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はじめに 
	 中小企業庁の調査によると、日本の全企業のうち 99.7％は中小企業であり、
その雇用者数も全企業の 70％程度を占めている。中小企業は、わが国経済にと
って生産面のみならず雇用の創出においても重要な役割を果たしている。中小

企業は日本経済の屋台骨を支えるという意味で不可欠な存在であるが、大企業5 
と比較して自己資本比率が低いことや、企業規模が小さいことなどから、金融

環境の変化の影響を受けやすく、資金調達面において多くの課題を有している。 
	 本論文では、中小企業金融について吟味し、中小企業がより円滑な資金調達

ができるような解決策を提示する。構成・要旨は以下の通りである。まず第 1
章では、中小企業金融の現状と課題を確認する。近年の金融環境の変化を確認10 
した後、2009年に施行された中小企業金融円滑化法について検証する。円滑化
法は、中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律

であるが、この法律の成果について検証する。また、民間金融機関を補完する

立場にある公的金融機関のレーゾンデートルついても論ずる。続く第 2章では、
情報生産機能としての金融仲介機関の役割について述べ、その上で中小企業は15 
円滑な資金調達を実現するために積極的な情報開示が必要となることを示す。

この章の強調点は、金融取引において基礎的な課題とされる情報の非対称性問

題の検証である。情報の非対称性問題とは、市場で取引されるサービスに関し

て、ある経済主体が他の経済主体よりも情報を多く持っている状態のことであ

る。例えば商品を販売する企業は消費者よりも詳細な情報を持ち、有利な立場20 
にあることが挙げられる。情報の非対称性が顕著に現れる中小企業の資金調達

は、大企業に比べて厳しいことが実情である。第 3章では、金融機関の貸出手
法を整理し、リレーションシップバンキングとトランザクションバンキングの

功罪ついて比較考量する。トランザクション型貸出として、シンジケートロー

ン、クレジット・スコアリング貸出、動産担保貸出（ABL）の三つを取り上げ25 
る。そして、最後の第 4章において、銀行の組織構造によってそれぞれの貸出
手法に優位性があることを確認する。特に、資金調達を円滑にする手段として、

リレーションシップバンキングを再構築するためにABL市場の拡大を期待し、
今後の中小企業金融を展望する。 
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第１章	 中小企業金融の現状と課題 

 
第 1節	 金融環境の変化と貸出動向 
	 日本経済と企業金融の現状と課題について分析する。わが国経済は、2012
年末から、企業収益の拡大や雇用環境の改善等の持ち直しの動きがあり、消費5 
税引上げ等の影響を受けつつも、おおむね緩やかな回復基調が続いている。	 図

表 1-1でわが国の経済成長率を示す実質 GDP成長率の推移をみると、2016年
の実質 GDP 成長率は 4 期連続でプラスとなり、年間成長率も上昇したが、熊
本地震の影響で伸び率は低下した。2016年後半に入ると、輸出の持ち直しを背
景に製造業、非製造業ともに改善し、実質 GDP は年間を通してプラス成長と10 
なった。企業の景況感も穏やかに改善している。業況判断 DIは 2014年の費税
の引き上げによって上下したものの、総じて上昇の動きを示している。企業活

動は持ち直しており、わが国の経済は、穏やかな回復基調にあるといえる。 
図表 1-2は金融機関の貸出態度判断業 DIの推移を示したものである。日本
の 1980年代のバブル景気は金融機関が支えていたが、バブル崩壊は 1990年頃15 
に始まり、その影響は長く続き DIは下方趨勢を示している。アジア通貨危機
（1997～1998年頃）によって DIはさらに低調となり、その後の ITバブル
（1999～2000年頃）の恩恵もあまり受けなかった。ようやくサブプライムバ
ブル（2006～2007年頃）で上昇傾向となるが、このバブルも崩壊し、リーマ
ンショック後（2009年）に DIは大きく落ち込んだ。1988～1990年のバブル20 
経済崩壊と1997～1998 年の2度の金融危機時に貸出態度が大幅に低下したが、
2009年以降は上昇に転じている。しかし 1980年代後半の水準まで回復するに
至っていない。 
ここで注意すべきは、DIは信用状態から長期投資を分析する手法として参考
となる指標であるが、信用状態を反映する一つの目安に過ぎず、あくまで過去25 
の実績値であり将来を予測する指標ではない。したがって、近年における日本

における DIの改善が今後持続する保証はない。 
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図表 1-1	 実質 GDP 成長率の推移 

 

 
 
（参考）日経新聞の 2017年 2月 13日の記事より引用（原統計：内閣府データ） 5 

https://www.nikkei.com/article/DGXLASFK13H69_T10C17A2I00000/ 
 
図表 1-2	 金融機関の貸出態度判断 ID 

 
（参考）ユキマツ「長期投資のタイミング」より引用10 
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http://www.yukimatu-value.com/entry/2017/05/18/070000 
 
 
 
第 2節	 中小企業金融円滑化法の成果 5 
	 中小企業の生産拠点の多くは国内にある。そのため、海外からの恩恵を受け

やすい大企業と個人消費の伸び悩みが続く国内需要に依存する中小企業との格

差は拡大傾向にある。特に近年の産業構造の転換は顕著であり、経済産業省の

統計によれば、日本企業の海外子会社の売上高は 2002年から 2012年の 10年
間で約 3倍に膨らみ、その主たる要因こそ生産拠点の海外移転である。このよ10 
うな経済のグローバル化に対応できない日本の中小企業は、先述したように日

本の雇用の 7割を支えている。中小企業の強化は単に「弱者を守れ」といった
図式ではなく、日本経済全体の未来の危機を回避するために必要である。 
	 わが国では、2009年 12月に中小企業金融円滑化法が施行された。この中小
企業金融円滑化法とは、資金難に悩む中小企業の支援のために金融機関に借入15 
金の返済猶予に応じたり、企業に合わせて貸し付け条件の変更を行ったりする

ものだ。この法律は、中小企業が資金繰りの負担を軽減させ、事業改善や再生

を実現させるには大きなチャンスを与えてくれる法律だ。そのためには、この

メリットを受ける中小企業自身の努力も大いに必要となる。対象となっていた

金融機関は銀行、信用金庫、信用組合、農協、漁協などで、ノンバンクなどは20 
対象外であった。円滑化法は、成立当初は 2011 年 3 月末に廃止される予定の
時限立法であったが、企業の資金繰り改善が思わしくないため最終的に 2013
年 3月末まで延長された。この法律によるメリットは、中小企業の資金調達に
おける金融機関側の前向きな姿勢を作り出せた点や、資金繰り改善に一定の効

果を示し、倒産件数も減少させたなどの点があげられる。しかし、一方で金融25 
機関が抱える不良債権は多くなり、ゾンビ企業の発生も促したと揶揄される。

それゆえ中小企業の資金繰りは表面的には取り繕いはできたが、中小企業の経

営の実態は変わらず厳しい状況が続いているものと考えられる。 
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 5 
図表 1-3 中小企業者向け貸付条件変更実行額の推移と預金取り扱い金融
機関の不良債権比率について 

 
（参考）BBT総合研究所より引用（原統計：金融庁など） 

http://www.ohmae.ac.jp/ex/asset/column/20120118_131232.html 10 
 
 
	 図表 1-3 に示されるように、中小企業向けの貸し付け条件変更実施額、いわ

ゆるモラトリアム法適用の額は 60 兆円に上っている。不良債権は、モラトリア

ム法を適用すれば、債務者区分が要注意先以下であっても正常先とみなすとい15 
う制度だから、中小金融機関が保有する貸出は結局正常先ばかりになってしま

う。『円滑化法終了後も、金融機関による監査基準の緩和はしばらく継続された。

また、その後も金融庁から「貸付条件の変更等や円滑な資金供給に努めること」

「他の金融機関等と連携し、貸付条件の変更等に努めること」が金融機関に求

められ、中小企業を支援する姿勢に変化はなかった。これは実質的な中小企業20 
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金融円滑化法の「延長」ともいえる。このため、円滑化法の終了後もリスケ(リ

スケジュール・返済条件等の変更)実行率は高止まりしていることがわかる（図

表 1-4）。むしろ終了後のほうが高率となっており、依然としてリスケの実行は
容易なようにみえる。申込件数は緩やかに減少しているものの、大きく改善さ

れるには至っていない。業績が回復している中小企業も一部みられるが、その5 
多くは業況が不安定であり、繰り返しリスケを申し込まざるを得ない状況にあ

る企業も少なくないといえる。』（月刊「企業実務」2015年 5月号より引用	
	 	 	 http://www.njh.co.jp/magazine_topics1/at51/）	

 
	10 

	

（参考）月刊「企業実務」2015年 5月号より引用	
	 http://www.njh.co.jp/magazine_topics1/at51/	

 
	15 
	

大手信用調査会社からは倒産件数は低水準で安定していると公表されている

が、これは景気回復によるものではなく、国や金融機関が倒産の急増を避けた

い狙いから、リスケによる延命で倒産を免れているケースが多いためと推測さ

れる。ゆえに、中小企業金融円滑化法は適切ではなかったと考えられる。	20 
2011 年 6 月 7 日、金融庁が、中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件変更等

図表 1-4	 貸付条件変更等の申込件数等の推移 
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の実績を公表した。中小企業向けと住宅ローンを合わせた貸付条件変更等の実

行件数は 427 万 7,000 件、実行金額は 115 兆 8,000 億円にも達した。中小企業

金融円滑法の実績は次のようになっている（図表 1-5、図表 1-6、図表 1-7、図

表 1-8）。	

果たして、積極的に業務の見直しや経営の改善に取り組み、業況の改善を実5 
現できた先はどの位あるのか。	これが同法を評価する本当の「成果」である。

重要なのは、実行件数でも、実行金額でも、人為的に抑えられた企業倒産でも

ない。不良債権の現実の値は、政策評価の役に立つさらなる情報開示が不可欠

となる。		

元来、金融機関は、信用力のない中小企業への貸出を行うことに消極的であ10 
る。銀行や信用金庫が不良債権を抱えないために中小企業について詳しく知り、

その企業に適した融資が求められる。このような金融機関の中小企業に対する

情報生産のインセンティブを阻害する「中小企業円滑化法」による強制融資が

健全な金融機関と中小企業のリレーションシップ関係を構築したことは考えら

れない。そのため、中小企業の情報関係は今後ますます重要となる。	15 
	

図表 1-5	 業態別貸付条件変更件数（中小企業）	

	

（ 参 考 ） ト リ グ ラ フ ・ リ サ ー チ 稿 房 よ り 一 部 加 筆 し て 作 成

http://triglav-research.com/?p=3567  20 
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図表 1-6	 業態別貸付条件変更等金額（中小企業）	

	

（ 参 考 ） ト リ グ ラ フ ・ リ サ ー チ 稿 房 よ り 一 部 加 筆 し て 作 成

http://triglav-research.com/?p=3567		5 
図表 1-7	 実行件数シェア（中小企業）	

	

（ 参 考 ） ト リ グ ラ フ ・ リ サ ー チ 稿 房 よ り 一 部 加 筆 し て 作 成

http://triglav-research.com/?p=3567  
	10 
図表 1-8	 実行金額シェア（中小企業） 

25 

47 

27 

1 
0 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

大手行	 地域銀行	 信金・信組	 農林系・労金・その
他	

13 

46 

40 

1 

大手行	

地域銀行	

信金・信組	

農林系・労金・その他	



 
 

11 

	

（ 参 考 ） ト リ グ ラ フ ・ リ サ ー チ 稿 房 よ り 一 部 加 筆 し て 作 成

http://triglav-research.com/?p=3567  
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第 3節	 政策金融の役割 
公的金融機関の種類や現状と課題など政策金融の役割について述べる。公的

金融は、民間金融に対する概念で、公的部門が行う金融活動のことをいう。こ

れは、金融市場や資本市場の適切な資源配分を歪めることなく、政策目的が正15 
当化される事業に限定した上で、必要とされる場合に十分な機能を発揮するこ

とが原則として求められる。市場メカニズムでは効率的な資源配分が実現され

ない「市場の失敗への対応」や、インフラの海外展開等のような「民間では担

えないリスクの負担」、新たな市場を創出するための「呼び水効果」などが公的

金融の対象として挙げられる。危機時における公的金融の役割として、深刻な20 
経済・金融危機や大規模な災害などの危機時において、民間金融が担うことの

できないリスクテイクが可能であり、公的金融が果たす役割の重要性は広く認
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識されている。 
また公的金融機関とは、公共的な目標達成を目的とした金融機関のことをい

う。これは、国が経済発展や国際協力、産業の育成、国民生活の安定などとい

った「一定の政策」を実現することを目的とした機関である。一般に公的金融

機関では、金利や連帯保証人、融資期間、審査基準など借入条件のハードルが5 
民間金融機関よりも低く、比較的借入しやすい傾向にある。公的な機能を持つ

金融機関には、経済や産業の発展、および国民生活の安定を目的とし、民間の

金融機関のサービスが届かない部分を補うとともに、国の金融政策に沿ったサ

ービスを提供している中小企業向けの金融機関として、日本政策金融公庫と商

工組合中央金庫がある（図表 1-9）。これらは、政府が全額または一部を出資し10 
ていることから「政府系金融機関」と呼ばれることもある。日本政策金融公庫

とは、歴史的に重要な役割を果たしてきた３つの金融公庫が２００８年に統合

して設立された。小口の事業資金融資や国の教育ローンの取り扱い、地域活性

化支援などの「国民一般向け業務」、中期資金融資など「中小企業向けの業務」、

食の安全の確保などにつながる「農林水産者向け業務」を事業の柱である。ま15 
た、大規模災害発生時などにおいては、金融秩序の混乱を回避するための役割

を担っている。商工組合中央金庫（商工中金）とは、政府と民間が共同で出資

する唯一の政府系金融機関で、「中小企業の、中小企業による、中小企業のため

の金融機関」を強く意識した活動を展開している。国の制度融資を利用した支

援のほか、融資だけでは終わらない一気通貫の経営サポートを、ときには地域20 
の金融機関との連携を通じて進めている。また、地域の金融機関ではカバーで

きない領域を補う役割も担っている。 
	 政策金融改革では 1990 年代の特殊法人改革の一環として日本開発銀行と北
海道東北開発公庫が統合して日本政策投資銀行となった。その後、小泉政権下

の 2006年、行政改革推進法が成立し、2008年 10月に日本政策投資銀行と商25 
工中金の民営化や、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、

国際協力銀行の統合による日本政策金融公庫が誕生した（図表 1-10）。公営企
業金融公庫は廃止し、自治体の上下水道や病院などへ貸し付ける「地方公共団

体金融機構」に受け継がれた。すべての政策金融残高の国内総生産（GDP）に
対する比率を半減するなどの目標も設定した。ただ金融危機に備え、民営化後30 
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の日本政策投資銀行と商工中金を政策金融の窓口として活用する道も残された。

2008年の世界金融危機発生後は、経営が不安定になった民間金融機関にかわっ
て、ふたたび、政策金融を活用すべきだとの意見が強まっており、財政投融資

計画の規模も 2009年度に 10年ぶりに増額となった。 
	 政策金融のあり方については、民間にできることは民間に委ねるという政策5 
金融改革の当初から一貫した民業補完の原則のもと、危機発生時における機能

と平時における機能を挙げることができる。これらの分野の担い手として機能

している政策金融機関には、民間金融機関との協働を含めた適切な役割分担が

果たされることが求められている。 
危機発生時における機能では、これまで、リーマンショックおよび東日本大10 
震災の危機発生時において指定金融機関による危機対応業務が行われてきたも

のの、指定金融機関としての活動実績は商工中金および政策投資銀行に限られ

ている。制度上民間金融機関が危機対応業務の担い手となることは可能である

ものの、相談窓口の開設に伴う事務コストや管理回収コストの増加に加え、自

己資本比率規制による制約があるほか、民間金融機関が対応することが困難な15 
テロリズム等の深刻な事態も対応範囲に含まれる一方、対応対象となる危機の

影響は予測が困難であることから実際に民間金融機関が対応することは難しい

状況と言える。このため、民間金融機関の取ることのできないリスクを取るこ

とが可能である政策金融機関には、引き続き量的補完の担い手としての役割が

求められる。 20 
	 平時における機能では、平時においても、民間金融機関が十分にリスクテイ

クできない分野への資金供給を中心とした役割が求められ、持続的な経済成長

の実現に向けて、民間金融機関によるリスクマネー供給の呼び水等となる役割

が期待される。具体的には、商工中金の貸出が他の金融機関からの資金供給を

促進するカウベル効果や、リスクの高さから民間金融機関には供給が難しいメ25 
ザニン等のエクイティ性資金の日本政策投資銀行による供給等が期待される。

そのほか、商工中金においては、その取引先からなるユース会等を組織してお

り、これにより若手経営者の交流が図られているという一面もある。こうした

ビジネス交流の場の提供を通じた情報提供機能についても引き続き期待される。

適正な競争関係の確保には、日本政策投資銀行・商工中金の各々と民間金融機30 
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関との意見交換や有識者による検証等の枠組みが適切かつ実効性ある形で整

備・実行されることが重要であるとともに、民間金融機関としても、通常業務

における民業補完の徹底状況のモニタリングを踏まえ、適正な競争関係の確保

のため、適時適切に意見発信を行っていくことが重要である。 

 5 
図表 1-9 政策金融改革 

 
参考）銀行(ぎんこう)とは - コトバンクより引用 

https://kotobank.jp/image/dictionary/nipponica/media/00070752000401.jpg 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
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第 2 章	 金融取引における情報の非対称性問題	
	 	

第 1 節	 中小企業金融の特徴	

中小企業の資金調達において企業側と金融機関側における情報開示の重要性

を情報の非対称性の観点から述べていく。はじめに、情報の非対称性問題につ5 
いてエージェンシー理論を用いて説明する。エージェンシー理論とは、様々な

取引において存在する関係を依頼人（プリンシパル）と代理人（エージェント）

との間での権限の委託、受託関係と捉えて分析する理論である。このとき、両

者の間には情報の非対称性が存在しており、利害衝突が起きる。情報優位の立

場にあるエージェントが、プリンシパルの利益を犠牲にして自己の利益を追求10 
する可能性があるためである。プリンパルはエージェントに対して、自分の利

益にあった行動をとらせるためにはモニタリングなどの様々なコスト（エージ

ェンシーコスト）を負担しなければならないことになる。エージェンシーコス

トについては、株式会社の場合、資本金の構成は他人資本である負債と自己資

本からなるのが普通であるから、資本金が 100％株主資本で構成される場合に15 
はエージェンシーコストはすべて株主が負うことになる。しかしながら、負債

の割合が増加するにつれて株主の負担は減少し、逆に債権者のエージェンシー

コストが増加することになる。	

	 金融取引の円滑な実現のためには、資金調達者の持つ情報が提供者にも伝達

されることによって、情報の非対称性の問題を克服しなければならない。しか20 
し、一般的に中小企業において情報の開示は義務づけられていない。財務デー

タの管理や会計監査を受けていないので、信用力は低下するという問題も起こ

る。	

	 情報の非対称性が引き起こす問題は、逆選択問題と、モラルハザード問題に

大別される。詳しくは後述するが、逆選択とは、資金供給が行われる前の段階25 
で、貸し手と借り手が持っている情報に差異がある場合に発生する問題だ。結

果、本来融資すべきでない企業に金融機関が融資をしてしまう。次にモラルハ

ザードとは、資金供給が行われた後の段階で、貸し手と借り手が持つ情報が異

なる場合に発生する問題だ。借り手が貸し手の望まないリスクの高い事業を行

い、負債の返済よりも配当増や経費増を重視してしまうことである。	30 
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さらに、貸し手における規模の経済性の問題も中小企業の資金調達を困難に

する。銀行の融資は融資金額が大きくなればなるほど融資を実行するために必

要な審査費用等単位当たりの貸出コストは低下する。貸出コストとはここでい

う情報生産コストを意味し、貸し手におけるモニタリング、審査や契約に必要

な書類の作成、担当者の人件費などにかかるコストをいう。また借り手も融資5 
を受けるあたり必要書類の作成、提出などが必要であるため情報生産コストは

貸し手と借り手の両者で発生する。こうした情報コストは固定費的な側面が強

い。	

	 ゆえに、融資額が小さな中小企業においては金融機関側の融資によって得ら

れる利益が情報生産コストを下回ってしまうと金融取引が成立しないことにな10 
る。貸し手における規模の経済性が働くと、銀行側の小規模な企業に対する融

資のインセンティブが小さくなる。	

		

第２節	 逆選択とモラルハザード	

	 中小企業は図表 2-1 に示されるように資金調達の大半を借入金に依存してき15 
たが、中小企業への借入金は金利が高く、保証（人的担保）提供をしている割

合が高いなど大企業に比べ借入条件が悪い。そのため大企業に比べて資金調達

が困難であるといえる。	

	

	20 
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（参考）中小企業庁	 中小企業白書 2016年	 借入金依存度の推移 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/index.html 
 
 5 
 
 

図表 2－2	 資金繰り判断	

図表 2－1	 借入金依存度の推移 
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（参考）日本銀行統計短観	 企業金融関連判断（全産業）の推移より筆者作成

http://www.boj.or.jp/statistics/tk/index.htm/ 

 

	5 

	 中小企業が円滑に資金調達を行うためには第 1節で述べた情報の非対称を緩

和することがとても重要となる。ここでは逆選択とモラルハザード問題につい

て説明する。	

	 まず『「逆選択」では貸し手がエージェンシーコスト（情報生産コスト）を

まかなうために貸出金利を上昇させると、安全かつ信頼できる借り手は金利が10 
高すぎると考え借入を諦めるが、危険な借り手は資金を借り続けようとするた

め、資金が返済されない可能性は大きくなる。このように市場に高品質の財と

低品質の財が混在し、両者を識別できない場合、低品質の方が市場に残る現象

をいう。』（教養としてのマクロ経済学		 藪下史郎ｐ１９６）	

また、低品質財は“レモン”と呼ばれるためこの問題は「レモン問題」とも呼15 
ばれる。	

	 一方、貸し手は借り手がどのように資金を用いているかを完全に監視するこ

とができない。貸付金利が上昇したとき、借り手がよりリスクの高い投資を行
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おうとするかもしれない。これは借り手の返済確率を低下させてしまう。この

現象を「モラルハザード」という。このような問題が貸付市場で生じたとき、

競争的な価格メカニズムが機能せず、企業や個人は現行の市場利子率で望むだ

けの資金を借り入れることができない、という信用割当が起こる。これらを解

消するために、中小企業側と金融機関側の情報格差をなくさなければならない。5 
現状として中小企業の多くは取引先の金融機関に対して決算書を提供している

が、年次報告書、事業計画、リスク情報の提供は行われていない実態がある。

また、計算書類を出していても税理士等に頼りすぎて中身の主旨を理解してい

ない企業がほとんどである（図表 2−3）。	

	10 
	

	

	

	

	15 
	

	

	

図表 2－3	 中小企業の決算書に対する意識	
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（参考）中小企業庁	 「中小企業白書 2007」	 中小企業の会計に関する指針・
会計参与の準拠状況	

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h19/h19_hakusho/html/j233
0000.html 5 

 

	

決算書に比べて年次報告書、事業計画、リスク情報の提供が低調である傾向

は株主や主要取引先・顧客に対しても同様である。企業が情報開示をより積極

的にすることで信用力の向上や金融機関からのスムーズな資金調達などのメリ10 
ットがあげられる。しかし膨大な情報を書類化するには時間がかかり、税理士、

会計士、弁護士等に対する支払い費用の増加やそれに伴う人件費の増加という

デメリットもある。	

	 こうした観点からは、金融機関や会計士等、中小企業に対して財務管理サー

ビス等を提供する人材の充実も重要となる。一方金融機関は一定の情報開示等15 
の条件の下で担保や保証に依存しない融資に取り組み始めており、情報開示の



 
 

21 

メリットが増大している。したがって、中小企業においては正確で信頼性の高

い決算書を提供するとともに、事業計画の作成や事業内容のわかりやすい説明

に一層積極的に取り組むことが望まれる。またここ数年財務諸表などを含む定

量情報とは別に経営者の資質、従業員の熟練度などを含む定性情報の重要性が

高まりつつあるため金融機関と面談を行う企業も増えている。	5 
	 そもそも非対称情報の問題は高度に経済が発展し、ニューエコノミーという

時代になればなくなるのだろうか。IT 革命といわれるような情報技術の発達は

情報を完全にするということはないのであろうか。最近の情報技術の急速な発

展や市場の整備は、情報費用を低下させていたため、非対称情報をある程度解

消する可能性がある。しかしそうした技術革新は、価格情報など数量的に表現10 
が可能な情報であれば、情報費用を低下させることができるが、商品の質には

困難な点が多い。情報技術が進歩すると同時に新しい情報問題が生まれること

になるので、金融機関と中小企業間の情報格差は情報技術が進歩しても解消し

ないと考えられる。	

	 中小企業は新たな開発や新たな販路の開拓等の経営革新により、リスクに挑15 
戦していく存在である。金融機関にはそのようなリスクを適切に分散させ、中

小企業の活動を資金面から支える役割が期待される。中小企業側は財務諸表の

信頼性を高めることが必要であり、そのためには例でいうと 2006	年施行の会

社法で導入された会計参与制度を利用するなどの取組が挙げられる。また担保

問題も改善する必要がある。金融機関では情報の非対称性が強く、借り手に関20 
する情報が入手できない場合、または、将来的な事業動向を不透明とみなす場

合、それらのリスクを穴埋めするために担保提供を要求する。	

	 中小企業は金融機関から融資を受ける際、不動産を担保とすることが一般的

である。しかし、中小企業には不動産を十分に保有していない企業も少なくな

い。また、担保とする不動産を保有している場合であっても、地価が地方圏を25 
中心に低迷している中で中小企業が十分に資金を調達することは難しくなって

いる。このような状況の中、中小企業の資金調達を円滑化する観点から、不動

産担保や個人保証に過度に依存した従来型銀行融資ではない資金調達の途を拡

大することが強く求められている（図表 2－4）。	
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図表 2－4	 中小企業向け貸出金担保の内訳	5 

	

（参考）中小企業庁	 「中小企業白書 2005」	 中小企業向け貸出における実態

調査より筆者作

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h17/hakusho/html/17221230.html 

 10 

	

	

	 そこで日本政策金融公庫中小企業事業本部によって2008年8月に本格的に導

入された無担保貸出は、有担保貸出のみを原則認めていた公庫が、リレーショ

ンシップバンキングの推進を目的として講じた大きな制度変更であり、実務的15 
にもその効果の程度が注目された。同時にこれは、有担保と無担保の 2つの貸

出を提供することによって中小企業側に選択させることにより、情報の非対称

性の問題を緩和できるとした。	

	 しかし無担保貸出の導入により担保資産を十分に有しない企業の資金アベイ

10.1% 
0.9% 0.6% 0.0% 

85.7% 

2.6% 

中小企業向け貸出金担保の内訳	

預金・債権	

有価証券	

債権	

在庫	

不動産	

その他	
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ラビリティが導入前に比して改善する一方、企業の自己選択やモラルハザード

により、無担保貸し出し利用企業の信用リスクが有担保企業を上回るなど事後

パフォーマンス悪化が生じた。したがって中小企業は今後もより積極的に情報

開示を行い担保や保証に過度に依存しない資金供給を拡大していくことが重要

である。	5 

 
 
第 3 章	 金融仲介機能と貸出手法 

 
第 1節	 金融行政の展開 10 
	 市場メカニズムがあまり作用しない中小企業金融において、金融行政の試み

を検討することは有意義である。以下、政府によるリレーションシップバンキ

ングの機能強化に向けた施策について吟味する。 
	 2002年 9月 30日に小泉改造内閣が組成され、竹中経済財政担当大臣が金融
担当大臣を兼務するという新人事が発表された。小泉内閣はその成立当時から15 
不良債権処理を柱とした金融改革を課題の一つに掲げており、それを具現化す

るために 2002年 10月 30日、「金融再生プログラム－主要行の不良債権問題解
決を通じた経済再生－」を公表した。  
	 その背景には、日本の金融機関の不良債権処理は遅々として進んでおらず、

このままでは国際的な日本の信用自体が失墜しかねないという危機に直面して20 
いた状況があり、不良債権問題を早急に解決する必要があった。そして、この

ルール・ガイドラインの対象をメガバンク・主要行 11 行に絞り込み、2004年
度までに不良債権比率を半減させるという数値目標を課した。 
	 金融庁が発表した「金融再生プログラム」原文の書き出しは、『日本の金融シ

ステムと金融行政に対する信頼を回復し、世界から評価される金融市場を作る25 
ためには、まず主要行の不良債権を解決する必要がある。2004年度には、主要
行の不良債権比率を現状の半分程度に低下させ、問題の正常化を図るとともに、

構造改革を支えるより強固な金融システムの構築を目指す。そこで、主要行の

資産査定の厳格化、自己資本の充実、ガバナンスの強化などの点について、以
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下に示す方針で行政を強化する。』となっている。  
	 「金融再生プログラム」により、主要行の不良債権処理はその速度を一気に

早めることとなった。しかし、日本の不良債権問題は、メガバンク・主要行だ

けのものではなく、中小・地域金融機関の不良債権問題の解決も喫緊の課題で

あった。 そこで、中小・地域金融機関については、金融再生プログラムが対象5 
とした主要行とは異なる特性を有するリレーションシップバンキングのあり方

を多面的な尺度から検討することを目的として、2002年 12月、金融審議会に
「リレーションシップバンキングのあり方に関するワーキンググループ」が設

置され、それ以降の様々な問題点について審議されることとなった。この審議

を踏まえて 2003年 3月、「リレーションシップバンキングの機能強化に向けて」10 
が発表され、「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプ

ログラム」（略称：リレバンⅠ）に基づく「集中改善期間」が設けられた。  
	 リレーションシップバンキングの中心的な担い手として期待されるのは、中

小・地域金融機関であり、これらは営業地域が限定され特定の地域や業種に密

着した営業展開を行い、取引先との長期継続的な関係を構築し、経営者の資質15 
や技術力などの定性的な情報を得ることで「情報の非対称性」を補ってきた。

情報の非対称性が大きい中小企業に対して資金供給の円滑化が図られてきたの

は、リレーションシップバンキングが有効に機能してきた事実を示している。  
	 しかしながら、2003年 2月に開催された地方懇談会では、地域金融機関の
リレバンの実態に関する財務行政モニターの結果から、「従来と比べ地域金融機20 
関の対応が事務的になった」、「事業の将来性といった点を十分に評価してくれ

ない」 、「担保・保証を重視した融資態勢である」、といった問題点が指摘され、
融資先に対して地域金融機関による十分な対応がなされていない可能性が伺わ

れた。 
	 このような地域金融機関と顧客とのリレーションシップ関係が十分に構築さ25 
れない理由の一つとして、地域金融機関の収益性の低さがある。この背景には、

金利水準からは正当化できない信用リスクの負担、レピュテーショナルリスク

（地域における悪評の発生）を恐れた問題の先送り、採算性を離れたサービス

の提供等が指摘されている。こうしたコストを抑制するために、〔1〕ガバナン
スの強化、〔2〕資産査定、信用リスク管理の厳格化、〔3〕収益管理態勢の整備30 



 
 

25 

と収益力の向上、〔4〕地域貢献に関する情報開示、〔5〕コンプライアンスの徹
底、が必要であり、2003年 3月の機能強化に向けた報告書において中小・地
域金融機関の具体的な取組み指針が示されている。「リレーションシップバンキ

ングの機能強化に関するアクションプログラム」（略称：リレバンⅠ）に基づく

「集中改善期間」が設けられたのは、中小・地域金融機関がこのような指針に5 
そった収益力強化に積極的に取り組むためである。 

 
 
第 2節	 リレーションシップバンキング 
	 中小企業向け貸出は、リレーションシップバンキング（リレバンと）とトラ10 
ンザクションバンキング（トラバン）に大別される。リレバンは、金融機関が、

借り手である顧客との間で親密な関係を維持することにより、外部では通常入

手しにくい借り手の信用情報などを入手し、その情報を基に貸出等の金融サー

ビスを提供する金融仲介の伝統的なビジネスモデルである。一方、トラバンは

取引時点における財務データや担保価値等の定量的な情報を重視する新しいタ15 
イプの貸出手法である。 
リレバンの本質は、貸し手と借り手の長期的な関係を通じて、外部からは通

常入手しにくい借り手の信用情報が得られることにより、貸し手が借り手に関

する情報を当初十分にもちあわせていないために発生するエージェンシーコス

トを軽減する点にある。中小企業金融は、情報の非対称性や規模の経済性など20 
の諸問題に対応する力がないといけないため、このリレバンが重要視される。 
	 まず、リレバンのメリットとして、情報の非対称性の緩和が期待できる。前

章で述べた通り、金融機関と企業との間には、情報の非対称性が存在する。と

りわけ、金融機関と中小企業との間の非対称性は高いと考えられる。貸出の際

に最も重要視される情報の一つである財務諸表を例に挙げると、会社法におい25 
て「大会社」と定義づけられるいわゆる大企業に対しては財務諸表の監査が義

務づけられる一方で、中小企業に対しては任意にとどまる。結果として、中小

企業が提供する多くの財務諸表は必ずしも企業の経営実態を反映しているとは

言えず、金融機関が正確な情報を把握できていない可能性がある。この他、中

小企業は大企業と比較し、全般的に定量的な情報に乏しいということも情報の30 
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非対称性を大きくしている要因である。このような貸出実行以前に発生する情

報の非対称性の他、貸出実行後のおいても中小企業が業績改善のためにどのよ

うな企業努力を行っているかを正確にモニタリングするには困難である。金融

機関は情報の非対称性に伴うリスクを貸出の際に織り込む必要があり、それが

中小企業の資金調達のハードルを高めている。 5 
	 こうした情報の非対称性を改善する方法として、リレバンは有効な貸出手法

である。リレーションシップを築くことで、金融機関と企業は単なる貸し手と

借り手という関係を超え、親密なビジネスパートナ―として互いに信頼が生ま

れる。そうした関係の下では、資金調達の円滑化を目的に企業はできるだけ多

くの私的情報を提供するインセンティブが働く。このようなプロセスの下、金10 
融機関は当初知り得なかった情報を得られるようになり、情報の非対称性が緩

和される。情報の非対称性の緩和に伴って金融機関は適切な経営評価が可能と

なり、リスクに見合った貸出条件の下、中小企業は借入を行うことができる。

一般に取引年数が長くなるほど金融機関と企業との間のリレーションが強くな

る傾向があり、企業の借入も行いやすくなる傾向がある。図表 3‐1は企業と15 
メインバンクとの取引年数別の借入金利を示したものであり、取引関係が長い

ほど有利な条件で借入が行われているのがわかる。 

 
図表 3‐1	 取引年数別平均短期借入金利 

 20 
（参考）中小企業庁「中小企業白書 2003年版」 
第 2-3-17 図	 貸してもらえなかった企業の割合（メインバンクとの取引年数別）

メインバンクとの取引が長い企業ほど貸してもらいやすいより引用	

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H15/Z02-03-17-00.htm 
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次に、リレバンのメリットとして挙げられるのは、異時点間リスクの平滑化

機能である。通常、貸出条件はその時点における企業の経営リスクに応じて設

定される。つまり、企業の業績が悪化した場合には厳しい条件下での貸出がな

され、業績が好調な場合には、企業にとって好条件での貸出が行われる。しか5 
し、企業にとってみれば業績が悪化した場合にこそ資金の調達が必要であるた

め、こうしたリスク評価に応じた貸出手法は資金調達を困難にしている一因で

あると考えられる。リレバンでは、金融機関と企業との間に長期的な取引関係

が生じるので、必ずしもある一時点におけるリスク評価を貸出条件に反映する

必要がなく、長い目で見た取引条件を設定することができる。例えば、企業の10 
業績が一時的に悪化し、貸出リスクが高まったとしても、金融機関はその時点

においてリスクを貸出条件に反映するのではなく、業績が回復した際に求める

ことができる。これにより、企業の業績悪化に追い打ちをかけることなくリス

ク分を請求することができる。企業にとっても、貸出条件の急な変更がないた

め、安心して借入を行うことができる。 15 
一般的に金融機関が行う情報生産活動にはフリーライダー問題が発生する。

ある金融機関が生産した情報に、ほかの金融機関が生産した情報に、ただ乗り

してコストを減らそうという動きである。こうした問題は、特に与信リスクの

判断に際して非公開の私的情報やソフト情報の価値が高い中小企業向け貸し出

しについて大きくなる。これに対して、リレバンでは顧客固有の私的情報を独20 
占的に利用できるのでフリーライダー問題を回避することができる。 
	 リレバンのデメリットとしては、「ホールドアップ問題」「ソフトな予算制約

問題」があげられる。前者は、リレバンを構築することで、貸し手が取引情報

を排他的に入手するようになると、貸し手が取引条件の設定等にあたって独占

力を行使する可能性を指す。リレーションシップによって、借り手は高い金利25 
を要求され、借り手の取引条件の悪化が懸念されるのである。貸し手の独占力

が問題の源であれば、複数の金融機関とリレーションシップを築き、この問題

を緩和すればよいのではないかと考えられたのだが、複数行取引には、事後的

効率性と事前的効率性とのトレードオフ関係に基づく別の問題がある。 
	 事後的な観点からみれば、複数行取引にはホールドアップ問題を緩和させる30 
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ことや、取引金融機関を分散させることで、金融機関に不測の事態が生じた際

のリスクを軽減させるというメリットがある。しかし、これは同時に金融機関

にとってのリレーションシップ構築の便益（レント）が減少することを意味す

る。このため、金融機関の情報生産（審査・モニタリング）インセンティブが

低下して、中小企業への資金供給が十分に行われなくなってしまうという、事5 
前の意味での効率性を損なう恐れがある。 
後者はリレバンにおけるリスク平準化機能の負の側面を表すものである。リ

レーションシップを築いている貸し手は、借り手の経営悪化に伴い金利減免や

追加融資等の支援策を行うことが多い。しかし、こうした事後的な契約条件の

変更が安易に認められるようになることで、事前に借り手の経営規模が緩みが10 
ちになるのである。 
安易な契約条件の変更が問題なのであれば、契約変更をしにくくすればよい

という考えがあるかもしれないが、ここでも事後的効率性と事前的効率性のト

レードオフが問題となる。たとえば、複数の債権者がいる場合、一行だけが取

引している場合に比べて、事後的な契約条件変更がより困難になることから、15 
借り手の経営規律の緩みは生じにくくなる。しかしその一方で、契約条件変更

に関する債権者間の利害調整に関かかる手間やコストが高くなるため、たとえ

借り手の経営悪化が一時的なものであっても、債権者間の調整の失敗により企

業に対して有意義な「救いの手」を差し伸べられなくなるリスク（事後的効率

性の悪化）も生じると考えられる。その他リレバンの構築によって、義理や人20 
情といった非合理的な誘因が作用する可能性も指摘できる。 
	  伝統的な貸出手法として用いられてきたリレバンが 2003 年に再定義され
た背景には、我が国においてリレバンが十分に機能していないという理由があ

る。図表 3-2はわが国と米国の中小企業の取引金融機関数を示したものである。
右欄に示される米国では、企業規模に関わらず一行取引を基本としているのに25 
対して、左欄に示されるわが国では少なくとも二行以上の取引を中心とし、企

業の規模が大きくなればなるほど取引金融機関数は増加している。このような

違いの背景には、我が国の中小企業は金融機関による貸し渋り危惧し、借入リ

スクを分散させるために複数行取引を基本としているということがある。リレ

ーションシップバンキングにおいては中小企業と金融機関との間に親密なリレ30 
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ーションシップの構築が求められるが、この複数行取引によって両者の関係性

が希薄ものとなり、結果として情報の非対称性が改善されないまま貸出が行わ

れている可能性が指摘されている。  

 
 5 
 
図表 3‐2	 中小企業の取引金融機関数 

 
（参考）中小企業庁「中小企業白書 2007年版」「～地域の強みを活かし変化に
挑戦する中小企業～」ｐ21より引用 10 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h19/download/hakusyo_gaiy
o.pdf 
 
 
第 3節	 トランザクションバンキング 15 
	 トラバンとは財務情報などの広く共有可能な定量情報に基づいて一時点かつ

個々の採算を重視した貸出である。トランザクション型貸出として、シンジケ

ートローン、クレジット・スコアリング貸出、動産担保貸出（ABL）の三つを
取り上げる。なお本節におけるトラバンの解説は、小野（2007、2011）に依る
ところが大きい。 20 
	 トラバンの特徴は、審査業務における統計的モデルに基づき企業あるいは経
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営者の属性や財務状況などをコンピューターシステムによる自動与信によって

機械的にかつ中立に判断することである。またそのメリットとして自動与信に

よって審査の整合性や客観性が保たれることや、その地域に地盤を持たない金

融機関でも融資を対象とした企業を見つけられること、コスト削減、業務の効

率化が測れるなどがあげられる。しかし、一方で定量情報に基づくトラバンは5 
柔軟な貸し出しに対応できないという問題があり、また定量情報は簡単に得ら

れるものであるため借り手とのリレーションシップが築きにくくなる。それに

付随して金融機関同士の競争の激化によって、情報生産のインセンティブが低

下する恐れがある。その審査に使われるデータが短期間であるため、景気の影

響を受けやすいなどの欠点も挙げられる。 10 
図表 3－3	 中小企業向け貸出をめぐる実証分析：現状と展望

 

（参考）ｐ119	 小野有人（2011）「中小企業向け貸出をめぐる実証分析：現状
と展望」日本銀行金融研究所から引用 

http://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/kk30-3-4.pdf 15 
 
 

	 貸出手法の特徴を、貸出に際して用いる主たる情報、審査において最も重視

する要素、貸出契約の特徴、貸出後のモニタリングの 4つ観点から整理する（図

主たる情報
ソース
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貸出契約の特徴 モニタリング
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（融資担当者が認識する）
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るモニタリング

財務諸表貸出
ハード情報（信頼
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表）
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表 3－3）。 
	 『財務諸表貸出とは、主に借り手企業の財務諸表に表れる信用力に基づいて

実行される貸出であり、透明性・信頼性の高い財務諸表（たとえば、監査済み

の財務諸表）を備えた企業が対象とされる。後述するように、わが国で近年拡

大しているシンジケートローンは、典型的な財務諸表貸出といえる。 5 
	 具体的には、金融機関は、財務諸表から算出される企業のキャッシュフロー

関連指標を最も重視して審査・モニタリングを行う。たとえば、企業が過度の

負債を抱えていないかどうかをみる際には、EBITDA（利払い前・税引き前・
原価償却前・その他償却前利益）が用いられることが多い。また、貸出期間中

は、負債/EBITDA比率などの財務諸表比率を一定に維持することが求められ10 
る。それだけに、財務にかかわる情報の非対称性が小さく、財務ポジションも

良好な中堅・中小企業に適した貸出手法であり、また、情報開示にかかる要件

が厳しいことから、総じて中堅・中小企業の中でも規模の大きい企業が対象と

なるケースが多い。 
	 次に、クレジット・スコアリング貸出は、借り手の信用リスクと関係が深い15 
諸要素（企業あるいはオーナー・経営者個人の属性、財務状況等）を変数とし

て用いた計量モデルにより「信用スコア」を算出し、信用スコアに依拠して与

信判断を行う貸出手法である。貸出実行後のモニタリングも、信用スコアの見

直しや、あるいは簡易的な早期警戒システムを利用するなど、機械的に行われ

ることが多い。 20 
	 リレーションシップ貸出あるいは、他のトランザクション型貸出と比較した

クレジット・スコアリングの特徴は、個々の貸出案件ごとに与信リスクを判断

するのではなく、多数の小口貸出をポートフォリオとして束ねたうえで、ポー

トフォリオ全体の平均的なパフォーマンスに基づいて与信判断がなされる点に

ある。統計的な大数の法則に基づいて与信を行うことで、個々にみれば情報の25 
非対称性が大きい小口の資金需要をもつ中小企業への与信が可能となってい

る。』（ｐ119	 小野有人（2011）「中小企業向け貸出をめぐる実証分析：現状と
展望」日本銀行金融研究所） 
	 動産担保貸出（ABL）は中小企業が保有する在庫・売掛債権といった動産の
担保価値に基づいて、短期の与信枠を設定する貸出手法である。金融機関は担30 
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保として適格な動産の清算価値に一定の掛け目（前貸し率）を乗じることで、

貸出基準額を設定する。また、貸出額の担保価額に対する比率である LTV比
率が常に 1を下回るよう、売掛債権・在庫を日次ないし月次といった高い頻度
でモニタリングしている。 
	 担保を徴求すること自体は、リレーションシップ貸出や財務諸表貸出などの5 
他の貸出手法においてもみられるものであり、有担保取引であることが動産担

保貸出の特徴であるというわけではない。動産担保貸出と他の貸出手法との違

いは、与信に際して最も重視する要素が担保価値にあるのか、あるいはキャッ

シュフローにあるのかに求められる。動産担保貸出は、中小企業が保有する動

産（担保）の価値に着目することで、中小企業自体の情報の非対称性に対処す10 
る貸出手法であり、良質な売掛債権等をもつ企業が対象となると考えられる。

また、出入りの激しい動産担保のきめ細やかな評価・管理は、金融機関にとっ

てもそれなりに手間のかかるものであるだけに、規模の経済の便益が見込める

一定規模以上の中堅・中小企業向けの貸出手法といえる。 
	 最後に、財務諸表貸出の代表であるシンジゲートローンについて概観する。15 
図表 3‐4のようにシンジケートローンとは、顧客の資金調達ニーズに対して、
幹事行が複数の金融機関を取りまとめてシンジケート団を組成し、１つの契約

書に基づいて貸出を行う融資形態である。シンジケートローンには図表 3‐5
のようなメリットがあり、一つの契約書の下、複数の金融機関との取引条件を

統一できる。取引金融機関が多いわが国の企業にとって、このメリットは大き20 
な意味を持つ。通常の取引においては各金融機関と個別に契約を結ぶためその

分のコストが生じるが、シンジケートローンを利用すれば金融機関ごとに契約

を結ぶ必要がなく、アレンジャーとの間に一つの契約を結ぶことで融資を受け

ることが出来る。借入のリスク面においても、協調融資という形式をとってい

るシンジケートローンは一行に大きく依存することがないため、十分なリスク25 
分散がなされているといえる。 

 
図表 3－4	 シンジケートローンの概念図 

 
 30 貸出条件の検討 

参加金融機関の招聘 

契約書の作成 

シンジケート団 
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 5 
 
 
 
 
（参考）小野有人（2007）『新時代の中小企業金融』より実筆で作成 10 

 
 
 

図表 3‐5	 シンジケートローンの形態 

 15 

（参考）三菱東京 UFJ銀行ホームページより引用 

http://www.bk.mufg.jp/houjin/shikin_chotatsu/syndicate/about.html 
 
シンジケートローンの形態は、大きく分けて以下の 2通りある。（1）ターム
ローンでは、証書借入をシンジケートローン方式で行う融資形態である。通常、20 
契約時に一括してお借り入れいただくが、契約日から一定期間内ならいつでも

分割してお借り入れができる契約もある。（2）コミットメントラインとは、あ
らかじめ決められた期間・借入限度額の範囲内であれば、いつでもお借り入れ

借
入
企
業 

アレンジャー 

エージェント 

資金決済 

事務連絡 

担保管理 

参加金融機関 

参加金融機関 

参加金融機関 

参加金融機関 
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ができる融資枠。シンジケート団の参加金融機関は、一定の条件が満たされる

ことを前提に、お貸し出しを確約（コミット）する借入形態である。 
	 近年は、大規模プロジェクトに関するリスク管理の強化や事業ノウハウはあ

っても信用力の低下した企業がノウハウだけを切り離すことによる資金円滑化

の面からプロジェクトファイナンスも注目されている。 5 

 
 
 
第 4 章	 今後の中小企業金融 

 10 
第 1節	 貸出手法の比較考量 
	 前章で検証したリレーションバンキングとトランザクションバンキングを比

較する。リレバンが小規模かつ地域限定的金融機関に適した機能であるのに対

し、トラバンは大手行（主要行）に適した機能といえる。両者の特徴を比較・

対照したものが図表 4‐1である。 15 

 
図表 4‐1	 リレーションシップバンキングとトランザクションバンキン
グの比較 

	  リレーションシップバンキング トランザクションバンキング 

重視するリスク要因 マネージメントリスク（定性的） ビジネスリスク（定量的） 

メリット ・定量情報では計りきれない無

形の競争力を持つ顧客層を開拓 

・高収益性、収益の長期安定性 

・低コスト化による価格競争力 

・信用リスク管理の高度化 

コスト 高コスト（営業担当者人件費） 低コスト（機械化の初期投資） 

収益期間 長期安定的 短期的、市場環境等の影響大 

取引先との関係 単独取引（独占的） 複数行取引（競争的） 

適性のある金融機関 小規模かつ地域限定的金融機関 大規模（地域横断的）金融機関 

（参考） 
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平成１８年度マスターセンター補助事業「リレーションシップバンキングの進

展に関する調査研究所ｐ2から引用	

https://www.j-smeca.jp/attach/kenkyu/shibu/H18/h_ishikawa.pdf#search=%
27%E3%83%AA%E3%83%AC%E3%83%90%E3%83%B3+%E6%9C%80%E6
%96%B0%E6%88%90%E6%9E%9C%27 5 
 
 

	 トラバンを用いると、リレバンのデメリットを緩和することができる。トラ

バンでは、最終的な資金運用者は透明性の高いハード情報に基づき原債権が組

織されていることで、リスク判断が容易になる。実際、欧米大手金融機関のシ10 
ンジケートローンの組成金額のうち、金融機関が自らのバランスシートに保有

し続ける比率は 10％ほどともいわれている。定量的な情報に基づいて与信判断

がなされるトラバンでは、リレーションシップを築くことをしないため、ソフ

トな予算制約問題は発生しない。むしろ、予算制約はハードなものになる。貸

し手の支配力が弱まることで金利基準は適正化されホールドアップ問題も起こ15 
りにくい。ただし、伝統的なリレバンの貸出比率を減らし、トランザクション

的な傾向だけが強まることは必ずしも好ましいことではない。定量的なデータ

に基づいてのみ与信判断を行うと、中堅企業に近い中小企業はともかく、零細

企業に近い中小企業はトラバンの融資対象にはならない可能性すらある。 

	 リレバンの 2000 年以降の動向としては、2002 年、日本の金融機関が抱えて20 
いた多額の不良債権を処理することを目的として「金融再生プログラム－主要

行の不良債権問題解決を通じた経済再生」が金融庁から発表された。翌 2003

年には「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログ

ラム」などが策定され、本格的にリレーションシップバンキングの推進が図ら

れることとなった。具体的には、「創業・新事業支援機能等の強化」「取引先25 
企業に対する経営相談・支援機能の強化」「早期事業再生に向けた積極的取組

み」「新しい中小企業金融への取組みの強化」「顧客への説明態勢の整備、相

談・苦情処理機能の強化」「進捗状況の公表」の六つの柱に基づき、各金融機

関は「リレーションシップバンキングの機能強化計画」を策定し、順次実行す

ることが求められた。行政側がリレーションシップバンキングを推進した背景30 
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には、中小企業の資金調達環境を改善させるのはもちろんのこと、金融機関の

収益力の低下に歯止めをかける狙いもあったとされる。	

渡部（2010）は、リレーションシップバンキングは銀行と借り手の間に存在

する情報の非対称性などに起因する非効率性を低減させるビジネス手法であり、

危機の終息後、依然として本業の収益力の低迷に苦労する地域金融機関に対し5 
て、金融庁が収益性向上策として提案した側面があると指摘している。企業の

実態をより詳細に把握し、適切なサポートを講じることで経営を立て直すこと

ができれば、企業格付けのランクアップにつながるし、業績が不安定な先を支

援することで、不振に陥ることを未然に防げる可能性もあるからである。	

 10 
 

図表 4－2	 リレーションシップバンキングへの評価 

	  積極的評価 消極的評価 

顧客への説明態勢の整備、相談苦情	 処理機能の強化	  51.7 25.3 

経営相談・支援機能の強化 50.7 32.8 

担保・保証に過度に依存しない融資等 41.6 42.4 

創業・新事業支援機能等の強化 39.5 38.3 

人材の育成 35.6 33.4 

事業再生への取組み 24.3 40.7 

（参考）金融庁（2007）	

「リレーションシップバンキングが中小企業の業務に与える効果」p23 より引

用	15 
	 http://www2.ngu.ac.jp/uri/dp/pdf/dp101.pdf	

	

	 	

金融庁（2007）は、金融機関利用者に対してのアンケート調査やヒアリング

などから、リレーションシップバンキングへの評価をまとめている（図表 4－2）。20 
各項目に対する積極的評価の割合をみると、「顧客への説明態勢の整備、相談

苦情処理機能の強化」が 51.7％と最も高く、「経営相談・支援機能の強化」が
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50.7％で続く。「担保・保証に過度に依存しない融資等」や「創業・新事業支

援機能等の強化」などは、積極的評価の割合が 50％を下回ってはいるものの、

「事業再生への取組み」を除けば、総じて積極的に評価されているといえる。

利用者にとって、金融機関のリレーションシップバンキングの推進はおおむね

肯定的に受け止められている。肯定的に評価されている最大の要因はやはり、5 
リレーションシップバンキングによって、企業の資金調達環境がこれまでに比

べて改善したからであろう。リレーションシップバンキングをめぐる学術的研

究からは、その効果が実証的に明らかにされてきている。 

	 リレーションシップの構築は企業にメリットをもたらす。特に中小企業の業

績を立て直すうえで、金融機関の果たす役割は大きい。こうした事実を金融機10 
関、企業双方が認識し、今後ますますリレーションシップを深化させていくこ

とが期待される。 

	 次にトラバンの現状についてだが、イノベーションに優位性を持つと考えら

れている小規模の企業は、企業としての質的な差異が大きい上に，その事業や

財務状況の情報開示が進んでいない傾向があり，どうしても資金の貸し手が持15 
ち得るそれらの借り手企業に関する情報量，具体的には債務不履行やモラルハ

ザードに走る可能性がどのくらいあるのかに関する情報量は限定的となる。よ

って，資金の貸し手がこれらの情報を集めるには，貸出審査をおこない，借り

手の信用リスクをしっかりと検討・分析するとともに，貸出後には借り手が適

切に事業を進めているかなどを監視（モニタリング）する必要がある。当然な20 
がらそれには金銭的ないし時間的コストがかかり，特に貸出額が比較的小さい

小規模企業に対しては，その単位当たりのコストは高くなり，貸出実行が困難

になる。しかし，クレジット・スコアリングなどの金融技術が発達してきたこ

とにより，事情が大きく変わりつつある。クレジット・スコアリングとは，単

位当たりの貸出額が小さい小規模企業に対して，たとえば企業属性や財務状況25 
等の「ハード」情報をもとに，一定の方法（統計モデル）の下でそれら企業の

信用リスクをスコアリング化し，貸出実行の可否を迅速にかつ中立的に判断す

る手法である。これはもともと米国の消費者ローン審査のために開発されたの

だが，その後の技術	発達を受けて，小規模企業向けの貸出にも幅広く活用され

るようになった。このクレジット・スコアリングの主要なメリットは貸出審査30 
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の大部分を自動化するために	審査を効率化できることである。Allen,	Delong,	

and	Saunders(2004)によれば，この手法	を導入した	Hibernia	銀行では，融資

申請の処理件数が	10	倍以上に跳ね上がり，事業向け	貸出額も	2	年間で	6	倍

にまで増加したという。そして	1997	年には約	70％以上の銀行など	が中小企

業向け貸出にクレジット・スコアリングの手法を活用していることが報告され5 
ている。日本においても金融庁が	2003	年に「リレーションシップバンキング

強化に向けたアクシ	ョンプログラム」の中において，不動産担保・保証に過度

に依存しない形でのクレジット・スコアリングの活用を呼び掛けて以降，金融

機関に幅広く普及してきた。しかしながら，審査の効率化・コスト削減を主な

狙いとし，借り手の外形的・定量的なハード情報に基づいて信用リスク評価を10 
おこなうクレジット・スコアリングは，リレバンというよりもトラバンの一形

態以外の何ものでもない。また無担保・無保証（第三者保証）を代名詞にして

いるようだが，益田・小野(2005)がおこなったアンケートでは，クレジット・

スコアリングを活用している銀行の	90％以上が代表者保証を求めていると報

告されている。 15 
第 2節	 ABL市場の拡大に向けて 
動産担保貸出（ABL：asset-based lending）は、不動産担保に過度に依存し
ない融資として、近年企業金融における貸出手法として期待されている。ABL
は、企業が保有する在庫や売掛債権などの動産の担保価値に基づいて金融機関

が短期の与信枠を設定する貸出手法である。具体的には、担保として適格な動20 
産の清算価値に一定の掛け目 （前貸し率）を乗じて算出した貸出基準額を与信
枠の上限とする（図表 4－3）。 

 
図表 4－3	 ABL における貸出基準額算出の流れ 
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（参考）ABL協会	 ABL普及・啓発コンテン 
「発展編担保の評価と掛け目はどのように計算しますか？」より引用 

http://abl-j.jp/about-abl/abl.html 
 5 
 
 
 

ABLと他の貸出手法の異なるところは、与信判断に際して最も重視する要素
が企業の担保価値にあるか、キャッシュフローにあるのかという点にある。キ10 
ャッシュフロー創造力を重視する伝統的な貸出手法とは違い、ABLは中小企業
が保有する動産担保の価値に着目することで、中小企業金融における情報の非

対称性を解消しようとする手法である。与信枠が在庫や売掛債権の価値に連動

するため、貸し手はこれらの事業資産の市場価値を正確かつタイムリーに把握

するとともに、借入が返済不能になった場合は動産担保を処分して回収額を最15 
大化するノウハウや仕組みを構築することが求められる。一方、借り手には、

貸し手に対して担保提供資産に関する細やかな情報開示を行うことが求められ

る。 
	 近年、日本においても ABLに対する関心が高まっている背景には、わが国
の中小企業が保有する資産のうち、土地や有価証券は担保として資金調達に活20 
用されている一方で、売掛債権や在庫は担保として十分に活用されていないこ
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とがある。財務省「法人企業統計年報（2005年度）」における日本の中小企業 
（資本金 1億円未満の企業）では、バランスシートの構成比に占める土地の割
合が 16.1%、有価証券の割合が 6.9%であるのに対し、売掛債権や在庫はそれぞ
れ 16.8%、8.7%と相応のシェアを占めている。小野・植杉（2006）に依ると、
米国では ABLはもとよりリレーションシップバンキングにおいても動産が担5 
保として活用されている。これに対して日本では、中小企業がメインバンクに

担保として提供している資産の内訳のうち、9割以上が不動産であり、預金、
株券、商業手形などの流動性の高い金融資産がこれに次いで多くなっている。

一方、売掛債権を担保として提供している中小企業は、全体の 1%にも満たな
い。 10 
	 従来、動産担保は主担保たる不動産担保を補完するための「添え担保」とし

て	取り扱われてきたため、動産担保融資は積極的には実施されてこなかった。

しかし、わが国においても 2004年に「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特
例等に関する法律（債権譲渡特例法）の一部を改正する法律」が成立したり、

2005年 10月に動産譲渡登記制度が創設されるなど、動産担保を活用しやすい15 
環境の整備を進め、ABL市場の拡大を図っている。 

ABLは、他のトランザクション型金融商品と比べると新しい貸出手法である。 
図表 4－4をみると、地域銀行の 6割が「取り扱っていないが今後取り扱う予
定」と回答している。ABLは担保価値をとる資産が特徴的ではあるが、頻繁に
審査・モニタリングを行うことはリレーションシップバンキングと同義である。20 
この点で、ABLはトランザクションバンキングの三つの手法のうちでは、伝統
的な貸出であるリレーションシップバンキングの要素を兼ね備ている貸出技術

であり、今後の拡大可能性が高いといえる。	

	

図表 4－3	 中小企業向け金融手法の取り扱い （地域銀行） 25 
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（参考）中小企業庁「中小企業白書 2008年版」第 2章地域における中小企業
金融の機能強化	 p180より一部加筆して作成 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h20/20TyuushohPDF200804
18/130110032.pdf 5 
 
 
図表 4－4 は、ABL の融資金額と融資件数の推移を見たものである。2012
年度から急激に融資金額が増加しており、2013 年度には 9,327 億円まで増加
したが、2014 年度は 8,965 億円と微減した。また、件数を見ると、2008年度10 
以降 2011 年度まで減少傾向にあったが、2012年度以降毎年 3,000件弱の増加
を続けている。足下では金額が減少するものの件数は増加していることから、

1件当たりの小口化が進んでいる。 
次に、ABLの融資金額及び融資件数に占める金融機関の業態別の割合を見て
いく（図表 4－5）。これを見ると、地方銀行が金額基準で 37.9％、件数基準で15 
26.1％と最も高くなっていることが分かる。また、地域金融機関（地方銀行、
第二地方銀行、信用金庫、信用組合）の割合を合計すると、金額基準で 64.2％、
件数基準で 63.3％となっており、地域金融機関を中心に ABL の普及が進んで
いる。 

 20 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ABL 

クレジット・スコアリング	

シンジケートローン	

取り扱っている	 取り扱っていないが今後取り扱う予定	 今後も取り扱う予定がない	
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（参考）中小企業庁「中小企業白書 2016年版」	 第 5章 中小企業の成長を支
える金融	 p358 
（原統計：経済産業省「「ABL の現状、普及促進に向けた課題及び債権法改正
等を踏まえた産業金融における実務対応の調査検討」報告書」）より引用 5 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/04Hakusy
o_part2_chap5_web.pdf	  
 
 
 10 

図表 4－4	 ABL の融資金額と融資件数の推移 
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（参考）中小企業庁「中小企業白書 2016 年版」第 5 章 中小企業の成長を支
える金融	 p359（原統計：経済産業省「「ABLの現状、普及促進に向けた課題
及び債権法改正等を踏まえた産業金融における実務対応の調査検討」報告書」）

より引用 5 
	

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/04Hakusy
o_part2_chap5_web.pdf	  
 
 10 
このように、ABLの実行件数、実行金額は増加傾向にあり、地域金融機関を
中心に取り組まれている。今後更なる ABL の促進のためには、評価システム
等のインフラは整備を行い、動産担保評価や管理を行うノウハウを有する人材

を確保したり、あるいは外部機関に評価を委託するネットワークを整備する必

要がある。さらに、中小企業の事業性や経営課題を把握し、より詳細に中小企15 
業を理解することも必要といえる。	

 
 
 

図表 4－5	 業態別に見た ABL実行金額の割合と ABL実行件数の割
合 
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終わりに 

 
	 中小企業は日本経済にとって重要な役割を果たしてきている。しかし大企業

と比較して中小企業の事業資金や運転資金の調達は容易でない。その原因を、

本論文では「情報の非対称性」や「情報生産コスト」等の「情報」という観点5 
から捉えようと試みた。 
	 金融機関が企業に融資を実施する際には、当該企業の収益性や財務状態など

を詳しく知るための情報が必要となる。金融機関が行う情報生産にはコストが

生じ、情報開示が広く行き渡っている大企業に比べて情報開示が不十分な中小

企業のほうが、金融機関にとって情報生産コストは高くなる。したがって中小10 
企業は大企業より資金調達が不利になるため、情報生産コスト、いわゆる「金

融仲介費用」をどう引き下げるかという問題に帰着した。 
	 このような観点から中小企業の資金繰りを円滑にする試みで制定された中小

企業金融円滑化法を評価すると、これはかえって金融機関の中小企業に対する

情報生産のインセンティブを喪失させ、今後中小企業の資金繰りを悪化させる15 
恐れがあるのではないかという懸念が示される。この懸念を払拭するには、金

融機関側では良質な情報生産の取り組み、中小企業側ではこれまで以上に積極

的に情報開示を行っていく必要がある。この情報開示こそが、情報生産コスト

を引き下げるための最大の方策である。 
	 3 章では地域金融機関が中小企業と優良な関係を構築するために導入された、20 
リレーションシップバンキングという手法に頼ってきたことを述べた。しかし、

これはトランザクションバンキングと比較して、明らかに情報生産コストは高

い。そこでトラバンに分類される動産担保貸出（ABL）が土地等の不動産をあ
まり保有していない中小企業向けの貸出に、積極的に活用することができると

考えた。つまり ABL が実行される限り、金融機関には融資先企業の定性的情25 
報を入手しようと、自然と長期的なリレーションシップ生まれることになる。 
	 以上、本論文では金融機関と中小企業の間の情報という観点から、中小企業

の資金調達の問題を論じた。その解決には中小企業側の前向きな情報開示と、

金融機関側の動産担保貸出の積極的な活用が必要であると結論する。 

 30 
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