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人に聞く

この

中小企業金融円滑化法は、当事者である金
融機関の取組みを強く促したものであるが、
問題は現場の担当者レベルでの金融円滑化に
つながるかどうかである。指摘されてきたと
おり、これまで各種金融円滑化施策がうまく
進まなかった理由が企業・金融機関間の「情
報の非対称性」にあるなら、それを解決する
手立てなくして新法も機能しないだろう。
この点、関東信越税理士会は「資金調達支
援センター」を設置、税理士・会計士が会計
参与といった立場で企業の資金調達を支援す
る仕組みを整えた。このプロジェクトにつき、
関東信越税理士会会長で同センターの代表理
事である清水武信氏に詳しい話を聞いた。

関東信越税理士会 会長
一般社団法人資金調達支援センター 代表理事

清水 武信
黒字、３割が赤字だった。しかし、

氏

う取組みをしたいと思っている。

どんどん赤字法人が増えて、ついに

その根本となるのが、やはり金融

高度成長期を逆転してしまったわけ

の円滑化であろう。企業が資金調達

だ。この状況では、どんなに黒字企

に苦慮する状況では黒字企業の増加

そもそも中小企業金融につい

業が頑張ったとしても日本の財政が

は難しくなる。

てどのような意識を持っているか。

健全化することはないだろう。そこ

よく言われるとおり、企業経営の

現在、日本全体で71％の企業

で私は、日本を健全財政にするため

血液は資金であることに間違いはな

が赤字決算だという。これは昔は逆

に、少なくとも黒字を出す会社を増

い。資金が枯渇してしまうと、まさ

で、高度成長期のときは７割近くが

やす、黒字法人を７割にする、とい

に「貧すれば鈍する」という状況と

資金調達が先決

──
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なり、経営者・企業は能力を発揮で

金融機関の担当者は策定できるのか。

自身が上場会社であり、国際会計基

きなくなるのだ。各々の経営者が持

経営改善計画書が策定できないよう

準に則らなければならず、必然的に

っているポテンシャルは非常に高く、

な企業だからこそ、返済に困窮する

金融機関の資産である貸付金の評

それがあるからこそ経営者になり得

ような事態を招いているのだと思う

価・自己査定も同様の視点で行わな

たわけである。とはいってもさすが

し、金融機関担当者にしても、時間

ければならないということになるか

に血液である資金が不足してしまえ

もなければ策定のノウハウもないと

らだ。もちろん、金融機関は決算書

ば、資金繰りの方ばかりに頭を使っ

いうのが実情だと私は考える。そこ

の作り変えをするわけであり、その

てしまうことになり、実際の営業と

で、その役割を担うのは税理士・会

分時間・コストがかかってしまう。

か技術開発とか社員教育とか、そう

計士だというのが私の意見だ。

企業金融が円滑に行われてこなかっ

いったものに頭が向かなくなってし

中小企業の実態を示す
三つの書類を作成

まう。その結果ますます業績が悪化
し、負のスパイラルが進行していっ
今般、中小企業金融円滑化法

た要因の一つとして、この「情報の
非対称性」解決に対するコストがあ
ると、様々な方面から指摘されてい

てしまうのだ。
──

ここに問題がある。これまで中小

──

なるほど。一方で、返済猶予

るとおりだ。
そうであれば、中小企業の側でそ

が成立・施行されたが、どう評価し

という一局面にとどまらず、中小企

ているか。

業の資金調達の円滑化そのものに、

うした決算書を作っておけばよいの

中小企業の借入の現状を見る

税理士・会計士が貢献できると提唱

だが、顧問税理士側も税務目的の決

と、返済に困窮している会社の多く

しておられるが、具体的取組みにつ

算書作成から脱却できていないし、

は資金が足りなくなった際に次々に

いてお聞かせいただきたい。

企業側にしても通常この基準で決算

借入を行い、一つの会社で10本も15

まず、従来からの中小企業の

書を作ると一時的に業績が下がるた

本も別の借入を行っているような状

決算書を巡る問題点を指摘したい。

め、信用力確保の問題からやはり避

況にあるケースが多い。つまり、一

基本的に顧問税理士は税務署に提出

けがちなのである。そこで活用を促

つ一つの借入条件はそれほど大変で

する決算書を税務基準に則り作って

したいのが「会計参与」としての税

なくても、10本もまとまってしまっ

いるわけだが、平たく言えば、これ

理士・会計士と、「一般社団法人資

た結果、無理が生じているというこ

は「利益を圧縮することは問題だが、

金調達支援センター」である。

とだ。こうした状況であれば、返済

利益を多くする・経費を少なくする

まず、会計参与となるような税理

方法の見直し、借り方の変更をすべ

ことは問題視しない」という考え方

士・会計士は職責として「中小企業

きというのが当面一番重要なポイン

に立っている。結果として、例えば

の会計に関する指針」という準国際

トであるため、今回の中小企業金融

減価償却費をきちんと計上しなくて

会計基準に沿う指針での決算書作成

円滑化法でリスケジューリングへの

も、棚卸資産の時価評価をしなくて

を行うものとされており、金融機関

金融機関の努力義務が法律で規定さ

も問題なしとされてきた。

が求める決算書の作成は滞りなくで

ところが国際会計基準という流れ

きる。問題は今述べた、同指針適用

一定の条件を満たせば債務者区分を

が別にあり、これに基づけば、例え

決算書による一時的信用力悪化への

下げないというのは非常に意義があ

ば棚卸資産にしても売掛金等にして

対応だが、我々はこの問題を解決す

ることだと感じる。

も、時価評価をすることが求められ

る方法も今般整えた。これは資金調

ただ、返済猶予の間に借り方を変

る。そして、金融機関も融資先の中

達支援センターとしての取組みでは

えるという取組みを行う際、中小企

小企業の実態を把握するため、企業

あるが、担当する会計参与（中小企

業としては絶対的に経営改善計画書

から出される税務ベースの決算書を

業の顧問税理士・会計士）は、中小

を出さなければならないと考える。

国際会計基準に合わせて修正してい

企業会計指針に即した実態ベースの

ではそれを企業は策定できるのか、

るわけである。なぜなら、金融機関

決算書に加え、「定性分析報告書」

れ、さらに金融検査マニュアル上も、
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「経営改善計画書」を作成する。つま

るだろう。

そのような取引はあまり成り立たな
くなっている。支店の廃止・統合、

り実態ベースの決算書では、この経

中小企業と密接な関係を
持っているのは…

済環境下では特に、業績悪化要因が
示されることは否めないが、その際

審査部門の本部専担化等により支店
の役割が全く変わり、支店長は債務
者区分の良いところしか回らない。

に企業の経営者の技術力、営業力と
か、それ以外の人脈、それから家族

──

今般の「中小企業金融円滑化

貸出ができるところにしか回らない

の持っている財産、そういったよう

法」では中小企業金融に対する金融

のが人情だろう。このままでは、金

なものを説明する書面と、今後の経

機関自体の取組みに期待している面

融機関は取引対象となる中小企業に

営の方向性をきちんと示す書面を用

があるが、実態を踏まえどうお考え

つき、決算書に表れない部分をいつ

意することで、当該企業の信用力を

か。

までも評価できず、結果的に金融円

対外的にも確保するということを目
指している。

滑化の実現は困難なままとなるので

まず金融機関の現状として、

はないか。

収益性や効率性を追求してきた結果、

この三つの書面（以下「三点セッ

中小企業取引を担当する人がどんど

それでは、ということで考えたの

ト」
）が揃っていれば、金融機関と引

ん少なくなっていると思われる。昔

が資金調達支援センターの仕組みで

き続き安定した融資取引ができるよ

は経営者と金融機関との接触の度合

ある（図表参照）
。これは、過去金融

うになるものと想定している。

いが高く、支店長などは毎日のよう

機関ができていた企業の実態評価を、

──

に地域の中小企業の経営者と会って、

税理士等が実施してはどうかという

の程度中小企業に浸透しているのか。

資金需要があるかないかということ

考えに基づいている。

それがあまり進んでおらず、

を見て回ったものだ。その中で、経

税理士等は金融機関担当者のよう

今回資金調達支援センターを立ち上

営者の営業力や技術力というものを

に貸出できるところだけを回るので

げたのも、一つの目的は会計参与の

把握してきたわけだ。ところが今や

はない。業績が良いとか悪いとか、

推進である。とりあえず現状を示す

■ 図表

ところで、会計参与自体はど

資金調達支援センターの詳細事務フロー図
⑯経営改善計画書、定性分析情報意見書等による金利、貸出条件交渉等

と、全国に255万社ある資本金１億円
未満の中小企業のうち、2,500社、す

①調査依頼とコストの負担説明

金融機関
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えている。これら課題を解決し、ま
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債務者区分に関係なく、全ての顧問

営者の能力も、技術力も、全てよく

関と中小企業の関係は希薄化してお

先に税理士もしくは職員が訪問して

話に聞いて分かっているのだが、た

り、昔にはあった、いわば安定した

いる。顧問先を100％回るわけである

だ紙に書いてこなかっただけなのだ。

融資取引を行うための仕組みはなく

から、彼らこそ多くの中小企業につ

したがって、自分達の頭の中にある

なりつつある。しかしその一方で、

いて一番よく知っている存在だと言

ことを文書化する、成文化するとい

「三点セット」のような金融機関の審

える。経営者の家庭内のことまでよ

うのが「定性分析報告書」作成では

査業務の前提となる資料作成ができ

く知るようになる職業など、今や他

求められるだけであり、実はそれほ

る専門家がいるわけだ。であれば、

にはないだろう。であれば、この人

ど大変ではないと考えている。

金融機関は審査業務や最後の融資判

達が経営者と一緒になって、先ほど

「経営改善計画書」についても同

断のところの仕事に特化し、そこま

申し上げた「三点セット」をきちん

様だ。そもそも事業が計画なしで進

でのプロセスについては税理士等に

と作ることで、資金調達の円滑化に

んでいくわけはなく、経営者は皆、

委託してはどうかというのが支援セ

寄与できないかと考えたのだ。

頭の中というレベルから社内で作成

ンター構想の肝である。そして、本

金融の円滑化を金融機関が実現で

するというレベルまで程度はいろい

来金融機関が行うべき審査資料の作

きるよう、企業側の自助努力を補助

ろあるにせよ、事業計画を間違いな

成を、委託を受けた税理士等が行っ

する取組みともいえる。中小企業会

く組んでいる。組んでいるのだが、

ているという建付けになれば、手数

計指針に基づく決算書は別として、

作成の仕方、外部へのプレゼンテー

料を支払うのは金融機関ということ

非財務情報の開示書類や経営計画等

ション能力に問題があるケースが多

になるだろう。中小企業の経営の状

を企業自身が作成できればよいのだ

い。そこで、そうした面のサポート

況を考えると、それが一番いいだろ

が、それが難しいのが現状のため、

をきちんとできれば、しっかりとし

うと思う。

決算書作成を含め総合的に税理士が

た「経営改善計画書」の作成が可能

──

間に入っていくのである。

だと考えている。

をすることは可能なのか。

実際に金融機関が手数料負担

大きな課題は、先ほども指摘

現時点では、金融機関がその

のあったとおり「中小企業側にはこ

固有業務の一部を外部委託するとい

うしたサービスに対する資金負担の

うような考え方は、従来の金融行政

余裕があまりないこと」だと思われ

の中にもない。そのため金融機関が

決算書の作成は明確な指針が

るが、この点はクリアできるのか。

外部委託に手数料を支払うというこ

あり、しっかりとしたものが作成で

当然、税理士・会計士が既存

きると思われるが、「定性分析報告

業務の中で「三点セット」の作成を

お示ししたスキーム図においても一

書」「経営改善計画書」作成につい

するというのでは完全にオーバーワ

時的な手数料支払い者は取引先企業

ては困難な面も多いと感じる。いか

ークとなるから、きちんと手数料が

となっている。しかし、こちらで考

がお考えか。

支払われなければならない。この点

えているのはそれに見合う分だけ金

中小企業側としても、以前金

が確保されない限り、こうした役割

融機関に金利を下げてもらいたいと

融検査マニュアルの別冊で「定性分

を担う税理士・会計士も増えないだ

いうことだ。これにより、間接的に

析」の重要性が示されたこともあり、

ろう。したがって、通常の考え方で

金融機関が手数料負担をするという

自社の強み、弱みを分析するような

あれば中小企業側が税理士等に対し

ことになる。

意識は高まっている。また、企業の

相応の手数料を支払うということに

ガバナンスについても同様だ。ただ、

なるが、私は金融機関にそれを負担

経営者はそれを紙に書いていない。

してもらうことはできないか、と考

そして、その経営者と深く付き合っ

えている。

――

金融機関の協力がポイントに

──

ている税理士等にしても同様で、経

先ほども指摘したとおり、金融機

ともなかなかできない。したがって、

センターはニュートラルな
立場で各種書類をチェック
──

この方向性が金融機関に受け
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Profile 清水 武信（しみず たけのぶ）氏
1944年生。63年埼玉県川越商業高等学校卒業後、㈱日立製作所に入社し、機電事業本部企画部所属。
69年税理士試験合格、70年税理士登録。04年税理士法人SKJ代表社員に就任。現在、関東信越税理士
会会長、日本税理士会連合会副会長（会計参与普及推進担当）
、日本中小企業経営支援専門家協会副理
事長、狭山商工会議所副会頭など公職多数。

入れられるには、成果物に対する信

引先企業から「資金繰りの相談を誰

今回の円滑化法は11年３月末

頼性の確保という点もポイントだと

かにしたいが、顧問税理士はその専

で失効するという方針であるわけだ

思われるが、どのような仕組みにな

門家ではないし…」という目で見ら

が、これは次のように受け止めるべ

っているのか。

れてしまっていることもやはりある。

きではないか。すなわち、返済猶予

繰り返しになるが、決算書の

これは企業側の認識不足というより

への対応についての努力義務を金融

作成は税理士等の使命であるため信

は、税理士等側の勉強不足というこ

機関に課すというような状況はまさ

頼に足るものが当然できあがるし、

とだと思う。

に危機的状況であるわけだが、そこ

「定性分析報告書」
「経営改善計画書」

そこで考えているのは税理士等が

にしても中小企業と密接な関係を持

持っているポテンシャルを磨き上げ

という青写真を、我々は絶対に持つ

つ立場の者が作るので、関係が希薄

る、潜在能力を表に引き出す仕組み

べきだということだ。

化している金融機関担当者よりは確

の導入である。具体的には税理士等

経済の流れを追っていくと、必ず

実に質の高いものを作成できるもの

向けの金融システムの研修を実施し

どこかでバブルが発生し、崩壊して

と考えている。

たいと考えている。税務の問題、経

いく。今般の経済危機の原因も、リ

問題は「密接な関係にある」故の

営の問題、会計の問題等については

ーマンショックというバブル崩壊で

信頼性ということだと思うが、スキ

かなり勉強し、実績を積み、知識を

あったわけだ。しかし必ず、再び経

ーム図にあるとおり、
「三点セット」

持っている税理士等に、若干資金調

済は活性化する。この点で、過去バ

を作成する税理士等は成果物をいっ

達・金融面に関係する勉強をしても

ブル崩壊に苦しみ、それを乗り越え

たん資金調達支援センターに提出す

らうということだ。内容としてはそ

た日本は非常に貴重な経験を持って

ることになっている。そして、セン

れほど難しいものを想定していない。

いるといえる。そして、日本の持つ

ターはあくまでもニュートラルな立

金融機関はこんなことを考えて審査

技術、勤勉性、教育レベルを考えれ

場として内容確認を行うわけである。

していて、審査技術はこうなのだ、

ば、そもそも経済が伸びないわけが

また、提携外部専門家等がおり、書

ということが中心となる。説明した

ないのだ。

類作成について細かな指導ができる。

とおり、提供していくサービスの肝

私は日本の中小企業が希望を持て

この面も信頼性確保に寄与するだろ

は従来金融機関が行ってきた業務の

るような状況になれば、それぞれが

う。

一部代行であるから、こうした知識

持っている技術力とかやる気という

習得は不可欠と考える。

ようなものが息を吹き返すと思って

また、相当レベルのサービスを多

からは必ず回復する、回復させる、

くの中小企業に提供するには、セン

この研修体系が整えば、我々が考

いる。それは国のトップの考え方に

ターが書類作成の要請をすることの

える資金調達の円滑化はさらに進ん

もよるが、皆がやる気を起こすとき

できる税理士等の裾野を広げなけれ

でいくものと思う。

は必ず来る。とはいえ、もっともっ
と企業側も研修をしたり勉強して、

ばならないという課題もある。もち
ろん税理士等には今まで述べてきた
ようなポテンシャルはあると思って

中小企業は必ず息を吹き
返す
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覚して向上させていかなければなら
ないのは言うまでもない。

いるが、意識を変えなければならな
い税理士等がいることも確かだ。取

自分達の持っている能力の良さを自

── 最後に、読者にメッセージを。

2010.2

（聞き手／本誌編集長・中山 哲）

