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金融円滑化法案が延長され、新規の条件
変更の申出の増加はもちろんのこと、既存
の条件変更についての継続依頼申出が今後
増加することが見込まれている。事業の存
続のための条件変更については、金融機関
としての社会的使命＝ミッションを全うす
ることを前提とするならば、原則応諾し、
事業を継続する目的で計画的に事業再生・
再建を行っている融資先からの条件変更申
出については柔軟に対応し支援体制を整え
るべきである。
しかし、事業継続の可能性について、事

業計画に経済的合理性が認めがたいケース
では、安易に条件変更申出に応諾すること
を避けるべきである。本来存続できない事

業を継続させるためのリスケであれば、単
なる延命（問題の先送り）となり、いずれ
は金融機関の収益を圧迫し銀行業務の使命
を果たすことができなくなるリスクを負う
ことになるからだ。
本稿では、リスケ時の減額幅の妥当性に

ついて、順調な本業向け貸出のみの場合で
も他行の不採算部門への貸出に対するリス
ケに付き合う必要性があるかどうか、リス
ケの基本について、実務対応を解説する。

元金返済金額の減額申出時には、必ず、

安易な条件変更申出に
待ったをかけるポイント
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 三枝 嗣典

１�．リスケ時の減額幅の妥当性
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減額の幅をどうやって決めるかという問題
に直面する。
返済条件変更（リスケジュール（以下「リ

スケ」という））については、元金返済の
減額幅についての明確な基準・規定はない
ため、個別の企業又は事業の損益・資金繰
りを見ながら決定される場合がほとんどで
ある。
もちろん 5年計画（金融機関及び事案に

よっては 10 年計画）に基づいて減額幅を
決定する場合や、当面 6ヵ月ないし 12 ヵ
月間の間、元金据置を行った後、業況を見
てから減額幅を検討・決定するという場合
もある。
一方で、各金融機関で公平性を重視する

という見解から、確定された返済財源・返
済原資について各金融機関の残高による按
分返済、俗に言うプロラタ返済という選択
肢も数多く見られる。
プロラタ返済検討時に有担保・無担保貸

出が混在すると、金融機関の間で返済元金
の減額幅がまとまらないケースもあり、各
金融機関間の調整に苦労することも多いだ
ろう。
しかしながら、返済条件を変更し、事業

継続を支援するという変更条件申出の本来
の趣旨を客観的に判断するならば、当初の
資金目的（融資目的）を基準に減額幅を見
直すのが基本であり原則である。
ここでは、以下、設備資金、運転資金、

設備資金・運転資金に分けて解説していこ
う。

（１）設備資金の場合

償却資産の場合で、主として本社営業所・

工場・支店営業所の購入、増設、改装、が
融資時の資金目的となっている場合、当期
利益＋減価償却（または期間損益）の範囲
までの減額対応を行うのが目安になってく
る。
その後は収益計画に沿った返済元金の修

正を行いながら事業継続を支援しなければ
ならない。
ただし、当期利益＋減価償却（又は期間

損益）がマイナスの場合は、その事業が成
り立たなくなる可能性が高くなっていると
いう判断の基に、いったん元金を据置し、
事業継続が可能な収益計計画を策定できる
かどうかのコンサルティングを行った後、
償却期間内（又は 20 年～ 30 年程度）で返
済が可能となるように、取引先と協同して
再生・再建計画を立て、支援を行うべきで
ある。
また、ケースによっては所有物件を売却

し、賃貸による営業の存続が可能な範囲で
事業継続を模索しながらのリスケ支援も必
要である。
償却資産の場合で賃貸収入物件購入を中

心とした資金目的の場合、賃貸収入減少を
原因とする返済元金減額申出となるケース
がほとんどである。
この場合は毎月の収入・支出がはっきり

目に見えるので、減価償却額を基準とする
のではなく、毎月の資金繰り実態・損益実
態を把握した計数を基準にした返済条件変
更が妥当である。
よって、元金・金利が返済できる金額に

まで減額を行い、資産の稼働状況・収益状
況を毎月モニタリングし、3ヵ月から 6ヵ
月に一度見直しを行えるようにして、実務
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対応優先のコンサルティング方針を基準に
してのリスケ対応が必要である。
その他の設備資金の場合、当期利益の範

囲までの減額対応とするのが原則であるが、
事業継続に必要な資産でない場合が多く、
一定期間元金据置の後、当該資産売却によ
る返済を求める可能性を検討・推進できる
コンサルティングを行いながらのリスケ対
応が必要である。

（２）運転資金の場合

運転資金の返済条件変更申出の場合は、
設備資金の場合と違い減額幅の妥当性を判
定する基準が少なく、公平性の原則に則っ
てメイン行及び他行の減額幅を目安に算定
するか、プロラタ返済を目安とした返済元
金減額を行っているケースが多くみられる。
事業を行っているのであるから、基準は

当然ながら営業計数を基に決めるのが妥当
であり、ここでは売上・当期利益に変化が
ないと仮定し、長期で分割返済した場合で
検証を行う。
例えば 300 百万円を借入して５年（60

ヵ月）で返済する場合を考えてみる。この
場合、毎月 5百万円の元金返済となり、１
年間で 60 百万円返済する現金が必要であ
る。
税引前当期利益（法人税等は税引前当期

利益の 50％、消費税、償却はゼロと仮定
する）が 120 百万円であれば、税引後当期
利益は 60 百万円となり、元金 60 百万円を
返済すると手持ちの現金はゼロとなるが不
足することはない。
この経営状態を 5年間継続できれば、借

入した 300 百万円は 5年後に返済完了とな

り、資金繰り面からは現金不足は発生しな
い。
では、何のために 300 百万円を借入した

のかというと、事業の継続のためであるこ
とはもちろんだが、利益増加を目指し余裕
現金すなわち企業存続のための将来の投資
資金を留保することを目標として運転資金
を借入したはずである。
しかしながら年間約 60 百万円の現金が

借入元金の返済として 1年間に流出、5年
間で 300 百万円の現金が流出しているので、
5年間の税引後利益累計は 300 百万円であ
るが、将来の投資のための余裕現金蓄積は
ゼロである（金利は経常損益で処理されて
いるので、余裕現金増減には算入していな
い）。
6 年目からやっと 60 百万円の余裕資金

ができて、借入をせずに運転資金に充当し
事業を継続することができるようになるが、
300 百万円が留保できるのは更に 5 年後、
借入開始から 10 年後である。
利益が一定以上計上できる状況であれば、

毎年 60 百万円を折り返して追加融資を受
けながら返済を継続すれば、資金繰りに不
安がなくなり、銀行からみても企業・事業
者からみてもお互いに共存できる状態にな
る。もちろん毎月の返済条件を変更する必
要はない。
しかしながら、利益が一定以下に減少し

た場合はどうなるか。以下に 5つのパター
ンを検証する。
①�　借入して 1 年目の税引前当期利益が
60 百万円の場合、税引後当期利益が 30
百万円で、返済 60 百万円のうち 30 百万
円、すなわち 50％が返済できなくなる。
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リスケして年間 30 百万円の返済額、つ
まり毎月 2.5 百万円まで元金返済を減額
しなければ、資金繰りがショートしてし
まう。

　�　結果論となるが、当初から 10 年返済
（120 ヵ月）で返済を行う毎月の元金返
済金額と同じになる。

②�　借入して 1 年目の税引前当期利益が
30 百万円の場合、税引後当期利益が 15
百万円で、返済 60 百万円のうち 45 百万
円、すなわち 75％が返済できなくなる。
リスケして年間 15 百万円の返済額、つ
まり毎月 1.25 百万円まで元金返済を減
額しなければ資金繰りがショートする。

　�　結果論となるが、当初から 20 年返済
（240 ヵ月）で返済を行う毎月の元金返
済金額と同じになる。

③�　借入して 1 年目の税引前当期利益が
15 百万円の場合、税引後当期利益が 7.5
百万円で、返済 60 百万円のうち 52.5 百
万円、すなわち 87.5％が返済できなくな
る。リスケして年間 7.5 百万円の返済額、
つまり毎月 0.625 百万円まで元金返済を
減額しなければ資金繰りがショートする。

　�　結果論となるが、当初から 40 年返済
（480 ヵ月）で返済を行う毎月の元金返
済金額と同じになる。

④�　借入して 1年目の税引前当期利益がゼ
ロの場合、税引後当期利益がゼロで、返
済 60 百万円のうち 60 百万円、すなわち
100％が返済できなくなる。リスケして
年間元金ゼロの返済額、つまり利払いで
の対応をしなければ資金繰りがショート
する。

　�　結果論となるが、当初から利払い貸出

（返済期限なし）と同じになる。
⑤�　借入して 1年目の税引前当期利益赤字
の場合は、事業存続そのものが危うくな
っているので、元金据置手続後、速やか
に事業再生のコンサルティングを行わな
ければならない。
以上から、長期の運転資金を融資した場

合、税引後当期利益が年間元金返済額かそ
れ以下になればリスケによる返済元金の減
額を行うことが必要となり、その減額幅は
貸出時計画時の当期利益の減少割合によっ
て決めるのが妥当ということになる。
また、運転資金の貸出で、上記①～⑤の

ケースの場合に、売上が増加している取引
先にはリスケをせずに追加融資を行ってい
るケースが多く見られる。
しかし、売上が増加しても利益が減少し

た場合には、更なるリスケが必要となる可
能性があり、売上増加を根拠とした運転資
金の長期分割支払の融資は避けるべきで、
運転資金としての支援が有効な 1年間での
反復運用が可能である商品を提供するとと
もに、毎月の資金繰り実態・収益実態がモ
ニタリングできる体制をとり、実践面での
コンサルティングを強化して融資取組みの
支援体制を構築するべきである。

（３）設備資金・運転資金併用の場合

設備資金と運転資金の両面から融資を行
っている場合は、設備資金の場合は融資目
的の物件を担保としている場合が多いので、
返済財源（期間損益）が見込まれる場合は
減額した元金返済分を無担保部分が比較的
多い運転資金の返済に充当し、余剰が出れ
ば設備資金の返済に充当する。
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余剰が出ない場合は設備資金の返済元金
をゼロ（据置）の対応を行う。
いずれにしても目的的設備の有効活用を

目指したコンサルティングを行い収益増加
を策定し、一定のリスケ期間（5年～ 10 年）
経過後には正常返済に戻すとともに、正常
な運転資金が反復運用で追加融資可能とな
る支援体制をとることが求められている。

順調な本業向け貸出のみの場合でも、他
行の不採算部門への貸出に対するリスケに
付き合う必要性があるかどうかを考えてみ
よう。
部門別の粗利・貢献度を、交差比率に重

点を置き計数の検証を行うことで、現状実
態把握を行うことは与信判断・事業継続支
援時には必要不可欠である。しかしながら、
1年後に融資目的としたその部門の粗利が
増加する場合もあれば、逆に減少する場合
もある。
国内外の政治・経済・環境状況によって

は、採算部門から不採算部門となるケース
があるし、今回の東日本大震災のように、
事故・自然災害などの発生により一瞬にし
て採算部門から不採算部門となることはも
とより、事業そのものの存続が危ぶまれる
事態も起こり得る。
日頃から融資先の業況を把握できる体制

を構築し、部門別の収益状況が毎月把握で
きるようなコンサルティング体制の導入が
急がれる。
さて、不幸にして融資先の資金目的であ

る部門が不採算部門となった場合には、返
済条件のリスケによる支援を行う過程で、
返済元金の減額幅を検討していくことにな
るが、他行の融資目的が同一部門への融資
である場合は協調してのリスケを進めるこ
とが可能となる。
しかしながら、他行の融資目的が、不採

算部門への融資ではなく、採算部門へのリ
スケ対応に難色を示す方針を打ち出された
場合は事情が異なる。
採算部門へ融資している金融機関が①リ

スケをまったく行わない場合、②条件付で
リスケを行う場合について検証する。

（１）リスケを全く行わない場合

自行単独でリスケの経済的合理性が確定
できるかどうかがポイントとなる。
リスケを全金融機関横並びで行うべきと

いう、決まりごとや経済的合理性は存在し
ない。あくまでも金融機関の公平性という
考え方から他行とできるだけ同調して行う
ことを是とする傾向が強いということであ
る。
不採算部門の採算部門への移行が可能と

なる事業計画を策定することはもちろんの
こと、なぜ不採算部門に陥ったのかその原
因を解明し実態を把握する必要がある。
原因を解明すれば、改善すべきポイント

が明らかになり、不採算部門再生への具体
定期計画及びアクションプランを打ち出す
ことができ、リスケによる支援が成果を産
む。
アクションプランのない事業計画による

リスケ支援では当面の先送りリスケ支援と
なってしまい、回収に懸念を残す。

２�．不採算部門の他行貸出リス
ケへの協調の可否
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したがって、単独でリスケ支援を行うに
は、債権保全面での強化を検討することは
もちろんのことだが、販売先・売掛先から
の回収条件の把握及び仕入先・買掛先の支
払条件の把握は、必ず毎月ヒアリングして、
業況変化に対応できる体制を必要とする。

（２）条件付でリスケを行う場合

ここでいう条件付とは、本業を採算部門
と不採算部門を分けずに、本業全体を再生
するためにリスケを行う場合のことである。
したがって、不採算部門の閉鎖という事

業計画になる可能性が非常に高くなる。採
算部門での再生が早期に完了すれば、リス
ケを終え、早期にリスケ前の返済条件に戻
されることが想定される、
つまり、他行がリスケを行ったが、不採

算部門を閉鎖した後にリスケを通常返済に
戻すというケースである。
不採算部門が閉鎖になった以上、採算部

門からの返済財源の捻出を見込まなければ
ならないため、返済期間を長期に延長しリ
スケを行うことが必要となるので、時間を
かけての支援体制をとる覚悟が必要となる。
以上のように、2012 年以降は、他行と

同調しながらのリスケ支援のみではなく、
自行のリスケ方針を独自に立てての支援を
行うことが重要になってくると思われる。
取引先企業・事業者の業況実態を確実に

かつ定期的に把握できる体制をとること、
すなわち現場でのコンサルティング機能を
導入することが必要不可欠になってくる。
動けるコンサルティング機能をもった金

融機関の増加が取引先から期待されている
とともに、経営陣への的確な助言を行える

人材を育て、チーム・組織で動ける支援体
制そのものが金融機関に求められているの
である。

情報が溢れ、リアルタイムで行動を起こ
さねばならない現在及び未来において、人
材、特に「人財」は重要な位置を占めてく
るようになる。
データーはコンピューターのおかげで整

理されたものが即時にインターネットを通
じてアウトプットされるし、情報は至る所
に存在し、望めば即時に入手して発信する
ことができる。
まさに自由自在の世の中になったが、判

断・選択はコンピューターにはできない。
コミュニケーションも同様で、リスケに

ノウハウやマニュアルは存在しない。
企業・事業者の現場は常に動いて変化し

ている。
業況把握を現場で行い、今後の方針を策

定し、毎月のモニタリングを行うことでは
じめて事業を再生・再構築することが可能
になる。
経験・体験が智慧に変わる、その時に人

材が「人財」となる。「企業は人なり」の
基本である。
リスケがますます必要になる今後に向け

て、金融機関の現場担当の方々の参考にな
り、現場力を磨いていただける材料になれ
ば幸いである。
（㈱フィナンシャルインスティチュート大
阪コンサルティング部）　

３�．リスケの基本
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