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はじめに 

我が国には現在、約 382万社の企業が存在し、近年は若年人口の減少や団塊の世代の引退に伴う

廃業の増加で企業数は緩やかな減少傾向が続いている。このうち中小企業は 380.9 万社で全体の

99.7％を占めており、大企業に分類されるのは 1.1万社で 0.3％である。大企業の数は極めて僅か

で、我が国の経済の裾野を広く支えているのは中小企業であり、その中でも株式会社がその中核の5 

存在といえる。上場企業は株式会社の 1％にも満たず、残りの 99％は非上場企業と言われている。

株式会社数は約 254万社あり、上場企業は約 3500社、非上場企業は約 242万である。非上場企業

は、あえて上場しない企業と上場したくてもできない企業とがあり、そのため大企業の非上場企業

と中小企業とでの現状や課題は別々にある。我が国を支えている中小企業の非上場企業の課題とし

て、①資金調達方法と②人材不足の 2つが挙げられる。上場企業は株式発行による資金調達ができ10 

るが、非上場企業では株式による資金調達が難しい。多くの中小企業は、金融機関からの融資を主

な資金調達としているが、中々業績が伸びずに財務評価による融資が受けられないなどによって、

資金不足による経営困難が非上場の中小企業には大きな課題となっている。また、少子高齢化によ

る我が国の生産年齢人口の減少が問題視され、特定産業分野と呼ばれるところで人材不足が顕著と

なっている。 15 

したがって、私たちは非上場中小企業の中でも特定産業分野にも含まれている製造業に絞って考

える。本論文では、今回の入国管理法の改正を機に、外国人材の雇用による人材不足解消の提唱、

また外国人材の雇用による海外進出の促進や事業性評価の新たな見直しなどによる中小製造業の収

益増大を目指す。企業と金融機関が入国管理法の改正や外国人材の雇用についてどのように考え、

評価しているのかをアンケート調査を行い、仮説と検証、そして考察を行った。 20 
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第 1 章 特定産業分野の人材雇用の現状と課題 

第 1 節 入国管理法改正における特定産業分野 

 2018年 12月 14日に「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」(以

下、入管法改正とする)が公布された。法改正に至った主な原因としては、少子高齢化による特定

産業分野の人手不足を解消するためである。特定産業分野とは、『生産性向上や国内人材確保のた5 

めの取組（女性・高齢者のほか、各種の事情により就職に困難を来している者等の就業促進、人手

不足を踏まえた処遇の改善等を含む。）を行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況に

あるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野。』（閣議決定案）のことであ

る。特定産業分野として指定されている 14種は以下の通りである。 

 10 

 1. 介護業 

 2. ビルクリーニング業 

 3. 素形材産業 

 4. 産業機械製造業 

 5. 電気・電子情報関連産業 15 

 6. 建設業 

 7. 造船・船用業 

 8. 自動車整備業 

 9. 航空業 

 10. 宿泊業 20 

 11. 農業 

 12. 漁業 

 13. 飲食料品製造業 

 14. 外食業 

  25 

 入管法改正により、「特定技能」と分類される新たな在留資格が追加された。「特定技能 1号」

と「特定技能 2号」が追加され、日本語によるコミュニケーション力や特定の分野や業務の熟練度

などを評価対象とした在留資格となっている。また、特定産業分野の中でも人手不足を感じている

度合いが違う。図 1は産業別未充足求人の状況を表したものである。その中で、最も未充足人数

が多いのが「宿泊業,飲食サービス業」である。2番目に多いのが「卸売業,小売業」であり、次い30 

で「運輸業,郵便業」、「製造業」と続いている。 
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図 1 職業別有効求職数と有効求人数の差 

 
資料：厚生労働省「一般職業紹介状況」 

 

第 2 節 特定産業分野の製造業の現状と課題 5 

 「製造業」に含まれるものは、「素形材産業」「産業機械製造」「電気・電子情報関連産業」

「造船・船用業」「飲食料品製造業」の 5つである。経済産業省が発行した『素形材産業分野にお

ける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』によると、素形材の需要が伸びており、

有効求人倍率は鋳物製造工 3.82倍、鍛造工 4.32倍、金属プレス工 2.97倍となっている等、深刻な

人手不足であるために、即戦力の外国人受け入れの方針を示している。『産業機械産業分野におけ10 

る特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』によると、工作機やロボット等の産業機械

の需要が世界的に高まり、人手不足が生じる。また、産業機械産業分野は社会インフラ設備や幅広

い産業へ生産財を供給しているために、私達の生活に必要不可欠である。そのため、即戦力の外国

人受け入れの方針を示している。『電気電子情報産業分野における特定技能の在留資格に係る制度

の運用に関する方針』によると、自動運転に伴う電子部品の需要が高まる中で、幅広い電子機器へ15 

の部品の供給も必要不可欠であるため、即戦力の外国人受け入れの方針を示している。国土交通省

が発行した『造船・船用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』に

よると、裾野の広い労働集約型産業として、国内の地方圏（特に九州・瀬戸内）に多くの拠点が存

在している。海に囲まれている日本において、海上輸送に要する船舶を安定的に供給するために、

一定の専門性・技能を有する外国人受け入れの方針を示している。農林水産省が発行した『飲食料20 

品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針』によると、飲食料品製

造業は製造業の中でも事業所数及び従業者数が第 1であり、平成 29年（2017年）度の有効求人倍
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率も 2.78倍であり製造業全体の 1.54倍より大きい。また、ある程度目視や手作業に頼らざるを得

ない中で、平成 30年度の食品衛生法改正に伴い、衛生管理の知識を有する人材の確保も必要不可欠

である。そのため、飲食料品製造の持続・発展を図り、良質で安全な飲食料品を安定的に供給する

ためにも、外国人受け入れの方針を示している。 

 5 

 製造業の現状と課題について考えていく。 

１．技能人材の確保 

 図 2は規模別にみた特に確保が課題となっている人材である。特に顕著に現れているのは技能

人材である。ここでいう技能人材とは、高技能人材、または技術・技能継承をする人材のことであ

る。 10 

 

図 2 職業別有効求職数と有効求人数の差 

 
 資料：経済産業省「わが国ものづくり産業が直面する課題と展望」 

 15 

２．先端技術の導入・活用 

 図 3は製造の現場力の維持・工場に関する課題である。一番大きいウェイトになっているのは

熟練技術者の技能である。また、図 4の製造の現場力の強みに比べて、ロボットや IT、IoTの導

入・活用力も製造の現場では重要視されている。 

  20 
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図 3 製造の現場力の強み 

 
資料：経済産業省「わが国ものづくり産業が直面する課題と展望」 

 

図 4 製造の現場力の維持・向上に関する課題 5 

 
資料:経済産業省「わが国ものづくり産業が直面する課題と展望」 

 

 以上のように、製造業における課題を解決するには、人材の投入又は先端技術の導入が必要不可

欠である。しかしながら、少子高齢化によって若年人材の確保が困難なことや、中小企業では先端10 
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技術の導入・活用が難しいことなどが新たな課題としてあげられる。金融機関の借り入れをする際

にも、これらの課題の解決の仕方をどのように評価していくのかを考えていく必要性もある。 

 

第 3 節 製造業における外国人材の可能性 

 図 5は内閣府によって公示している、産業別 GDPの推移である。1994年と 2017 年の成長率を見5 

ると、製造業は 40.6%であり、2017年の GDPの内訳で占める割合を算出すると、製造業は全体の

20.4%である。約 20年以上もの日本経済を支えてきた製造業の生産性が落ちてしまえば経済停滞が

起きてしまう。そのようにならないためにも、製造業の大きな課題である人材不足の解消を行わな

ければ製造業の生産性向上は見込めない。 

 10 

図 5 産業別の GDP推移 

 
資料：内閣府「国民経済計算年次推計」 

 

  製造業における人材不足を解消するために、企業の主な選択肢として、外国人材を雇用するかロ15 

ボットや ITなどの先端技術を導入するかの 2つが考えられる。よって、外国人材と先端技術の両

方のメリットとデメリットを考えていく。 

  

1. 外国人材 

 メリット：機械に代替できない作業を行うことができる。 20 

      即戦力であれば、先端技術の導入コストよりはるかにやすい。 

 デメリット：技術流出が懸念される。 

       教育コストや人件費がかかってしまう。 

2. 先端技術 

 メリット：人件費を抑えることができ、効率化することができる。 25 

      外国人材に比べてランニングコストを抑えることができる。 

 デメリット：導入コストが大幅にかかってしまう。 

       先端技術の活用ができる人材が必要になる。 
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 外国人材と先端技術の双方にメリット・デメリットが存在し、一概にどちらが優位か決めること

はできない。先端技術の導入をすることである程度の人材不足を緩和することは可能であるが、生

産年齢人口の減少がこのまま進むのであれば、外国人材に頼らざるを得ないことも予測できる。ま

た、先端技術の導入においても、先端技術を扱う技術者も必要不可欠であり、「技能人材」と呼ば5 

れる人材の確保も重要になる。 

 よって、私たちは外国人労働者の雇用の考え方を明確にするため、企業と金融機関双方にアンケ

ート調査を実施した。アンケートについては第 3章で述べる。 
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第 2 章 製造業の資金調達と地域金融機関の役割 

第 1 節 中小企業の資金調達における課題 

製造業の財務状況を分析する上で、自己資本比率に注目していく。2019年版中小企業白書による

と、2007年度時点で自己資本比率が▲20%未満であった中小企業の約 79％は 10年後においても自

己資本比率は▲20％未満であり、また、約 90％の企業が債務超過にあるというデータ（図 6）か5 

ら、大幅な債務超過に陥っている企業がその後経営状態を改善することが難しいという現状が現れ

ている。 

  

図 6 2007 年度と 2016年度の自己資本比率の比較 

 10 
資料：みずほ総合研究所「中小企業における資金調達の実態」2016年 

  

一方、自己資本比率が▲20％以上 0%未満の企業については 32.4%の企業が資産超過に転じており、

債務超過が軽度なうちに経営改善を進めることの重要性がわかる。デフォルト状況について、2007

年度に財務状況が確認できた約 113万社の企業のうち、2016年度までにデフォルトが確認された15 

企業数は約 13万社(11.2%)であった。これらの企業の 2007年度の自己資本比率について確認する

と、自己資本比率▲20％未満の企業の約 17%、▲20%以上 0%未満の企業の約 14％が 10年以内にデ

フォルトしており、財務超過の多い企業ほどデフォルト率が高い傾向にあるということが言える。

このような自己資本比率の低い企業は経営を行うために借入を行っている状況であり、新規事業や

新規技術の開発にかけるコストが不足しているため、定量的評価による融資は受けづらくなってい20 

る。 

 中小企業においては製造業に限らず、多くの企業が銀行からの借入によって資金の多くを賄って

いるという現状がある。 
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銀行での借入を行うと、経営に関する情報に関するアドバイスを受けることができる。これは、

経営の専門家のいないことも多い中小企業において、銀行にいる専門家による助言を受けることが

可能となり、それによってより安定した経営が可能となる。また特定の金融機関と長期的な付き合

いを続けることによって、将来の安定的かつ柔軟な融資を受けられる可能性が高まる。このような

銀行との密接な関わり合いは、ただ資金を借りる、貸すだけではない大きなメリットが生まれる。5 

さらに、銀行からの借入は公的金融機関からの借入に比べて必要書類が少なく、融資の実行までも

早いことからよりタイムリーな借入を行うことができる。言い換えると、中・長期的な経営資金と

しての借入はもちろんだが、新たな事業を行うための資金としての借入にも比較的適していると言

えるだろう。 

借入の方法としては、「信用保証協会の保証付借入」、「不動産を担保にした借入」、「代表者10 

の補償による借入」が上位を占めており、今までの実績を伴わない新規での借入がしづらい現状が

ある。みずほ総合研究所の調査によると、事業性を評価した融資を受けている、又は受けたことが

あると回答した企業は全体のおよそ 1／4であることからも、中小企業への融資は主に定量的な評

価に頼っていることがわかる（図 7）。また、実際の貸出の多い「信用保証協会の保証付借入」、

「不動産を担保にした借入」、「代表者の補償による借入」を希望するという企業がそれぞれ 30%15 

を超えている一方で、事業性を評価した融資や、公的金融機関からの融資を希望する企業も 30%を

大きく超え、40％近くになっている。 

  

図 7 中小企業の資金調達方法 

 20 
資料：みずほ総合研究所「中小企業における資金調達の実態」2016年 
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事業性評価融資を希望する企業の多さは、成長力や有望な事業計画を有するにもかかわらず資金的

な制約によって事業を遂行できない企業が多数存在するという現状を表している。このような企業

が事業を遂行できないということは、一企業の問題ではなく、雇用や地域経済にとっても大きな損

失である。銀行と比べて比較的金利の低い公的金融機関からの融資を望む企業の増加は、中小企業

の苦しい経営状況を示している。2019年版中小企業白書によると、中小企業のうち 85％は直近の5 

10年間に 1回以上の営業赤字を抱えており、また 10 年間のうちに 5回以上営業赤字であった企業

は 36.3%となる。このような経営状況につき、公的金融機関からの融資を望む企業も多く存在す

る。 

   

第 2 節 地域金融機関の役割 10 

地域金融機に期待される最大の役割は、地方企業に対する融資を通した地方産業の活性化である。

企業に対する融資はメガバンクも行っているが、メガバンクが主に都市圏で大手上場企業を相手に

融資を行うのに対し、地域金融機関は各都道府県の主要都市を中心に地元の大手企業や中小企業を

相手にしている。この、地域に根差した業務が地域金融機関の最大の強みとなっている。 

一般に我が国におけるメガバンクとは「三菱東京 UFJ 銀行」「みずほ銀行」「三井住友銀行」の三15 

行を指す。ここでは、地方中小企業にとっての地域金融機関の優位性を考察する。 

まず、多額の資金を背景に大きな信頼を持つメガバンクには融資を求めて多数の企業や個人事業主

が集まる。よって、メガバンクは融資先として数多くの選択肢があり、結果として経営状況が安定

している大手企業への融資が中心となる。換言すると、規模が小さく安定しない地方の中小企業は

メガバンクにとって主要な取引先とはなり得ないのだ。その一方で、地域金融機関は中小企業や個20 

人事業主を主要な取引先としている。特に信用金庫や信用組合は会員や組合員の相互扶助を基本と

しており、地域に根付いた金融機関であるといえる。 

これらの地域金融機関は、地方の中小企業のメインバンクとして、融資を行うだけでなく、経営に

関する専門家のいないことも多い中小企業に対して経営にまつわるコンサルティングも行ってい

る。さらに企業側からすると、特定の金融機関と長期多岐な付き合いを続ける事により将来的に安25 

定的かつ柔軟な融資を受けられる可能性が高まる。公的金融機関やメガバンクと比べると融資の実

行までも早いことから、中・長期的な経営資金としてだけではなく、新たな事業を行うための資金

としてもタイムリーな借り入れを行うことができる。このことも地域金融機関が果たす役割として

重要であるといえる。 

このように、我が国においては地域金融機関が地方中小企業にとって果たしている役割は非常に大30 

きく、言い換えるならば中小企業の経営は地域金融機関に大きく依存しているということがわか

る。 

第 3 節 地域金融機関の経営戦略 

 

一方で、地域金融機関は今後どのように中小企業と関わっていくのかを地域金融機関の経営戦略か35 

らも読み解いていく。 

第 2節冒頭でも述べたように、急速な人口減と都心部への人口流出が進む地方においては、地域金

融機関は地方創生総合戦略の中心となっている。国や地方自治体の政策に基づいて地域金融機関が
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企業に対して積極的な融資を行うことにより、地方における産業の活性化を図り、それに伴った消

費活動や所得水準の向上、雇用の創生を目指している。銀行側でも、国内各行の会員から成る「全

国銀行協会」が、2015年に『地方創生に向けた銀行界の取り組みと課題』と題した政策提言レポ

ートを発表し、地方企業のニーズの発掘や地域の特性に応じたコンサルティングの実施などを行う

必要があるとしている。具体的には、静岡銀行の「しずおか観光活性化ファンド」の立ち上げや、5 

広島銀行による観光に関する新規事業があげられる。しずおか観光活性化ファンドは、静岡銀行グ

ループのほか、スルガ銀行や地元の信用金庫と連携し、キャンプ場や複合型レジャー施設の設営と

いった事業に 13億円規模の出資を行っている。広島銀行は、瀬戸内 7県が合同で設立した「瀬戸

内ブランド推進連合」に参画し、中国銀行や百十四銀行の地方銀行と連携をとりながら観光ファン

ドやクラウドファンディングなどをおこなっている。これらの銀行は他の金融機関や行政機関と連10 

携し、地方の産業や経済の発展を資金面から支援している。低金利政策により融資を行いその利ざ

やによる収益が見込めない現状では、このように地域金融機関同士が連携していく必要がある。 

このように、地域金融機関の従来の業務では収益が上がらない現状で、私たちが注目したのが事業

性評価に基づく融資である。比較的小規模な融資が多い地域金融機関では、従来の定量的評価によ

る融資を続けていては将来的な収益が見込めない。そこで、事業の将来性や成長性などを取り入れ15 

た評価を行うことで、より長期的かつ安定した収益を確保することができる。 

また、みずほ総合研究所の調査によると、事業性を評価した融資を受けたいという中小企業は

38.1%にも上る（図 8）。これらの企業の事業性を適切に評価した融資を行うことにより、企業の

ニーズに応えることも可能となる。 

図 8 企業の希望する借入方法 20 

 
資料：みずほ総合研究所「中小企業における資金調達の実態」2016年 

 事業性評価融資については、第 3章以降で詳しく説明する。 
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第 3 章 アンケート調査の結果と分析 

第 1 節 アンケート作成 

地方における非上場の中小企業の資金調達は、金融機関からの借入が多く占めている。特に、研

究開発費が多く必要な成長初期の中小企業ほど、満足な融資を受けることができない。そこで、中

小企業の現状を明確にする為、本アンケートでは中小企業の資金調達の現状と外国人材の雇用の評5 

価について検証する。その為、アンケートは地方中小企業向けと地域金融機関向けの 2つに分けて

調査を行う。また、アンケート調査方法は企業に訪問し回答をもらうことを主とし、事前に電話で

連絡し先方の都合上メール・郵送等で回答を頂くことも行うとする。 

地方中小企業向けのアンケート調査では、特定産業分野に指定されている「素形材産業」「飲食

料品製造業」「産業機械製造業」「造船・船用業」の業種別に分けた製造業の 4つと「建設業」の10 

1つとする。質問はロート型とし、答えやすい質問を最初に配置する。企業の抽出は、「山口ジョ

ブフェア COC+」に参加する企業の 76社の中から上記の 5つの産業に当てはまる企業を選出した。

素形材産業 3社、飲食料品製造業 5社、産業機械製造業 6社、造船・船用業 4社、建設業 15社の

28社が当てはまった。次に、地域金融機関向けのアンケートでは、山口県における地域金融機関

に対象を絞る。しかし、山口県内の地域金融機関は山口銀行と西京銀行の 2行であるので、同行の15 

複数人にアンケート調査を行った。 

 

図 9 アンケート調査のスケジュール 

 
筆者作成 20 

第 2 節 仮説 

特定産業分野に指定されている製造業にとって、人材は最優先で雇用されるほど重要であると考

える。製造業における収益の拡大は、製品の質の向上と設備投資費用の削減が挙げられ、製品の質

の向上には設備投資の他に熟練技術者の技能継承が非常に重要となる。雇用にも設備投資にも資金
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が必要である。中小企業の資金調達は借入が多く占めている。その融資を行う金融機関は最近では

定量的評価融資から事業性評価に基づく融資へ重点がシフトしている。これらのことから、以下の

2つの仮説が立つ。 

 

1. 中小企業にとって人材雇用は最優先事項であるので、外国人材や技能人材の雇用は積極的5 

に導入される。 

2. 金融機関は、収益拡大が見込める外国人材や技能人材の雇用をする企業を事業性評価とし

て高く評価する。 

 

第 3 節 仮説の検証 10 

仮説 1の検証を行う為に、まず、2019年 4月の入管法改正の認知と外国人材の雇用状況を分析

する。質問 1で製造業では「知っている」が 78%を占めているが、いざ雇用するとなると、考えて

いない企業が 56％と大半を占めている。建設業では 80%もの企業が考えていないようだ。（図 

10、図 11参照） 

 15 

図 10 入国管理法改正に関する意識調査 1 

 
資料：アンケート調査結果より筆者作成 
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図 11 入国管理法改正に関する意識調査 2 

 
資料：アンケート調査結果より筆者作成 

また、地方中小企業向けアンケートの質問 7.今後の取り組み（図 12）では、「技能資格保有

者」いわゆる技能人材の雇用と「製造機械の導入」が 5段階評価で 33、「新卒採用」は 30、次い5 

で「外国人材」が 28と 4番目となっている。以上のことから、外国人材の雇用は積極的に行われ

ていないことが窺える。 
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図 12 中小企業が今後導入したいと考える事柄 

 
資料：アンケート調査結果より筆者作成 

 

人材不足にも関わらず外国人材の雇用は積極的に行われていない理由としてはいくつか挙げられ5 

る。まずは日本で習得した技術を自国に持ち帰る技術流出、次に雇用手続きの面倒、外国人材を雇

用しても資金が増えないということが挙げられる。また、企業に訪問した際に「事業規模は維持す

ることが目的であるので人材は足りている」という回答もあった。質問 5では外国人材を雇用して

も金融機関からの評価は、「どちらでもない」が 50%も占めている。以上のことより、外国人材の

雇用は積極的に行われていない理由だと言える。 10 

よって、仮説 1は一部棄却され、中小企業にとって人材雇用は最優先事項であるにも関わらず、

外国人材の雇用は積極的に導入されていないと成り立つ。 

 

仮説 2の検証を行う為に、金融機関は外国人材に対してどのような考えを持つのか明確にする為

に、質問 2-2入管法改正による外国人材数の変化（図 13）と質問 2-3融資の際に外国人材を導入15 

した企業は有利であるかという質問の回答結果を分析する。質問 2-2では「増加する」が 86%、

「変化しない」が 14%、「減少する」は 0%となった。 
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図 13 金融機関の考える入管法改正が外国人雇用に与える影響 

 
資料：アンケート調査結果より筆者作成 

質問 2-3（図 14）は、「やや有利になる」が 29%、「どちらでもない」が 71%となっている。以

上のことより、外国人材数は増加すると 86%もの金融機関が考えているが、融資の際には特に有利5 

になることはないと 71%の金融機関が考えていることが読み取れた。 
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図 14 金融機関の考える外国人材の評価 

 
資料：アンケート調査結果より筆者作成 

また、質問 1-3中小企業において融資先として決定する評価の考え方（図 15）の回答結果は、上

位から「事業性評価」が 39、「事業への取り組み姿勢」が 39、「経営者の熱意」が 37となった。5 

この項目の中には、融資の際に有利にならない外国人材の雇用が入っていないことが読み取れる。 
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図 15 地域金融機関の融資先の評価基準 

 
資料：アンケート調査結果より筆者作成 

 

したがって、仮説 2.は成り立たず、金融機関は収益拡大が見込める外国人材や技能人材の雇用5 

をする企業を事業性評価として特に評価していないということが成立した。 

 

第 4 節 考察 

前節から、地域金融機関は外国人材を雇用する企業に対して事業性評価が低いことが読み取れ

た。このことより、中小企業は借入による資金調達が厳しくなるので、外国人材を積極的に導入し10 

ようと考えない。そこで、評価が高い「製造機械の導入」を進めようと中小企業は考えるが、借入

による資金調達が多くを占めていることより資金不足で導入することは困難である。こうして、何

年かは維持できたとしても今後の成長は見込めないことより、日本の経済はさらに低迷する。製造

業や建設業、地域金融機関が考えるよりも、人材不足に対する危機意識が非常に低いことが窺え

る。この状況を打破するには、まず人材を積極的に雇用することが必要であるのだ。その為に地域15 

金融機関には、外国人材を雇用する企業を高く評価することが求められる。高く評価できる理由と

して、融資先となる中小企業の収益が増加する為に、外国人材の積極的な雇用増加が結びつくから

だ。 

次章では、外国人材の雇用を行う危機意識が高い企業に対して、事業性評価を見直す必要がある

ので、そのことについて述べるとする。 20 
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第 4 章 製造業の事業性評価と外国人材 

第 1 節 事業性評価の現状 

金融庁は、2014年度より監督局・検査局の間で業務がさらに継続的かつ効果的に連携して行わ

れるよう、監督方針と金融モニタリング基本方針を統合し、一つの方針を定めることとした。 こ5 

の年の基本的な考え方として、①デフレ脱却に向けた取組みと「好循環」の実現、②金融システム

及び金融機関の健全性の維持、の 2つを挙げた。上記の 2つの基本的な考え方による重要施策の 1

つとして、「事業性評価に基づく融資等」を挙げている。事業性評価の定義として、金融庁が

2015年 7月 30日に発行した事業者向けのパンフレット「円滑な資金供給の促進に向けて」では、

「金融機関が、現時点での財務データや、担保・保障にとらわれず、企業訪問や経営相談等を通じ10 

て情報を収集し、事業の内容や成長可能性などに適切に評価すること」としている。 

少子高齢化により我が国の経済規模が段々と縮小していく傾向にある中、従来のような決算書類

から得られる情報をもとに企業を評価する定量評価を中心とした評価方法では、企業に対して成長

性を見出すことは困難であると考えられる。定量評価はリスク管理という点では優れているが、財

務的に基盤の弱い企業が新規事業を計画する場合や、将来性の見込める企業が融資を受けたいよう15 

な場合に、リスクが大きすぎて融資を行うことができないという問題点が存在する。また、2016

年版の中小企業白書によると融資の際の企業と金融機関の間に意識のズレがあることがわかる。 

図 16は、金融機関が中小企業に融資する際に、担保・保証以外に考慮している項目と、中小企

業が金融機関から融資を受ける際に、担保・保証以外に考慮して欲しい項目とを表したものであ

る。中小企業、金融機関共に、「財務内容」、「事業の安定性、成長性」の項目が上位二つを占め20 

ており、回答が一致している。中小企業は、次いで「返済実績・取引振り」、「営業力、既存顧客

との関係」が回答されている一方で、金融機関は「代表者の経営能力や人間性」、「会社や経営者

の資産余力」と回答している。このことから、中小企業は自社と取引先や金融機関との取引振りを

重視している一方で、金融機関は経営者の資質等を重視していることが分かり、両者の視点に違い

が見られる。そのため、今後は企業と金融機関が双方の意識のズレをすり合わせながら、事業性評25 

価に基づく融資を進めていくことが期待されている。 
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図 16 金融機関が担保・保証以外に考慮している項目と企業が担保・保証以外に考慮して欲しい項目 

 
資料：中小企業庁委託「中小企業の資金調達に関する調査」(2015 年 12 月、みずほ総合研究所(株)) 

  

第 2 節 事業性評価の問題点 5 

現在の事業性評価の問題点として、評価の具体的な中身に明確な答えがないということが挙げら

れる。従来の方法である金融検査マニュアルではどのように債権を評価するか、事細かに規定され

ていた。その結果、検査する側も銀行側も人による判断のズレというものがほとんどなくなった。

一方、事業性評価ではビジネスモデル俯瞰図や SWOT 分析など一応の手法は存在し、これらをマニ

ュアルを見ながら形式的に作成することはそれほど難しくない。しかし、事業性とは言い換えれば10 

収益性ということであり、本来の意味で事業性を評価することとは、この会社や事業が収益を生む

ことができるか否かを判断することである。当然この判断を高い精度を持ってすることは容易では

ない。それをするには画一的な方法などあり得ないのである。事業性評価に関する書籍で事例によ

る説明が多い理由として、各社ごとに事業性評価の中身が異なるため事例をもって説明せざるを得

ないということがある。また、何をどこまで調べて評価するかという作業量の点について極めて主15 

観的であるため、人によって異なるという非効率性があげられる。 

この問題点から、事業性評価の方向性・枠組みを決める必要性がある。 

 

第 3 節 外国人材の雇用拡大に伴う事業性評価の見直し 

現在の我が国の大きな問題である少子高齢化により国内の経済規模は縮小傾向にあり、従来のよ

うな定量評価では企業の将来性を判断するのは困難であるため事業性評価の活用が求められてい20 

る。しかし、前節で述べた通り現在の事業性評価は評価内容の不明確性があげられ、その問題点を

改善するために事業性評価の見直しの必要性がある。また、第 1章でも述べたように製造業を中心
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とした技能人材不足による技能継承が困難となっていることより、入管法改正による特定技能人材

という枠で外国人雇用を進めているが、アンケート結果より金融機関側からの外国人材の評価が低

いことも改善が必要である。 

よって、私たちは現在の我が国の現状と私たちの実施したアンケートの結果を踏まえ、製造業の

事業性評価に外国人人材雇用という枠組みを導入することを提案する。 5 

入管法改正により、特定技能人材という枠組みで製造業に外国人材が増加することが予想される

ということはアンケート結果にも表れているが、現時点ではあまり評価されていない。その理由と

してコミュニケーション問題があげられているが、これは特定技能人材の内容を把握していない可

能性が高く、今後内容の認知が進めば外国人人材の評価が改善され、製造業の人手不足が改善され

ると考えられる。また、外国人人材の増加により国内人口の増加、アンケート結果より海外進出に10 

有利になるため国内外における経済規模の拡大が予想され、少子高齢化による我が国の経済規模縮

小の改善に繋がる。現時点で金融機関側からの外国人材に対する評価は低いが、先のことより評価

の見直しが必要となり、将来性・収益性のある外国人材雇用を事業性評価の中に加えるべきであ

る。 そして、外国人材雇用を評価対象に入れることで事業性評価の内容の方向性・指針を決定す

る。外国人材雇用という 1つの方向性を示すことで評価内容が明確になり、各金融機関、人毎に存15 

在する評価のズレが解消される。 

以上の事から、製造業の事業性評価に外国人材雇用という枠組みを導入することで既存の問題の

改善に繋がる。 

 

第 4 節 事業性評価による中小企業金融の今後の展開 20 

本論文で私たちは事業性評価に外国人材雇用の枠組みを導入することを提案しているが、アンケ

ート結果から金融機関・企業双方から外国人材雇用について評価が低いことは明白である。AIや

IoTなどの最先端技術の需要が高まっている中、技術の導入後の将来に労働力が不足するデータが

あげられている。厚生労働省の平成 29年版「労働経済の分析」では、2030年の就業者は約 161万

人減少しているものの、労働力人口はそれ以上に減少しており、単純に試算すると、2030年まで25 

に AIの進展を含めた第四次産業革命に対応したとしても失業者は増加せず、むしろ約 64万人労働

力が不足する状況にあることが分かる。産業別にみると、製造業が約 160万人減少する一方で、非

製造業は約１万人の減少にとどまっている。このように製造業の人材不足に対応するために AI、

IoTを導入しても根本的な解決にはならないことがわかっており、金融機関・企業双方の人材不足

に対する認識の甘さがうかがえる。 30 

 そこで、私たちは外国人材雇用による事業性評価融資を受けた企業に対して金融機関側からの海

外進出を視野に入れた事業計画の提案をあげる。我が国の経済規模の縮小が予測されるため、金融

機関は企業の外国人材と銀行の海外支店のパイプラインを太くし販路拡大や海外進出支援を行うこ

とで、企業は我が国の市場とは別に海外市場からも収益が見込まれる。その結果ノウハウの蓄積や

情報収集、現地のネットワーク強化や新たな貸出先（海外企業）もできることが考えられ、金融機35 

関としても収益が見込める。このように、外国人材雇用の促進には企業・金融機関双方の将来性・

収益性の波状効果が見込まれるため事業性評価を見直すべきである。 

 したがって、今後事業性評価を見直し外国人材雇用を評価すべきである。 
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終わりに 

非上場中小企業は金融機関からの融資を主な資金調達としているが、中々業績が伸びずに財務評

価による融資が受けられないなどによって、資金不足による経営困難が大きな課題となっている。

また、少子高齢化による我が国の生産年齢人口の減少が問題視され、特定産業分野と呼ばれるとこ

ろで人材不足が顕著となっている。 5 

アンケートを実施したところ、企業・金融機関双方で人材不足に対する危機意識が低いことが明

らかとなった。先端技術導入後であっても人材不足が予想される我が国において、このような現場

の見解は早急に改善しなければならない。 

本論文では、非上場企業の資金調達方法の 1つとして、外国人材雇用を評価する事業性評価融資を

提案した。今回の入国管理法の改正を機に、外国人材の雇用による人材不足解消の提唱、また外国10 

人材の雇用による海外進出の促進や事業性評価の見直しなどにより、非上場企業の中小製造業の課

題を解決した。 

外国人材雇用の促進には企業・金融機関双方の将来性・収益性の波状効果が見込まれるため事業

性評価を見直すべきである。 

  15 
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付録：アンケート集計 

地方の非上場中小企業向けアンケート結果 
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地域金融機関向けのアンケート結果 

 

※すべて筆者作成 

5 
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 中小企業向けアンケート 1 
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 中小企業向けアンケート 2 
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地域金融機関向けアンケート 1 
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地域金融機関向けアンケート 2 
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