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貸出条件変更（リスケジュール）先につ
いて、金融機関の姿勢としては追加融資を
行わない対応がほとんどである。筆者の体
験からであるが、この 1年間でリスケを行
っている企業から数十件の追加融資申込み
を行ったが、応諾いただいたのは、１件で
あった。
ただし、この 1件は、増額依頼を申請し
て、追加融資ではなく、リスケを行ってい
る金融機関数行の残高を 1本化して肩代わ
り実行となったケースである。
現状、リスケを行った状態では、追加融
資は基本「謝絶」という対応しかできてい

ないのではないか、審査する基準がないの
ではないかという仮説を立ててみた。それ
ならば審査・判断基準を見つけなければな
らない。
金融機関のほとんどでは、リスケ案件（保
証協会のみ融資は一部除く）は支店から本
店審査部に稟議申請され、決裁基準で審査
部長決裁案件とそれ以上（役員会決裁、理
事長会決裁等）の案件に分かれて審査が進
む。
また、6 月基準及び 12 月基準で行う自
己査定（資産査定）の時期に、リスケ案件
は資産査定されて正常先及び要注意先とい
う債務者区分に分類される。これが、金融
円滑化法による審査及び自己査定の流れで
ある。
よって正常先の債務者区分となれば、理
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１�．審査及び自己査定の現状と
金融円滑化法案施行前の状況



銀行営業推進　2011.9 19

特 集 1　貸出債権劣悪化と支援継続の可否判断

論上は追加融資について審査することは可
能である。しかし、重要なことは判断基準
を策定することにある。
一方、08 年 11 月から始まった円滑化に
係る一連の施策が施行される前には、貸出
条件変更先の債務者は、よくて要注意先、
悪ければ要注意先の要管理先又は破綻懸念
先に区分（保証協会付融資先のみ先、又は
保証協会付融資債権は除く）されており、
融資の増額については 95％程度が不可で
あった。
当初契約した返済額に戻さなければ、追
加融資の審査対象にすらならなかったので
ある。
理由は簡単で、要注意先以下の債務者区
分先は、金融機関から見れば不良債権（資
産）の予備軍であり、追加融資を行うと、
不良債権（資産）の予備軍が増加するので、
追加融資は自らのリスクを抱え込むことと
なるからである。
しかしながら追加可能なケースが５％程
度存在した。
ひとつは、都道府県（市）信用保証協会
付の場合。
もうひとつは、返済期間 12 ヵ月以内の
紐付き融資（返済の見込みが立っている状
態にあるもの。例えば公共工事で役所の発
注書があるのもの）でリスクに見合った金
利が取れる場合である。
リスクに見合った金利とは、倒産はしな
いであろうが、概ね 2～ 5年間は事業が継
続する見込みがある場合に、例えば正常先
区分先に 2％で融資しているのであれば、
リスクを取って 4％でなら融資可能、とい
ったケースである。

結論から言うと、追加融資支援は企業又
は事業の損益・資金繰りを見て決定されな
ければならない。そして、損益よりもむし
ろ、資金繰りを中心に決定しなければなら
ない。
金融機関が不良債権を増やすことは極力
避けるべきであることは言うまでもないが、
理論上追加融資が可能であるならば、支援
すれば立ち直る企業・事業に資金供給を行
うことこそが、金融機関の使命であり、本
来のあるべき姿である。
しかしながら 5年計画（金融機関及び事
案によっては 10 年計画）に基づいて事業
継続の可能性を判断することなど、近年の
環境変化スピードからみて果たして可能な
のだろうか。6 ヵ月ないし 12 ヵ月間の事
業計画が順調に推移するであろうという目
途が立つ場合はあるが、3～ 5 年となると
正直分からない、見通すことができないの
が現実である。
それでは一体、追加融資申込先に対する
経営支援・謝絶の判断基準を、どこに置け
ばよいのか。
ポイントは 3つある。①資金目的・資金
使途、②資金繰り、③事業の社会への貢献
度、そして、保証協会による保全及び担保
不動産による保全を判断基準に加えること
である。
そしてこの 3つのポイントは、実は 1つ
に繋がる。①資金目的・資金使途が適正か
どうかは、②資金繰りを見通すことでしか

２�．追加融資申込先に対する経
営支援・謝絶の判断の境界



銀行営業推進　2011.920

判定できないからである。なぜならば、事
業継続の大前提は、③社会的貢献度が高く
事業を維持するための最低限の利益が出せ
ることであり、利益が出せる体質になるた
めには、資金繰りの継続が策定できなけれ
ばならないからである。
よって、「資金目的・資金使途」の適正・
不適正を吟味し、「資金繰り」を見通せる
か否かで、経営支援・謝絶の判断基準とし
なければならないのである。
かなり高度な審査レベルが要求されるが、
金融機関の社会的役割・責任がとても大き
いことを、ここで改めて実感していただき
たい。では、資金目的・資金使途を分けて
検証しよう。

追加融資申込みでの資金目的・資金使途
には、大きく分けて、①設備資金と、②運
転資金がある。

（１）追加融資申込みが設備資金の場合

新規事業の追加及び事業の変更の場合に
追加融資申込みとなる。営業所・工場・支
店営業所の購入、増設、改装が資金使途の
ほとんどであると推察される。不動産での
保全も計りやすい。
といっても、通常審査する基準、当期利
益＋減価償却（又は期間損益）の範囲で追
加融資条件を決定するのは危険である。新
事業の追加及び事業変更に伴う追加融資に
ついては、収益計画が達成できなかった場
合に 2～ 5年後に変更・撤退するためのコ

ストが必要になるからだ。
変更・撤退コストをにらんだ長期間（2
～ 5年）の資金繰り予想を策定したうえで、
返済期間・月返済額を決めなければならな
い。過大投資とそれに伴う借入過多が理由
によるリスケ先も多いと聞き及んでいるこ
ともあり、またリスケ先には、自己資金が
潤沢にあるとは考えにくいので、できるだ
け絞った投資額に算定することも怠っては
ならない。
事業を支援するための設備融資であり、
不動産での保全が計れているからといって、
安易な取組みは避けるべきである。

（２）追加融資申込みが運転資金の場合

運転資金増額申出の場合は、設備資金の
場合と違い、短期間の融資判断となるため、
当該事業の資金繰り実績及び追加融資後の
資金繰り予想から判定しなければならない。
リスケ先から、売上が増加したので運転
資金を貸してほしいと融資が申し込まれた
場合は、売上増加額に応じた増加運転資金
が必要となるはずであるから、資金繰り予
想は比較的スムーズに策定することが可能
であり、1ヵ月～ 6ヶ月の手形貸付での取
組みで支援が可能である。
加えて、売上が増加した場合の営業利益
増加額を算定し金利支払いが可能であるこ
とも合わせて資金繰りを策定し、判断の基
準とする。
前向きな支援融資であり、利益が増加す
ればリスケしている貸付金の元金返済が増
額される見込みが高くなる。
しかしながら、このような前向きの資金
が申し込まれるケースは稀である。

３�．資金目的・資金使途からの
検証
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追加支援融資が申し込まれる場合の大半
は２つのパターンしかない。①既存の仕入
先に不義理をしており仕入先を新規に獲得
しなければならないが、信用力が落ちてい
るため買掛・支手条件が取れず現金取引で
行う必要に迫られた場合と、②既存の仕入
先（又はステークホルダー）への支払いが
できず、不渡り等を回避するため現金が必
要になった場合である。
在庫一括仕入をすることで廉価で仕入れ
ることができるとか、経常運転資金を貸し
てほしいとか等、もっともそうな資金目的
で融資支援をお願いされたことはなかった
だろうか。
このような場合などは要注意だ。なぜか
というと、「資金繰り」がつかないという
ことは、現金の入金額よりも現金の出金額
が多くなるからであり、この時期に、借入
して一括仕入などを行う必要性はない。
支払いが溜まっている仕入先に現金を支
払った後、掛けで商品を買い入れて資金繰
りを行うのが正直なところであろう。また、
仕入資金・経常運転資金の必要額は、リス
ケ取組み時に解消されているべきことなの
で、追加で必要になることはない。
以上のことから①ないし②のケースでは、
資金繰り予想が策定できることが追加融資
判断の大前提となり、融資資金の回収時期・
手段をあらかじめ返済条件に組み入れて審
査・融資取組みの判断を行わなければなら
ない。
そもそも、運転資金がなぜ不足するので
あろうか。それは「資金繰り」ができてい
ないからである。
「資金繰り」の繰り方は、融資を受ける

だけではない。
仕入先との交渉で支払条件を繰り延べし
てもらったり、売掛先との交渉により早め
の入金をお願いしたり、家賃・水道光熱費・
税金等を繰払で交渉したり、現在見えてい
るすべての項目について見直す作業を行う
ことで「資金繰り」が策定できるようにな
るのである。
俗にお金には色はついていないという
人々が多く見られるが、筆者は色をつける
べきと考える。
出るお金と入るお金にそれぞれ色をつけ
ておけば循環がよく分かって、お金を大切
にできるはずだ。入るお金は大事にするが、
出るお金を大事にしないようでは事業維持
はできない。
追加融資を受けても、資金繰りの改善が
できず、事業継続の見直し（適正な利益を
出し続けること）を徹底することができな
ければ、俗に言う問題の先送りとなる。問
題の先送りでは経営支援にはならない。
追加融資する場合は、問題の先送りにし
ないことを念頭に置いて、入るお金と出る
お金に色をつけて審査していただきたい。

金融円滑化法施行後、企業の倒産は減少
したが、今回の東日本大震災の影響も含め
た日本経済の先行きは不透明な状況が続く。
原発問題は解決に向かうどころか先送りの
対応で、ますます不透明の様相を呈してい
る。
前例がないと、問題解決の道筋が見えな

４�．金融円滑化法の今後
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い、というのが関係者の本音ではないだろ
うか。しかし、現実から逃れることはでき
ず、正面切って対応策を決定し実施しなけ
ればならない。時には軌道修正も必要とな
るが、アクションを起こさないと結果は見
えない。
金融円滑化法は 12 年 3 月で一旦期限を
迎えるが、延長にならなければ、3年前の
状態にリセットされるのである。よって、
この 1年間は銀行も企業も、事業継続につ
いての理念・目的・戦略を策定することに
時間を割いていただきたい。
もしかしたら法律が延長されるかもしれ
ないとか、誰かが何とかしてくれるだろう
とか、これまで何とかなってきたのだから
これからも何とかなるだろうとか、そうい
うことを考え出したら守りに入ってしまい、
今後を見通すことはできず、攻撃的な事業

展開もできなくなる。
背水の陣を敷くとまでは言わないが、心
意気は「排水の陣」で臨んでいただきたい。
資金繰りをしっかり見通し、顧客の必要と
する商品・サービスを販売し、従業員が自
発的に働くようになれば、事業継続の光が
しっかりと見えてくる。
金融機関の支援体制も、同様に取り組ん
でいただきたい。
リスケ先への追加支援の基準には、ノウ
ハウやマニュアルはない。企業とのコミュ
ニケーションの中で得たモニタリングの結
果こそが、事業を再生・再構築する第一歩
となる。この現場での体験こそが、法人融
資担当者ひいては金融機関の財産となるの
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）
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