にも受け容れられ、当座貸越枠の設定に至った。 

 

（参考）- ①「経営者保証に関するガイドライン」について（2013 年 12 月 5 日公表、2014 年 2 月 1 日適用） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（参考）- ②「経営者保証に関するガイドライン」の活用に係る参考事例集（金融庁：2015 年１２月改訂版）  
 
 

 

 

 

コンサルティング機能発揮のポイント 

①事業承継プラン（「将来に向けて、

法人と経営者との区分・分離」、 ｢経

営者保証なし､かつ ABL｣ ）を提案。 

②日銀の ABL 特則を活用。 

ケース②「経営者保証に代替

する融資手法」として ABL を

明示的に指摘！ 

ケース①（経営者保証なしの融資）・・・元々、経営者保証が不要なくらい、事業内容の良い、ごく限られた企業。  

ケース②（経営者保証に代替する融資手法）・・・信用リスクが相応にある企業。特に融資の軸足をシフトしているミドルリス

ク先（正常先の下位ゾーン､要注意先等）に対しては､経営者保証を外すのであれば､保全策として ABL が極めて重要。  

（実例） メイン銀行が「経営者保証かつ不動産担保｣で融資している企業に対して､A 地銀は｢経営者保証なし､かつ ABL｣を

提案し、経営者が子息等に事業承継する際に「経営者保証を外したい」といったニーズに対応。日銀の ABL 特則も活用。

経営者に｢ありがたい｣と評価されるモデルケースとして全支店で展開｡他の金融機関でも同様の動きが広がりつつある。 

 

 

幅広い業種で､「法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていない」（事例 12）や「事業再生の民事再生
手続き中」（事例 13）の企業でも、ABL 活用による経営者保証の解除がみられる。 
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   （＊）栗菓子、寝具、ワイン、レース、雑貨品などの再評価。 

 

 

 

 

  

日本動産鑑定の鑑定料（2015年度実績）

鑑定料[A]
（平均）

融資額*[B]
（平均）

鑑定料の金利換算[A/B]
（%　(ベーシス・ポイント)）

32万円 3．2億円 / 2．2億円 0.10%/0.14% (10bp /14bp)

（出所） 特定非営利活動法人　日本動産鑑定

(2015年度213案件のうち太陽光発電等を除いたデータ・クレンジング後の162件ベース)

*（金融検査マニュアル）「動産の評価額（時価）×70％（動産の標準的な掛け目）≧処分可能見込
額＝融資額」を前提に、70％（左）と50％（右）の2つのケースを記載。

（参考）　貸出金利の水準  (平均金利 ％）

新規 ストック 新規 ストック
短期 国内銀行 0.660 0.707 0.944 0.840

都市銀行 0.404 0.348 0.536 0.421
地方銀行 1.223 1.488 1.394 1.607
第二地方銀行 1.438 1.626 1.570 1.775

信用金庫 1.840 2.028 1.929 2.108
長期 国内銀行 0.705 1.057 0.826 1.158

都市銀行 0.605 0.967 0.756 1.077
地方銀行 0.787 1.116 0.865 1.209
第二地方銀行 1.003 1.332 1.127 1.445

信用金庫 1.332 1.688 1.420 1.790
当貸 国内銀行 1.397 1.339

都市銀行 1.125 1.097
地方銀行 1.275 1.268
第二地方銀行 1.743 1.753

信用金庫 3.317 3.433
総合 国内銀行 0.690 1.076 0.862 1.158

都市銀行 0.534 0.924 0.860 1.006
地方銀行 0.906 1.149 1.021 1.235
第二地方銀行 1.131 1.380 1.269 1.488

信用金庫 1.515 1.780 1.621 1.882
(出所) 日本銀行

2016年3月 2015年3月

（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？ 

評価料金（動産評価のケース）は帳簿価格、アイテム数、倉庫数によって変わってくる。 

10 万円前後（＊）からであり、平均は 32 万円程度である。（賛助会員の場合） 

⇒ 低金利環境が続いているだけに、「評価料金の融資金額に対する比率」（評価料金/融資金額）を意識す
る金融機関が少なくないが、鑑定料金は 0.１0％（１0 ベーシスポイント）程度である。例えば、貸出金利が１％
(100 ベーシスポイント)としても、日本動産鑑定の評価料金はかなり抑制されていることが分かる。 

⇒ 日本動産鑑定の鑑定料（2015 年度実績）は、金利換算ベースで「0.1％（10 ベーシスポイント）～0.14％（14
ベーシスポイント）」。 
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【事例（１）】 

 

（Ⅰ）企業概要（A 社） 

 

（Ⅱ）A 社と B 銀行の取引背景 
  A社先代社長が息子に事業承継をする際に、B銀行（取引金融機関の下位行）に代表者変更の手続に新社長（息子）が来店。  

               ・・・動産評価アドバイザーであり、その場で出き得る簡易の事業性評価を実施。  

・事業の継続性は安定している。  

・キャッシュフローはあるが､借入金の長短バランスが悪く､流動資産有効活用による「長短バランス改善型の ABL」を提案。   

（Ⅲ）取引金融機関の対応状況と現状 

 
（Ⅳ）ABL 採用に向けての流れ 
                ・在庫評価の理解不足。  
                ・資金調達バランス改善の意識はなし。  

                ・ABL 活用により「キャッシュフロー弁済」の可能性を探る。  
                ・A 社の最大の課題であった「在庫管理」が外部評価により可能となること。  

                ・評価結果・・・簿価 125 百万円 流通価格(時価)156 百万円 処分価格 124 百万円 

（Ⅴ）A 社の変化・・・長短バランス改善を提案し、キャッシュフロー弁済が実現  

 
（Ⅵ）A 社との共同モニタリング実施 
 
 
 
“取組み開始 1 年で A 社は増収増益となり企業格付は上位に遷移し、円滑な資金調達が可能となり下位行から一気にメイン行としての地位を確立”  

               売上高の減少を懸念し、「商品の入替」には躊躇。 （売上減少は金融機関の評価を下げる。

結果、利益の減少も指摘されることとなる。中小企業の社長は大きな不安を抱えている。） 

（Ⅶ）本事例からの教訓と提案 

 
  

ポイント 日本動産鑑定への案件の相談・持ち込み先
✓　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　（動産評価アドバイザーは現在9
名）

（業種）輸入バイク専門ディーラー （取引金融機関）5行
（売上）700百万円 　前社長の出身地から進出した金融機関中
創業44年で全国でも数少ない多車種（バイク） （総借入）400百万円（内　長期340百万円）
の輸入ディーラー 年間約定返済額50百万円

　　　　　　　　　＞キャッシュフロー13百万円

従来の取引銀行（4行） B銀行
事業性評価 未実施（経営に関するアドバイスなし） 未実施

※借入額の95％を占める。 ※原則保証協会対応（全体の5％）のみ。
・メイン、準メインは不在で、経営指導は手つかず。⇒資金繰悪化

現状 ・新代表者は事業革新に向けた店舗改装計画に躊躇
・不動産担保・保証協会の枠は限度一杯
・金融機関はプロパー資金での対応に消極方針 

提案「前」 年間返済額　50百万円　＞　A社のキャッシュフロー13百万円
年間返済額　25百万円　＝　A社のキャッシュフロー25百万円
　　①この計画を達成する為に、動産評価結果を参考に当座貸越枠100百万円設定。

提案「後」 　　②既存の長期借入金70百万円を動産見合いとして当座貸越に吸収（約定返済額の軽減）。
　　　　【参考】　従来の他３行分の保証協会付長期貸出合計8本、合計70百万円
　　③保証協会付長期借入金70百万円返済・・・年間保証料1M削減
　　　　※A社の来春予定としている設備計画枠（保証協会利用）を確保

①メイン行でなくても、企業に真正面から問題解決に取り組むことによる「地元企業の活性化」は可能。⇒メイン化へ！
②全国的に中小企業も金融機関も「流動資産の有効活用によるソリューション型ABL」による成果に気づいていない。

教訓 ③2002年の金融検査マニュアル改訂を受けて、全国の金融機関は「短期資金のコロガシは不良債権化の温床」  　 
　だと誤認したきらいがあり、本来の主旨を理解せずに融資の大半を長期資金に切り替えをした。
⇒従来は最低でも1年1回企業診断のモニタリングだったが、5年間モニタリングなしの「融資ノーチェック」状態を招来。
⇒「目利き力」の退化

提案 金融機関の業績考課項目について、「事業性評価に基づく短期継続融資の取組み⇒メイン化⇒職域獲得
⇒融資総合採算」を考課項目としてより重きを置くべきである。

B 銀行の対応者 

 

A 社の問題点 

 
B 銀行の説明 

 
鑑定評価実施 

 

1 年間共に毎月のモ
ニタリングを実施 

A 社とのコミュニケー
ションが図れる 

売れ筋商品や利益
率の高い商品へ入替 

6 ヶ月後利益率改善
粗利 18％⇒24％へ 

中小企業の社長
の一般的な考え方 

B 銀行は“A 社社長に強
い勇気と決断を促した”  

６．「ソリューション型 ABL」の事例 
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【事例（２）】 

 

 

概略・・・ 

  

 

（Ⅰ）企業概要（C 社） 

 

（Ⅱ）メイン Z 銀行の状況 

（１）従来の対応 

 

（２）ABL 活用に向けての流れ 

 

 

 

（Ⅲ）企業 C 社の変化 

 

 

（Ⅳ）再生計画の骨子 

（１）評価結果を基に、簿価相当額に当貸枠を設定し借入金長短バランスの改善 

 

 

 

（２）①評価結果を基に、新規資金調達枠（成長資金７０百万円）を設定（※）し、資金繰りの安定を図る。 
※担保余力が出たため。 

②不採算店の撤退（※※）等による収益改善を図る。 ※※10 店舗中 2 店舗を廃止。 

③本改善等に対して、中小企業再生支援協議会に関与頂き、他行ならびに信用保証協会も承認。 

（Ⅴ）結果   （ソリューション型 ABL を導入し実態把握に成功。その結果、商品価値の発見につながる） 

 

 
 

 

（Ⅵ）今回の取組みから得られた教訓 

 
  

ポイント 日本動産鑑定への案件の相談・持ち込み先
✓　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　（動産評価アドバイザーは現在
10名）

業歴 年商 総借入
50年（実権者＝会長） 7億円 6億円（長期資金4.5億円、うち保証協会2億円、短期資金1.5億円）

資金繰りは悪化し、返済が不可能となる。

✓　年商の50％を超える商品在庫を抱え、棚卸資産の販売による資金回収は長期化。　その結果、

C 社（仏壇仏具の販売） 
。 
。 

在庫過多により資金繰り悪化 
） 
。 
。 

○県中小企業再生支援協議会 
への再生依頼 
） 
。 
。 

ABL による C 社の事業性評価の実施 
。 
。 

C 社は取引正常化 
。 
。 

ABL により取引先の 
事業性評価が可能 
 

在庫圧縮による借入金圧縮を指導 在庫評価 未実施（※在庫評価できない） 

※長期在庫 不良資産認定 条件変更債権となりニューマネー対応不可 

問題点：C 社・・・在庫評価の理解（Z 銀行への協力）不足 
 
。 
。 

日本動産鑑定による 
在庫の実態把握 
簿価；２８５百万円 

流通価格：６７６百万円 

処分価格：１３９百万円 

C 社の ABL 応諾理由：Z 銀行の動産評価アドバイザーから事業性評価の重要性を説明 

（会長は最後まで動産評価に反対していたが、今後の事業継続の可能性を期待し、評価を承諾） 

金融機関への信頼回復・・・特にオーナーであり実権者である会長は、年代物の希少価値等、技術が要求される
職人が減少する中、商品価値を認めた金融機関に対して信頼を回復するきっかけとなる。 

。 
。 

評価結果を基に、 
簿価相当額に 
専用当座貸越枠を設定 

借入金返済の正常化を図る 
＝借入金長短バランス改善型 ABL 

既存長期借入金 200 百万円
を当座貸越に吸収 
＝分割返済額の軽減 
 

全取引金融機関の
合意が形成される 

条件緩和債権 
から脱却 

改善計画履行による
企業業績の回復へ 

業績回復を受けて、事業承継（経営者保証も解除）もおこなわれた！ 

 メインZ銀行としての積極的な関与により、流動資産の有効的活用によるソリューション型ABLを実施。 

 本取扱いにより、「金融機関と企業との信頼関係」の復活・強化。 

 （ソリューション型 ABL を活用しなければ） 長年の過剰在庫により金融取引の正常化が図れず、事
業承継も実現できなかった。 
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【事例（３）】 

 

（Ⅰ）企業概要（B 社） 

 

（Ⅱ）経緯 

・ B 社は、過去業績不振で経営状況が一時悪い時期もあった。 ⇒ 現在は正常先 

 

 

・ B 社代取は 60 歳を目前に後継者問題を意識。 

 

 

・ メイン行である X 銀行は企業の事業性評価と経営者保証ガイドラインへの対応が不慣れ。 

 

 

・ 準メイン Y 銀行は「経営者保証ガイドライン」の検討を開始し、日本動産鑑定に動産評価を依頼。 

 

（Ⅲ）結果 

・ 棚卸資産評価の結果、Y銀行は、ABLを活用して、メイン行（X銀行）の貸出300百万円に対して、借換

資金を融資するとともに、棚卸資産の一般担保化を行い、後継者の連帯保証人解除を決定（※）。 

※ ソリューション型 ABL 活用による経営者保証の解除を実現。さらに、担保物件である棚卸資産の損害

保険を検討中。 

（Ⅳ）今回の取組みから得られた教訓 

 

 

 

 

 
 

 

【参考】 Y 銀行の「ABL モニタリング管理態勢」の整備強化への取組み 

・ 営業店のモニタリング事務負担の軽減を図るため、2014 年 10 月より「審査部担保管理センター」に

て、新たに「動産・売掛金担保の評価・調査・モニタリング等」の業務取扱いを開始（注）。 

・ 今後の ABL 増加に伴う、営業店のモニタリング業務のサポート及び ABL の定着化が目的。 

（注）2012 年 6 月 1 日付け「ABL に関する銀行法施行規則等・監督指針の一部改正」により、銀行の子会社で
担保財産の売買仲介、所有・管理が可能となった。   

ポイント 日本動産鑑定への案件の相談・持ち込み先

✓　ABLを活用した「経営者保証の解除」による
「事業承継実現」

✓　Y銀行　（動産評価アドバイザーは現在
10名）

業種 ニット製品製造業 借入金 4億円
年商 7億円 X銀行　86.4％

取引行・シェア Y銀行　12.9％
政府系　0.7％

従業員数 80名

B 社の強み（企画力・技術力） ⇒ 百貨店より信頼回復。有力なニット製品メーカーに成長 

課題は、事業承継時における借入金の連帯保証人 
。 

B 社は X 銀行から納得が得られる回答がなかったために、結果、準メイン行（Y 銀行）に相談 
。 
。 

B 社に事業性評価を申し入れ ⇒ 動産（在庫）評価を実施 
。 
。 

① 棚卸資産の実地調査と時価評価による事業性評価が、まさにソリューションの展開（ソリューション型
ABL 活用による経営者保証の解除）へと発展するところが大きな成果である。 

⇒ しっかり将来を見据えて取引先と向き合うことが重要である。 

②サブ行であっても、真正面から企業の問題解決に取り組み成果を上げることは可能。 

⇒ 一気にメイン行へ！ 
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（事例（４）～事例（８））知的財産・知的資産の評価 

 

【事例（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日本海で数多く獲れる真鯛などは日本国内市場で販売すると利益が少なく、水産事業者は「市況変動

が激しいと赤字」になるミドルリスク先。 
 

これを打開するために、TPP も想定して、真鯛を「フィレ」にして、冷凍コンテナでシンガポールへ輸出す

る構想。 

⇒ 付加価値を高めるために、「和魚（わざかな）」という商標権をシンガポールで取得。 

すぐ、日本語の模倣品などが出てきて、「利益が一時的にしか上がらないリスク」が少なくない。 

「商標権のプロテクションも含めた知的財産の評価」を活用することで、「利益を安定的に拡大」していく

ことを目指している。 

⇒ 「真鯛やフィレの棚卸資産見合いの専用当座貸越（ABL）」と「フィレ加工の長期設備融資（ABL）」

により事業拡大を支援していくことで、地元農林水産業の「6 次産業化」をアジア等に展開しようとして

いる。 

⇒ 当行は関東、東海、北陸、四国等の地銀とも連携し、日本の地域の広がりをもった JAPAN ブランド

の地元商材をグローバルに輸出することで地方創生を実現させる考えだ。 

⇒ ブーメラン効果として、地元商材やそれを生み出す観光地へのインバウンドの外国人観光客増も狙

っている。 

 「ミドルリスク先」⇒「商標権」⇒6 次産業化による「ビジネスモデル転換」⇒「成長パス」へ 

（しかし、） 

「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」 

 

（真鯛･フィレの棚卸資産見合いの専用当座貸越（ABL））     （フィレ加工の長期設備融資（ABL）） 
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（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 

(金融機関と中小企業の社長の             知的財産・資産の評価への反応) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

内容 各種ブランド和牛の市場とトレンドを明確にするとともに、「☆☆牛」ブランド(商標)の市場価値を分析、評価する。

背景
業歴50年以上の地元有名企業。製造会社と販売会社を分けていた。製造会社が債務超過で新規資金調達が出来ない状況に
ある。

目的 事業性評価により、ビジネスモデルや商流を把握することで、事業再生とその後の成長を後押しする。

評価
手法

牛肉市場の生産・消費動向からノンブランド牛肉との単価差や知名度の地域的な広がり、口コミ評価などの多数のデータを収
集し、独自ノウハウで加工し知財評価を行う。

コメント
知的財産権が「☆☆牛」の商標のみであることから、強化策として今後の事業・ブランド展開を想定した区分や指定商品、役務
の拡張、また活性化している中国等への出願等によるブランド価値の向上を提案いたします。また、ノウハウの流出に留意して
特許等を出願することで他ブランドへの牽制や差別化が図れるものと考えます。

内容 亜臨界水技術を応用した新たな調味料製造法(特許)に関する事業性について、市場、技術などの複数の視点で評価する。

背景
海外（中国）などで珍重される干し貝柱を生産する際の副産物である貝煮汁は、生産地（北海道）でなく本州にて調味料に加工
されている。

目的
煮汁を北海道内で地産地消することで、亜臨界水技術を応用した新たな調味料製造法により、新たな帆立調味料としてブラン
ド化し、新規事業を立ち上げる。

コメント
超/亜臨界水技術の応用に関して、他の高級乾物（アワビなど）に適用可能であれば、将来市場を想定して海外出願を含む権
利化をご検討ください。また、今回の権利化（特許）内容から、商標（ブランド）との併用で権利をさらに強くすることが可能と考え
ます。

内容 クリニックを経営している泌尿器科の権威である○○医師が保有する診断/治療方法（特許）の事業性について評価する。

背景
と

目的

高齢化とともに増加しているが正確な診断がなされず苦しんでいる「間質性膀胱炎」の患者を救うため、診断方法及び治療方
法を確立することを目的とする。NBI機能（超高精細画像）を有する内視鏡に、これまでの治療で得た病理診断用の画像データ
ベースを組合わせた診断方法と、治療薬を合わせた治療方法を提供することで「間質性膀胱炎」に悩む世界中の患者を救いた
い。これまで、金融機関、顧問弁護士・税理士、コンサルに相談していたが、特許の適切な評価が出来なかったために、資金
調達の道が閉ざされていた。

コメント
米国での権利が「医療行為」に相当する場合は、権利行使には慎重を要します。権利売却による現金化や、上田先生が蓄積さ
れている豊富な病変画像のデータベースを活かした診断設備の高精度化や、医療機器メーカとの共同開発による課金体制を
構築するのも一策と考えます。

内容 株式会社○○は☆☆の製造を行っており、環境対応車向け充電インフラなどの需要が拡大しビジネスチャンスとなっている。

背景 今後の需要に対応すべく、開発・量産体制の支援が可能か否かを評価する。

目的 ☆☆の開発・製造に関する事業性を、市場動向、特許、技術など複数の視点から評価する。

コメント
開発の歴史や他社の特許保有状況から、特許を活用しにくい技術分野と推定されますが、さらなるリスク回避策として、①契約
（対部品供給メーカ）による他社特許の回避、②取引先の多様化、③他社保有特許の把握と設計回避、をお勧めします。事業
性評価は、対象企業が保有するノウハウと市場性を考慮すべきと考えます。

1. 評価書には「融資の必要事項が網羅」されている。  

2. 今回は初めてなので企業からの提出資料が限られていたが、さらに資料を集めることが出来れば、「企業
の事業性評価に大変有益」になる。今後もドンドンやりたい。   

3. 社長も銀行も「何となく、もわっとした感じ」で「特許の価値」を捉えていたが、今回の評価によって「見える
化」された。これは銀行や弁護士、コンサルでは出来ない。    

4. 社長と銀行にとって｢大きな気付き」になり、「大きなリレーション」になる。「経営のヒント」になる。   

5. 「財務諸表では見ることのできない将来キャッシュフローを見る」ことが出来る。「事業の発展を前提とし
た増加運転資金や設備資金の取り組み」ができる。   

6. 「知財の評価」は「担保」ではない。「担保としての利用」では「金融機関は思考停止」となる。まさに事業
性評価による「事業再生計画」を組むことが出来るし、「その計画に沿ったニューマネーの供与も検討す
ることが可能」になる。これで、地元企業の業績改善を含め「真の成長支援」が出来る。 
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【事例（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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

（事例①）  

乳牛業者のビジネスモデルを検証したところ、「事業性評価による実態把握から、商流、ビジネスモデルが明確

になり、今後の事業継続・成長の可能性が非常に高く、ファイナンスの付け方（ＡＢＬ）で大きく成長し、近隣事業

関係者をも巻き込み地域の発展にもつながる」と判断した。ＡＢＬ実行により、「国の各種補助金に頼ることなく、

独自の企業努力で黒字化し、要注意先から正常先へのランクアップが実現」した。 

（事例②）  

養豚業者のビジネスモデルを検証したところ、市場価格など外部環境が大きく変化する中、「農協への依存では

飼料仕入れや販路も自由がきかない」ことに着目した。 

「ＡＢＬ実行による買掛金支払い」により、「農協との関係から離れ、経営の自由度が増し、戦略的な仕入れ販売

を実現し、国の補助金に頼らない事業収益での営業利益計上を実現」した。 

 

（事例③） 

アユやマスの養殖場のビジネスモデルを検証したところ、「ビジネスモデルと資金調達がバラバラで金利負担、

返済負担が企業の成長を妨げている」ことに着目した。 

ABL を提案したところ、実は、「一番の課題は組合の理事長や理事が全員保証人」になっており、「高齢化」で悩

んでいた。後継者問題に個人保証問題が重なり事業の継続・発展を躊躇していた。「アユやマスの個体管理はし

っかりしていたので、『ＡＢＬの融資枠の提案と保証人解除』で事業の継続と成長支援が実現」した。 

 

（事例④）  

林業のバイオマス発電のサプライチェーンを整え､｢バイオマス事業」を支援。今後の､｢国土の３分の２を占める

森林の有効活用」に「エネルギー事業の潜在価値」を見出した。 

今後は温浴施設等への「バイオマス発電」を導入し、「エネルギーコスト削減からの地域活性化」に取り組む。 

 

（事例⑤） 

｢5000 坪のハウス栽培を１台の人工知能が管理」する高品質トマトの栽培に成功し､作れば作るだけ売れるシス

テムを構築した｡農業人口が半減する中､｢数人の従業員で２４時間水光熱管理する栽培ビジネス｣を、今後、県内

におけるその他のハウス栽培（イチゴやキノコ）に展開していくために、「産官学共同の仕組み構築」を働きかける。 

 

一部の「先進的な農林漁業者」は国の補助金等の支援に頼ることなく、「独自の企業努力と民間金融機関の

支援により、収益性の高いビジネスモデルへと見事に転換」している。 

そこには、「民間金融機関による事業性評価（知的財産・資産の評価を含む）が大きく貢献」している。「従来

は、民間金融機関は農業分野などについて各種補助金や規制等が不明で分かりづらい」ということで、「融資対

象外」としてほとんど取組んでいなかった。ところが「６次産業化」や「一般事業者の農業分野進出」に伴い、民

間金融機関も地域創生の観点から農林漁業事業に取組んでみると、旧態依然とした経営と金融環境に驚くとと

もに、「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」が広がっている。 

以上列挙したように、旧態依然とした国の補助体制から独立し、独自のビジネスモデルを構築することで、ＴPＰ

にも負けないＩＴ戦略、知的財産戦略を持つ事業者が次から次へとあらわれている。  

民間金融機関は、「農業のことは分からない」などと言っている場合ではなく、官公庁などと連携しながら、地域

の農林漁業事業者向けの「事業性評価に基づく事業継続と成長支援」を推し進め、「地域のため、世界で戦う

日本の農林漁業のために活動・活躍していく」ことが肝要である。 
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“進んでいる”金融機関は、取引先の「事業性評価に基づく融資や本業支援」に取り組み、数多くの中小企業

がミドルリスク先（リスケ先を含む）から正常化し、事業承継などが可能となり成長パスに復している。 

⇒ 金融排除(financial exclusion)」問題へのソリューション。 

⇒ ミドルリスク先のうち「リスケ先（図の C２）」に対応することが出来る金融機関であれば、「他のミドルリスク

先（図の B4～C１）」への対応は十分可能。 

 

 
  

正常先 A１

A２

A３

B１

B２

B３

ミドルリスク先 B４

B５

要注意先 C１

C２

要管理先 C３

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。

＜リスケ(返済猶予等)のインプリケーション＞
『金融機関がリスケ(返済猶予等)に応じる→貸出条件緩和債権にな
る→債務者企業が要管理先になる→大幅な貸倒引当金を計上→金
融機関の損失が拡大→回収（成長支援なし）』の流れに対し、“進んで
いる”金融機関はリスケ先を成長予備軍と位置付けている！

＜現状の多くの金融機関＞
リスケ先は回収勘定（融資グループ勘定）に移管。営業推進の前向き
な目線は入らない。
⇒　回収勘定を担当する部署は、金融機関の業績評価で「回収するこ
と」が評価される。「事業再生し成長資金を付けたら、せっかくここまで
回収してきたのに貸出残高を増やすことになり、回収計画が達成でき
なくなる」との姿勢。
 
要するに、「リスケ先を成長予備軍とするためには、事業性評価が
まずもって必要な先」であるが、実は、リスケ先は事業性評価の対象
になっていない。
⇒　全国の多くの金融機関は、これまで、延滞圧縮とリスケ債権の回収
に過去最高の実績を上げているが、実は「自分の収益源を食いつぶ
すと同時に、生き残れる中小企業もつぶしている」という事実に目を
向けていない。

＜中小企業の経営者の金融機関に対する選択眼＞
（１）リスケ先にしっかり向き合う真摯な姿勢
リスケ先に対して、しっかり向き合い、不良在庫・過去の負債等なぜ
そうなったのかについて適切に実態把握を行う金融機関か？

（２）事業性評価に基づく短期継続融資と本業支援の力
「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
（C2）に対して、
⇒　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）
を実行することで「財務キャッシュフローの改善」で資金繰りを安定
化させ、
⇒　さらに、真のビジネスマッチングなどで「営業キャッシュフローを改
善」させ成長軌道に乗せることのできる金融機関か？

（３）事業承継への対応力
リスケ先に対しても、事業再生・成長支援の一環として、「経営者保証
に関するガイドライン」を積極的に活用する金融機関か？

(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? 
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“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？ 

 【導入時のよくある言葉】  

①今まで長期資金、保証協会付借入が中心だっ

たのになぜ、今、短期資金なのか？  

②銀行から「担保」「短期」「融資」という言葉自

体、聞きたくない。 

③売掛金や在庫を担保に入れないと融資が受け

られないのか？  

④ 担保に押さえられてしまったら商売が自由にで

きなくなる。  

⑤評価料金、登記費用等コスト負担が大きい。  

⑥在庫の継続管理、売掛金の毎月の報告が面倒

だ。  

⑦銀行が売掛金の評価や在庫の評価ができるの

か？  

⑧非常に安く評価されるのではないか？  

⑨他社でＡＢＬを利用している話を聞いたことがな

い。  

⑩税理士に聞いてみる。コンサルタントに聞いて

みる。 
 

 

 

 

（参考１） 「ソリューション型 ABL」の導入「時」と導入｢後｣のよくある言葉 

（参考２）「２０１６年版 中小企業白書」(中小企業庁 2016 年 4 月 22 日)  

 

 【導入後のよくある言葉】  

①あの時のＡＢＬがなかったら、今の会社の業績はない。  

②在庫の動向と利益水準を見ることで、売れ筋商品、利益

率が高い商品が分かった。  

③金融機関の担当者とビジネスの話ができるようになった。  

④資金繰りに追われ前向きなことが考えられなかったが、資

金繰りが正常化になり、ビジネスに集中できた。  

⑤本来の成長資金を調達できて、前向きな経営が考えられ

るようになった。  

⑥事業承継をあきらめていたが、後継者も事業の継続と成

長が考えられるようになった。  

⑦当社の弱み強み課題等を、銀行と共有できたことがうれし

かった。  

⑧久し振りに銀行員と自社の事業展開について話ができ

た。  

⑨情報を開示することで信頼関係がさらに強まり、相談しや

すくなった。  

⑩自社だけではなく関連協力会社の業績まで改善につなが

った。 
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７．「ソリューション型 ABL」を支えるインフラ整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

（Ａ）勉強会 （Ａ）日本動産鑑定

（Ｂ）事業性評価アドバイザー養成認定講座 （Ｂ）主催：日本動産鑑定

　　　共催：知的資産活用センター

（Ｃ）動産評価アドバイザー養成認定講座 （Ｃ）主催：日本動産鑑定

　　　共催：一般社団法人

（Ｄ）検定試験 　　　　　　　金融財政事情研究会

　　　ABL動産評価アシスタントアドバイザー （Ｄ）一般社団法人 

　　　金融財政事情研究会

（Ｅ）通信教育、小冊子『これでわかるABL』 （Ｅ）㈱きんざい

（Ｆ）内部規程支援サービス （Ｆ）日本動産鑑定

（Ａ）動産評価鑑定業務 （Ａ）（Ｂ）（Ｃ）

日本動産鑑定　

（Ｂ）売掛債権評価業務 ㈱電子債権応用技術研究所

他　評価業務にご協力頂ける

（Ｃ）太陽光発電所の事業性評価鑑定業務 賛助会員

(2)事業性評価部門 （Ａ）知的財産・知的資産の評価業務 （Ａ）パナソニックIPマネジメント㈱

  ②知的財産・知的資産

（Ａ）営業倉庫在庫管理システムの構築 （Ａ） 三井倉庫（株）

（Ｂ）モニタリングの為の担保動産の写真撮影 （Ｂ） （株）ベルシステム２４

ｴﾑ･ﾕｰﾌﾛﾝﾃｨｱ債権回収㈱

（Ｃ）動産担保管理台帳のシステム管理 （Ｃ） （株）オービック

（Ｄ）流通価格データのクラウドサービス （Ｄ） （株）電通国際情報サービス

（　2016年度中よりサービス開始予定　） （株）デジックス

　　　　他　データ提供会社

（Ａ）新流通市場（リマーケット） （Ａ）（Ｂ）（Ｃ）

（株）リマーケット・

（Ｂ）ビジネスマッチング エージェンシー　他

処分業務にご協力頂ける

（Ｃ）新たな処分市場

（Ａ）ABL総合補償プラン （Ａ）

　　　物流総合保険（動産担保） 損害保険ジャパン日本興亜㈱

　　　取引信用保険（売掛債権担保） （株）KK・エージェンシー

※日本動産鑑定は保険募集は致しません。

日本動産鑑定の事業概要

（5）　担保動産・売掛債権
　　　に対する専用損害保険
　　　スキームのご紹介

（金融機関の保全部門）

賛助会員

　　　のご紹介

　　　サービスのご紹介
（管理部門）

（4）　動産処分ネットワーク

（処分部門）

（1）　ABL業務支援サービス
（普及の為の教育部門）

(2)事業性評価部門
①動産・債権評価鑑定サービス

（3）　在庫モニタリング

　  の評価サービス

サービス支援企業
当法人を含む

2016年6月現在
事業内容

５つの事業部門

日本動産鑑定の

中

小

企

業

営業キャッシュフロー改善

資産に注目

実態把握

在庫適正化

コストダウン

金融キャッシュフロー改善

負債に注目

金

融

機

関

（
銀

行

等
）

（
日
本
動
産
鑑
定

賛
助
会
員
）

卸

売

業

製

造

業

小

売

業

【 リレーションシップバンキング 】

評価依頼

商品の売買

マッチング

ファイナンス依頼

ビジネスマッチングニーズ

コンサル

ティング

機能の発揮

事業価値アップ

（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。 

⇒「オープン･イノベーションのプラットフォームを持つハブ•アンド•スポーク型のビジネスモデル」 

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。 

 

 




