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平成 29 年 3 月吉日 

第６５回ファインビット通信 

中村 中 

１、新金融検査マニュアルと金融検査マニュアル別冊（中小企業融資編） 

新金融検査マニュアルは、現在の金融検査マニュアル別冊（中小企業融資編）に近いもの

になると思われます。 

1999 年公表の金融検査マニュアルは、金融庁検査において、機械的・画一的に適用され

ているという意見も多く、中小・零細企業等の債務者区分の判断では厳格過ぎて、的確に

行われていないと言われていました。そこで、現在の金融検査マニュアル別冊（中小企業

融資編）が誕生し、15 年前の 2002 年 6 月に現在の様式になりました。しかし、一旦、

広がってしまった金融検査

マニュアルの保守的で厳格

な運用は、金融機関の貸出現

場にまでは浸透せず、中小・

零細企業に対する寛大で柔

軟な対応は徹底しませんで

した。 

一方、大企業と中小企業の較

差は、少子高齢化や都市への

人口集中などによって広が

り、地方には、もはや新規参

入企業はほとんど見られな

くなり、ベンチャー企業の誕

生もなくなってしまいまし

た。地方を中心にした中小企

業に対しては、従来の金融検

査マニュアルの格付けや債

務者区分の厳格な運用は通

用しなくなってしまいまし

た。すなわち、15 年前の中

小・零細企業への配慮を、現

在の中堅・中小企業まで広げ

なければならなくなってし

まったのです。正に、地域金

融機関にとっては、すべての

中小企業に対して嘗ての中

小零細企業への「金融検査マ

ニュアル別冊（中小企業融資

編）」の運用を行わなければ

ならなくなっているように

思われます。 
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今般、再度、中小企業の活性化を図るために、金融機関の中小企業への融資を積極的に行

わなければならないという動きが、一般化されてきました。現在の中小企業にもう一度、

頑張って貰いたいということです。同時に、マイナス金利下、金融機関の中小企業への融

資残高を増加するべきであるという要請も強くなってきました。大企業融資や国債保有よ

りも、中小企業への融資の方が高い貸出金利を取ることが出来るからです。 

その流れの中に、前頁の日経新聞の 2 月 24 日朝刊の記事が出てきました。金融庁の金融

機関に対する検査が、「厳格な点検から転換」されることになったということです。金融

庁は、1999 年公表の金融検査マニュアルを刷新することになったのです。このマニュア

ルは、「具体的な事例などを交え、細かいルールではなく、基本的な考え方や趣旨を重視

した内容にする」ということですが、これは、「金融検査マニュアル別冊（中小企業融資

編）」と同じ趣旨になっています。 

私が 2017 年 2 月 15 日に出版した「事業性評価・ローカルベンチマーク活用事例集」は、

この金融検査マニュアル別冊（中小企業融資編）の 27 事例を中心に、RESAS やビッグ

データを交えて解説していますが、今回の金融庁が目指す「新金融検査マニュアル」もお

そらく同じ方向を向いていると思われます。先日、この「事業性評価・ローカルベンチマ

ーク活用事例集」を読んで頂いた金融庁幹部の皆様とミーティングを行いましたが、この

本の内容に対して問題点のご指摘はなく、共感できる点を具体的に挙げてもらいました。

今後、公表される新金融検査マニュアルと同じ方向性になっていると、私は確信しました。 

 

 

これからの２～４の項目については、通信講座「財務金融アドバイザー」の継続会員の皆様にお送

りしている「財金 A 通信 2 月号 号外」金融機関向け講演会のご報告､５～１０については「財金

A 通信 3 月号」の抜粋です。ご参考にして下さい。 

２、TKC 全国会の三重北支部・南支部における金融機関向けの講演会の概要 

  

  

 

この講演会の参加者は 300 名を超え、その内、金融機関役職員は 140 名で、TKC 会員事

務所メンバーは 160 名人超でした。 
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３、オービックの情報システムセミナーの金融機関向け基調講演会 

 
 【東京会場】 

日時：平成 29 年 2 月 9 日（木） 

場所：東京都中央区京橋 2-4-15 ｵｰﾋﾞｯｸﾋﾞﾙ 

この講演会は、金融機関の本部の融資部・企画部・経営支援部などの部・次長が中心に、

約 120 名以上の方々が参加されました。 

４、両講演会の内容と金融機関の皆様の反応 

１） 講演会の内容 

事業性評価融資とは、今までの融資で融資実行基準に満たなかった融資に対して、目線

を下げて実行するものです。金融機関は、自己査定で行う「自行庫の貸出（資産）」の

ランクダウンをするわけには行きませんから、この事業性評価融資の審査には、取引先

中小企業の情報開示を求めるようになるのです。時を同じくして、経済産業省から公表

された「ローカルベンチマークの指標と対話」と RESAS（地域経済分析システム）が、

この企業自身による情報開示に大いに役立つことになりました。 

金融機関の皆様は、従来のリレバン（リレーションシップ・地域密着型金融）の企業の

受身型の情報開示から、能動的な「ローカルベンチマーク」と RESAS の情報開示を活

用するべきです。このことが、目下、金融庁に金融機関が報告を求められている「金融

仲介機能ベンチマーク」の模範解答の一つであると思います。 

 （省略） 

２） この講演を聞いた後の金融機関の皆様の反応 

講演会終了後に、多くの金融機関の役職員の皆様と、個別に質問をお受けし、情報交換

を致しました。 

 （省略）Q&A 

（コメント） 

今まで、金融機関の融資担当者は、融資申込企業の欠点を見つけることが、上司の評

価のポイントでしたが、今後は、企業の成長可能性や地域への貢献を見つけ出すこと

が評価となります。しかも、自行庫が支援することが、地域の活性化につながること

も証明しなければなりません。ネガティブ・チェックからポジティブ・チェックに審

査の意識改革をすることです。このポジティブ姿勢がなければ、当然、対話も成立し

ませんから。 
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５、ローカルベンチマークと情報開示書類作成手数料 

１） 情報開示資料作成手数料の必要性 

金融機関は、貸出実行の目線を引下げる一方、取引先企業の自主的な情報開示に期待し、

その情報開示資料の提出を求めるようになっています。しかし、中小企業には、独力で

この情報開示資料の作成はむずかしく、多くは顧問税理士などにその作成支援を求める

ことになります。 

この情報開示資料作成業務に対する手数料の取り方は、「企業メリット認識型」、「税理

士フィー体系認識型」、「資料作成補充型」の 3 つの手数料徴収手法です。この 3 つの手

数料の考え方を参考にして、税理士などの専門家の方々は、個々のケースに沿って、手

数料を徴求していただきたいと思います。 

２） 企業メリット認識型手数料 （省略） 

３） 税理士フィー体系認識型手数料 （省略） 

４） 資料作成補充型の手数料  （省略） 

５） 手数料支払いについての不安解消と納得 

以上の 3 つの手数料の根拠を示しましたが、この手数料を支払うのは、顧問先・関与先

です。従って、顧問先・関与先の手許資金の状況次第では、支払いが不可能なこともあ

ります。金利の引き下げ効果があったとしても、その効果は毎月徐々に生まれるもので

あり、急にキャッシュが潤沢になるということではありません。税理士など専門家なら

ば、その資金動向まで把握し、胸を張って、手数料請求を行わなければなりません。経

営改善計画書サンプル A を作成するならば、その中の「資金管理表」のフォームを使う

ことで、取引先の収支・キャッシュ動向を大きく掴むことが出来ますので、手数料の支

払の可否を予想し、一括支払いばかりではなく､数回の分割支払や毎月分割支払などの

アドバイスを行うことも可能になります。 

顧問先・関与先にとっても、

この手数料の金額は想定で

きず、ましてその金額が多額

になる時は､それだけで不安

が募り、頭が真白になってし

まうこともあります。このよ

うな時は、前述の手数料の根

拠をじっくり話すと同時に

「資金管理表」や、更に「勘

定科目などの詳しい資金繰

り予想表」を作成し、収支動

向を示して、その手数料の支

払いや、収支の増加、支払い費用の削減の状況を数値でわかりやすく説明することがポ

イントになります。このようなことは、煩わしくテクニカルな内容に思われるかもしれ

ませんが、今までなかった新しい手数料の誕生であり、その依頼ですから、取引先企業

に十分に納得して貰うことが必要になるのです。 
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６、金融機関交渉 経営改善計画策定講座 開催のお知らせ 

本年に入りましてから、「事業性評価」「ローカルベンチマーク」「同左

の活用事例集」の 3 冊の新刊書を使った講演を続けていますが、その

参加者は、金融機関本部の審査部や企画部また支店長などの幹部を中

心に、1000 人を超える数になりました。 

金融行政は、命令方式からガイドライン方式へ、また、監督官庁旗振

り方式からコーポレートガバナンス・コード方式に変わり、金融機関

の支店の貸出担当者にまで徹底されるには、多少時間がかかりました。

しかし、最近の各金融機関の本部メンバーの本気度からすると、「事業

性評価融資」「金融仲介機能ベンチマーク」や「ローカルベンチマーク」

「RESAS（地域経済分析システム）」「経営改善計画・サンプル A の

実践」は、かなり早期に浸透するものと思われます。 

つきましては、税理士や公認会計士の先生方も、この金融機関の大き

な変化に付いて行って頂きたいと思います。そのためにも、確定申告

終了後に、この実践重視の「3 日間みっちり講演会」の受講をお勧め

いたします。 

 ※ 詳細・お問合せ ㈱ビズアップ総研  http://www.bmc-net.jp/kinyuu/ 

 

７、出版書籍広告が掲載されました。 

（日経新聞朝刊 2 月 19 日 第 4 面） 

金融機関は、従来の金融検査マニュアルから解放さ

れ、積極的に貸出を増やそうとしています。 

そのガイドラインをわかりやすく説明した書籍 4 冊

を、昨年から 

中村 中が､ビジネス教育出版社より出版しておりま

す。是非、ご一読頂き、金融機関との対話・連携・

交渉に役立てて頂ければ幸いです。 

８、MPS よもやま話 

『事業再生の現場から 

～改善施策実行の成否の８割は、設計と準備で決まる～』 

中小企業の経営支援に携わる立場として、経営改善計画を立て、いざ実行・・・となったものの、

改善プロジェクトが思ったようにうまく動かない！ということはありませんか。例えば「毎月のふ

りかえり会議では、メンバーが宿題をやってこない」「会議は言いたいことを言いっぱなしでまと

まらない」「最初は頑張っていたのに、すぐに成果が出ず、メンバーのやる気も無くなり、そのう

ちやらなくなってしまった」など。 

（省略） 

(株)マネジメントパートナーズ コンサルタント 古坂真由美 

http://www.bmc-net.jp/kinyuu/
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９、関西からの一言 

『平成 29 年度税制改正大綱概要（その２）』 

以下、若手の山本税理士と先輩のベテラン田中税理士のやり取りです。 

山本税理士（新人）：確定申告に忙殺されていますが、頑張って税制改正のキャッチアップも進め

ています。 

田中税理士（ベテラン）：勉強する暇もないくらい仕事が忙しい時期だと思いますが、最低限、税

制改正は押さえておかねば…ですね。 

   先日、少し触れましたが、事業承継に関連する非上場株式等に係わる相続税・贈与税の納

税猶予制度の見直しについては、確認されましたか？  

（省略） 

中村中との共著者、公認会計士・税理士 中村文子 

１０、日本クレアスからのささやき 

『どのような人・会社と一緒にビジネスを進めていきたいか』 

現在、とある業務をチームで進めることになり、業務遂行に必要なサービスを提供してくれる外

部協力者を探しています。業務内容の詳細の記載は割愛させていただきますが、外部協力者に提

供してもらいたい、業務遂行に必要なサービスはそれ自体では差別化が難しいサービス、かつ、

競合企業がとても多い領域です。一方で会社、担当者によって効果が大きく変わってくるサービ

スでもあるため、とても慎重に外部協力者を探しています。 

（省略） 

日本クレアス税理士法人 ﾏﾈｰｼﾞｬｰ新規事業開発室長  山本恵里奈 

 

財金 A 通信は、財務金融アドバイザー 継続会員の皆様へお送りしており､ファインビッ

ト通信をお読み頂いている方には、一部抜粋をご覧いただいております。 

全文をご覧になりたい方は是非、財務金融アドバイザー 継続会員へご登録ください。 

※ 財務金融アドバイザー認定者でない方は、通信講座の受講をお勧めいたします。 

詳細・一般社団法人 資金調達支援センター 通信講座 URL http://www.shikin-c.com/shikin/ 

 

以上 

http://www.shikin-c.com/shikin/

