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要旨 

 

今日の地域金融機関は、単なる資金供給者ではなく、顧客企業のガバナンスの一翼を担う

存在として、経営アドバイスやリスクマネジメントを支援することで、そうではない場合と

比べて顧客企業の成長可能性を高めることが期待されている。 

この様な考え方に立脚するならば、地域金融機関の「評価」は顧客企業の発展にどれだけ

貢献したかによって行われるのが自然である。しかし、現在一般に用いられている地域金融

機関の主要評価指標には「顧客企業の発展」を直接反映した様な指標は含まれていない。 

一方、1986 年の全企業数は 535,1 万社（うち中小企業 532,7 万社）をピークに減少して

いる。これは、議論の余地はない本質的問題である。金融自身が成長産業として経済をリー

ドすることや実体経済を支えることとは程遠い結果を示している。 

そこで本論では再度、本来の金融機関に求められるところの、経済の発展に資する活動が

なされているかどうか、それにはどういった尺度が求められるのかを検証しようとするも

のである。 

本論の課題は大きく二つに集約できる。一つ目の課題は、金融機関の活動が顧客企業の財

務業績とどのような関係を持っているか、定性的、定量的に分析することで、本論の考え方

の妥当性を確認する。金融機関の意思決定行動が顧客企業の財務業績と関係がないならば、

本論が前提とする基本的考え方は成立しないと見なさざるを得ない。 

二つ目の課題は、いよいよ、成長を促す金融力の測定方法の提案である。当該地域金融機

関と中小企業経営との関係に限定した金融機関を評価する指標が作成できると考えている。

当然、中小企業の発展・育成に資する力量は強弱があり、その強弱を表現するようなものを

想定している。 

では、どのような指標であれば、地域金融機関の存在意義を直接反映したものとなるので

あろうか。そこで、顧客企業の発展に関わる部分をとり出し、現在利用されている指標を補

完するような指標を開発する必要がある。これが本論の取り組む課題である。 

顧客企業の財務業績が向上している地域金融機関が高く評価されることを示す指標の開

発をめざす 。 

 

 

キーワード：業績評価指標、地域金融機関、中小企業、管理会計、統計調査 
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第 1 章 序論  

 

本論は地域金融機関の中小企業を開発・育成する能力を調査しその力量を測定しようと

するのが目的である。 

 

第１節 背景  

 

中小企業専門金融機関として発足した現在の地域金融機関が中小企業の発展・育成を行

う明快な目的は、顧客の繁盛が地域経済の発展につながることが挙げられる。この明快な問

いと答えが研究者の様々な角度からの研究がおこなわれるきっかけとなった。 

貸出側のスタンスで成長金融に成りうるのか、成長金融にする工夫はあるのか、同じ金額

の資金でも企業に与える効果に違いがあるのか。 

地域金融と地域企業の関係は、当初は飾り気のないお金の貸借であったものが、多くの失

敗を繰り返し、そこに学習効果が生まれ、地域に合致した理論モデルができ上がり、一見す

ると分かりづらくなった。このことが、地域において金融力と企業力のどちらが先行して地

域経済が発展したかという問題を複雑化するきっかけとなったと思われる。 

中小企業白書（2005 年版）「事業所・企業統計調査」によると 1986 年の全企業数は 535,1

万社（うち中小企業 532,7 万社）をピークに減少している。日本経済の要と評せられる中小

企業数を経年的に見た場合、ある時点を境に正規分布を示すグラフになっているのは事実

である。  

これは、議論の余地がない本質的問題である。金融自身が成長産業として経済をリードす

ることや実体経済を支えることとは程遠い結果となっている。 

この極めて不自然な状況や既存の施策に批判的であるわけではない。企業は資金さえ得

ることができると成長できるのであれば、金融機関の成長に資する活動は必要ないことに

なる。リレーションシップ貸出もトランザクション貸出も貸す術であり、成長を促す金融と

は言えない。 

確認したいのは、地域金融機関の貸出及び貸出に付随する金融業務という経済活動のう

ち付随するプラスα部分が存在するかである。 

2010 年 6 月 18 日に閣議決定された「中小企業憲章」では、中小企業は、社会の主役とし

て地域社会と住民生活に貢献し、伝統技能や文化の継承に重要な機能を果たす。小規模企業

の多くは家族経営形態をとり地域社会の安定をもたらすとしている。 

一般社団法人全国銀行協会の行動憲章は、「銀行の公共的使命として、必要な資金を供給

し、経済・社会の健全な発展に資するべき使命を負っている」としている。このように、銀

行には、重い公共的使命が付託されており、私企業としての存在目的との高い次元での両立



4 

 

が求められる。 

一般社団法人全国信用金庫協会の信用金庫の経営理念として、中小企業や地域住民のた

めの金融機関としている。株式会社金融機関と協同組織金融機関の違いは非営利としてい

る。さらに、「信用金庫 3 つのビジョン」には、地域社会繁栄への奉仕、中小企業の健全な

発展、豊かな国民生活の実現を掲げている。 

全国信用協同組合連合会は、信用組合は、地域・業域・職域の共通の絆を基礎として、営

利を目的とせず、相互扶助の理念に基づいた金融サービスを提供するとしている。 

このように、株式会社金融機関と協同組織金融機関では表現に強弱はあるものの、両業態

とも経済主体間に対して金融仲介機能を担い経済活動を支えている旨を述べている。この

ように、すべての業態を代表する機関が公器性をうたっていると言える。 

金融機関と企業を取り持つ金融仲介行動は高度化し製造業の様相である。しかし現状の

姿は、富を生み出すのは企業側であり、ファイナンシャルはどの部分を担当するのかと疑問

を抱かせる。これは、地域金融機関の未充足の問題の一つであり、地域経済の土台にある中

小企業への関与があるのかということである。 

長い年月のうちに地域金融機関のシステムに対するある種の固定概念が定着したことに

より損なわれたとも言える。最も望まれないことは、発展・育成に資する活動に包摂されな

い下層の企業体を取り残してしまう可能性があるということである。 

そこで、本来の地域金融機関に求められるところの、経済の発展に資する活動がなされて

いるかどうか、それにはどういった尺度が求められるのかを検証しようとするものである。 

この活動及び尺度は、現在のところ強制されるものではなく、価値があるかどうかも疑問

符が付く状態である。成果測定ができない目標は夢である。しかし、この問題はそうではな

く目標が定められている。 

特に地域を守備範囲とする金融機関にとって希求しなければならない目標とは、銀行法 

第１章総則（目的）第１条（信用金庫法も準拠している）にあるように「業務の公共性に鑑

み…金融の円滑化を図り…国民経済の健全な発展に資することを目的とする」ことに正面

から答えることである。これに応えられていないなら経済社会の公器から一つの業種にな

ることになる。 

そもそも日本において地域金融機関は一地域産業の一角を占めるものと考えることはで

きない。銀行法、信用金庫法で示されている。ではやはり貢献が求められる。 

企業発展に貢献しない企業金融は魅力的ではなく、利用者側だけではなく業務を生業と

する者も頼り甲斐や誇りを見出せない。取り組まれた現象の議論ではなく、それらが及ぼし

た効果を誰もが理解可能な数値でもって説明することが必要である。 

これは、地域の規模の経済性ではなく地域の範囲の経済性を求めることになり、今までと

は次元の違う取り組みが不可欠となる。 

わが国の地域金融機関は、株式会社金融機関と協同組織金融機関が併存する。これがいい

からこうなっているのだと思われるが、中小企業専門金融機関を系譜に持つ地域金融機関
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側からこの事象を検証することは重要であると考えている。 

 

第 2 節 研究課題の設定  

 

地域金融機関の貸出及び貸出に付随する金融業務という経済活動のうち付随する金融業

務（プラスα部分）とはどんなものか、そして測定できるのか。これが本論の課題である。  

中小企業金融を中小企業の発展・育成の力量に着目し分析することは従来とは違う地域

金融機関像に迫ることが可能となる。 

本論の前半部分でまとめる地域金融機関の関与説は多くの文献が競うように研究を継続

している。後半部分の地域金融機関の生産物（プラスα・生産物）の評価はどうやらされて

こなかったようである。 

今日の地域金融機関は、中小企業の資金供給者としての役割にとどまらず、長期的な取引

関係を通じてコンサルティング機能を発揮し、顧客企業の事業拡大や経営改善等を支援し

ていくことが求められている［金融庁 2009］。近年の金融監督行政もこのような考え方を明

確に示している［金融庁 2016a］。この考え方の土台にあるのは、地域金融機関の存在意義

は顧客企業の発展に貢献することだというものである［金融庁 2016b］。 

そして、支援の内容もモノ（カネ）から知識に変化すべきであるが、不思議なことに現状

に対する不信感を抱かない。ある意味この転換が一番遅れているのが金融機関かもしれな

い。 

このような考え方に立脚するならば、地域金融機関の「評価」は顧客企業の発展にどれだ

け貢献したかによって行われるのが自然である。地域金融機関は、自らの存在意義を、顧客

である中小企業の業績が長期的にどのように改善していったかによって示すことができる

はずであり、このような目的と合致した評価指標を活用することが望ましいはずである。 

「顧客企業の発展」を地域金融機関の存在意義とする考え方は、単純なリスク/リターン

関係として地域金融機関と顧客企業の関係を捉えてはいない。リスク/リターン関係の観点

からは、誰が資金を供与しようと資金は資金であり色は付いていないと前提している。それ

に対して、長期的な関係に基づいてコンサルティング機能などを発揮することで与信した

顧客企業の成長を促進するという考え方は、当該地域金融機関が与信したからこそ顧客企

業の成長が促進されるという観点に立っている。つまり、どの金融機関が資金提供したかに

よって企業の成長が左右されるという考え方なのである。つまり地域金融機関は、単なる資

金供給者ではなく、顧客企業のガバナンスの一翼を担う存在として、経営アドバイスやリス

クマネジメントを支援することで、そうではない場合と比べて顧客企業の成長可能性を高

めることが期待されているのである。しかし、現状の主要評価指標には、このような考え方

を反映したものが含まれていない。 

地域金融機関と中小企業は贈与と返礼を繰り返し発展してきた。またこの繰り返しが親
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和的に実行されていると地域経済発展の推進力になりえると考えることができる。これは

決して相反する行動ではないと考えるのが一般的な受け止め方である。すなわち、長期的に

は金融機関のサービス行動によって顧客が発展し地域経済が発展する一助になるとの考え

に依拠している。しかし、顧客の利益から金融機関に利息や手数料が支払われることから短

期的にはトレードオフの関係になっているとも考えられる。これに対していかに答えを探

し出すかが課題なのであろう。 

金融機関の場合、明確に目標の設定が行われる。明確な目標であればあるほどその検証も

単純な作業となる。しかし、この目標設定は利用者の発展・育成に資するものになっている

のか。この検証が曖昧である。 

目標に対する評価を行うことは、目標を立てるのと同じくらい大切である。「評価が行わ

れていない」と「評価ができない」は別種類の問題である。ここで問うのは「現状では評価

できない、仕方がわからない」方である。これはそもそも達成するとどのようになるのかが

理解できていないといえる。当然、目指す姿が描かれていなかったともいえる。地域金融機

関は地域中小企業の発展・育成を目標として与えられていたのならば、その評価をしなけれ

ばならない。たとえ努力目標であったとしても評価しなければ、次回の目標設定の問題定義

にならない。この評価を行わないと活動の手前にある目標自体が曖昧になってくる。 

中小企業金融の不完全性と中小企業の発展・育成の測量を結びつけることにより、地域金

融機関の力量を見つけ出すカギを見つけることである。これは大きな政策上の関心ごとで

もある。 

地域貢献と収益の整合性を再検討することも不可欠である。しかし、地域金融機関の主な

業務の中には審査やモニタリングなどの情報生産費用には手数料の設定がなく、サービス

料に相当する部分が利子の中に含まれている。 

現在の銀行の自己利益の追求は社会の中小企業の便益に役立つならいいと思われる。一

方で、地域経済に貢献が善で普通の経営は悪なのか、この考えも否定できない。なぜなら、

地域金融機関の中でも地方銀行と第二地銀は株式会社組織である。 

本論の課題は大きく二つに集約できる。 

一つ目の課題は、金融機関の活動が顧客企業の財務業績とどのような関係を持っている

か、定性的、定量的に分析することで、本論の考え方の妥当性を確認する。 

日本の地域金融機関は中小企業専門金融機関としてスタートし中小企業の発展・育成に

貢献してきたと言われている。しかし、実際の地域金融機関の金融仲介活動からもこれが証

明できるのか。中小企業発展・育成の観点から概観して、地域金融機関活動と中小企業経営

との間にはそもそも肯定的な関係があるのか。 

地域金融の現場では歴史的にどのように行われてきたのか。それを証明するには各ステ

ークホルダーである、監督官庁、実務者、の行動を概観する必要がある。定性的調査を中心

に実務者の意見を聞き、歴史的経緯、監督官庁の監督指針、経済情勢などを概観し、個人的

見解を含むまとめを行う。そもそも、地域金融機関は中小企業の発展育成を行う力量を有し
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ているのか。この問いまで立ち返って考えることにより、その力量は個人的パフォーマンス

なのか組織的パフォーマンスなのか検証してみる。 

そして、現在の先行研究でその関係性を証明した文献を調べる。定性的検証で得た知識を

加味したうえで定量的に再検証を行う。次に、限られたデータの中ではあるが、三つの異な

る統計的手法にてできる限りシンプルな証明を目指し、信頼度と妥当性を得ようとするも

のである。 

金融機関の意思決定行動が顧客企業の財務業績と関係がないならば、本論が前提とする

基本的考え方は成立しないと見なさざるを得ない。 

二つ目の課題は、いよいよ、成長を促す金融力の測定方法の提案である。 

金融と企業に関係があることが証明できれば、当該地域金融機関と中小企業経営との関

係に限定した金融機関を評価する指標が作成できると考えている。当然、中小企業の発展・

育成に資する力量は強弱があり、その強弱を表現するようなものを想定している。現在、多

くの金融機関を評価する指標があるが、この一つに加えるべき将来の経営指標を示すこと

を想定している。 

しかし、現在一般に用いられている地域金融機関の主要評価指標には「顧客企業の発展」

を直接反映したような指標は含まれていない。地域金融機関の財務データに基づく指標で

ある。現状の主要評価指標は、「顧客企業の発展」を地域金融機関の存在意義とする考え方

を直接反映したものとはなっていない。これが本論の基本的な問題意識である。 

では、どのような指標であれば、地域金融機関の存在意義を直接反映したものとなるので

あろうか。そこで、顧客企業の発展に関わる部分をとり出し、現在利用されている指標を補

完するような指標を開発する必要がある。これが本論の取り組む課題である。 

結果指標ではなくプロセス指標を取り出すため、地域金融機関の財務データではなく、顧

客企業の財務データを利用した指標を開発する。このような考え方に基づいて、本論では

「顧客企業の財務データ」に基づいた地域金融機関の評価指標の開発を行う。 

金融機関の意思決定行動によって顧客企業の財務業績が左右されることを確認したうえ

で、顧客企業の財務データに基づいた金融機関の評価指標の開発を行う。顧客企業の財務業

績が向上している地域金融機関が高く評価されることを示す指標の開発をめざす1。 

地域金融機関は、中小企業発展・育成に体当たりしていると言われるが、その成果の証明

をすることが完全にできているのか。一つ目の課題の関係性が実際の行動からも、数値から

も、明らかになるという前提に立てば、強く関係している金融機関を評価する指標が示せる

と考えられる。すなわち、中小企業の発展・育成に貢献している力量の測定である。 

これを明らかにすることが新たな金融機関の評価になる。利用者の選択材料、金融行政、

職員のモチベーション、モデル的な取り組みは国内に留まらず開発国への移植のツールに

                                                      
1 この研究に先立ち筆者は、吉原［2009］にて、地域金融機関は地域経済の発展を共通理念に地域企業と

の信頼関係を構築してきた。その関係を測る尺度が数値化され評価できるようになっていない旨を指摘し

ている。続いて、日本金融学会 2010 年度春季大会、2010 年度秋季大会でも同様の発表を行った。 
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なる可能性を秘める。 

本論で大きく掲げる二つの課題は相互関係にあり、一連の検証プロセスで解明できると

考えている。いずれにしろ、現代の地域金融機関が取り組まなければならない重要な課題で

あることに相違ない。 

 

第３節 本論の構成と骨子  

 

本論では、地域金融機関の存在意義とも考えられるこれらのことを確認するために、二つ

の段階を経ることで証明する。 

本論作成時の意図は金融機関データと中小企業の経営諸指標を多く収集し中小企業成長

に資する活動を明らかにすることであった。それは、地域金融機関が中小企業に正の貢献を

することを行政、監督官庁、利用者が期待しているからである。それ対する地域金融機関も

それを行うよう法律的にも依頼され取り組んでいると表明しているからである。 

監督官庁の認識もボランティアや企業メセナといった取組みも含んだ広い意味での地域

貢献ではなく、あくまで、本業である金融活動を通じての地域経済への貢献を意図している

としている［金融庁 2003］。 

当然そこには何らかの関係があり、地域金融機関の貸出及び貸出に付随する金融業務と

いう経済活動のうち付随するプラスα部分が存在すると考えたからである。後ほど述べる

が、活動のメカニズムの調査の過程でその関係に疑問を抱く結果を得たことから、統計上の

エビデンスを求め、領域を拡張して結論を導くこととした。 

よって、実証的エビデンスは縦糸、理論的メカニズムは横糸の役目を担う。この結果が揃

うと、うすうす感じていた疑問は正当化できることになる。 

常識を活用してリサーチデザインを作り、現状の金融機関評価システムをそのままに、建

設的に現状に干渉する型の論文となっている。 

本論の構成は以下の如くである。第２章で地域金融機関と地域経済、地域中小企業の関係

を主に統計的に検証したものに限定して概観する。これを研究の出発点とする。 

第３章で少し歴史に触れ、監督官庁の資料からどのように開発・育成を認識しているかを

経年的に調べる。次に、金融監督が節目を迎えるバブルの清算を行うときに、企業を見る尺

度が変化していないかを見る。この尺度は企業の開発・育成の入り口になるがこれが変化す

るということは目標（開発・育成）の変化であり結果の変化を招くからである。 

第４章では、地域金融機関の現場ではどのような行動がとられているのか。特に情報生産

手法には何が使われているのかにスポットを当てる。そして、実務者 15 名に対してインタ

ビューを行う。質問事項は中小企業の開発・育成についてである。どのような行動をとって

いるかのアウトラインを理解する。 

このように、第 3 章は監督官庁からの視点から、第４章は現場の視点から、定性的エビデ
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ンスを得る担当となっている。 

第５章では、先行研究でも行われている長期のデータを利用した分析を行う。具体的には、

金融機関の取組姿勢と中小企業の財務指標を回帰分析にかける。時代を区切って分析を繰

り返すことにより時期の特徴と第 4 章の定性調査と整合させてみる。 

第６章は、先行研究で欠けていると思われる地域圏と金融圏を一致させた研究である。こ

れは重要であると考えている。従来は、主要行のパフォーマンスを含む検証になっていない

点を補うものと位置付けている。第 7 章は、中小企業の経営諸指標を使って分析するが、先

行研究、第３章、第４章の結果を参考にパネル分析の期間を考案している。地域金融機関の

カテゴリーごとの分析になるよう工夫を凝らした。 

第 5 章、第 6 章、第７章は定量的なエビデンスを得ることが担当となっている。 

第 8 章は、地域金融機関の活動上の問題点を指摘したうえで、ベッカー、アロー、スペン

スに依拠して企業価値を検討する。 

第９章は、管理会計の視点から第 10 章で示す新指標の考えの理論的位置づけである。 

第 10 章はハイライトである中小企業を発展・育成する力量の測定手法を示したうえで、

指標の強み弱み応用点までを論じている。 

第 11 章では、各省から得られたことがらを整理し、求められる新指標について検討して

これを結語にあてる。最後に今後の展望を行う。 

実証的エビデンスは、第 5 章、第６章、第７章の内容を指し、理論的メカニズムは、第３

章、第４章、第８章、第 9 章が担当している。 
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第２章 中小企業と地域金融の先行諸研究レビュー 

 

本章の構成は下記の如くである。地域金融機関の役割が発揮され地域と何らかの関係が

あるという文献の一部を示す。そのうえで、肯定的見解と否定的見解に分けて紹介する。こ

れを区別するのは、4 章で行うフィールドワーク調査と 5 章、6 章、7 章で行う定量的調査

の事前知識として概観し出発点とするのが目的である。 

 

第１節 肯定的見解と否定的見解 

 

内田 ［2010]でも述べられているように、金融部門は経済活動に必要な資金を適切に配分

するという重要な役割を担っている。わが国では金融システムの中心的存在である銀行が

どのような機能を発揮している（あるいは、ない）のかを明らかにすることが重要であると

指摘している。 

筒井［2009］は、地域金融は地域科学（regional science）の一分野でしっかりとした基盤

を持っているはずだが、経済学ないし金融論から近接する者にとっては地域＋金融という

概念自体がまず正当化されるべき課題であるとしている。 

近年の地域金融市場を描写したものに藤野［2012］がある。資金は地域間を自由に移動し

裁定が働いていると考えるのが妥当である。地域単位の分析を行うことは意義を有するし

地域単位でないと分析できないことも存在するとしている。 

各国 GDP と金融機関の自己資本比率との関係を示しているものに鈴木泰［2005］があ

る。主要資本主義国の中でも金融市場の構造は異なっており、各国の金融制度が文化的、経

済環境に適合してきたかを反映したものとした上で、効果的モニタリングやリスクや不確

実性をどのように金融システムに組み込んでいくかは普遍的な方策があるわけではなく、

歴史的背景により違いや特徴が生まれてくるとしている。 

 上記により、地域金融機関の経済活動、地域＋金融の概念、地域単位の分析、歴史的背景、

の必要性を確認できた。ここを出発点とする。 

はじめに肯定的見解を示す研究を概観する。2010年8月18日バーゼル銀行監督委員会

は、「自己資本・流動性規制強化の長期的な経済影響度評価2」と題する報告書にて、1％の

自己資本比率の強化は0.04％のGDP押し下げ幅であり長期的には金融安定に資するとして

いる3。  

次に国内の研究の一部につき時代を追って示す。鴨池・奥津［2003］では、金融機関の 5

                                                      
2 原題は An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity requirements 

3 日本経済新聞 2010 年 10 月 3 日朝刊 
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業態（都市銀行、地方銀行、第二地銀、信用金庫、信用組合）の 1990 年代以降の店舗数の

推移と店舗の分布状況を概観し、地域経済の再生・活性化のために、信用金庫が担う役どこ

ろが大きいことを確認している。そして、信用金庫が本店を構える市町村の経済成長指数を

独自の指数の積算から算出し、信用金庫の貸出残高の増減を 1991 年～2001 年の時点で検

証している。分析結果は、回帰直線はわずかではあるが右肩上がりの形状を導出している。 

中田・安達［2006］では、第二地銀・信用金庫の貸出金利の地域間格差を 2000 年度～2004

年度のデータを用いてパネル分析を行っている。金利が高い県では，需要側の要因（産業構

成や景況）に加え、市場の競争環境、供給側（金融機関）の規模、競争の欠如による供給側

の非効率性が主な説明要因となると結論付けている。Hoshi, Kashyap［2006］は、「追い貸

し」、「ゾンビ企業」を例に示し、金融機関の指導で清算を先送るできることを示している。 

小藤［2006］は、地方銀行と地域経済との相関関係について論じている。地方銀行の総合順

位、ROA、自己資本比率、不良債権比率と県内総生産との比較をし、上位に位置する銀行

は、地域経済に貢献し地域経済の拡大が経営内容も上昇させると結論付けている。家森・打

田［2007］は、2001 年～2002 年の一時点だけの分析であるが、信用金庫の経営が地域の経

済にどのような影響を与えているかを分析している。信用金庫の計数には、自己資本比率、

繰延税金資産額、負債比率、信金店舗比率等を採用している。信用金庫が多い地域の製造業

は、そうでない地域よりも経済活動が活発になっているとし、中小製造業に資金を供給して

きた信用金庫の役割を証明している。代替的金融機関が多い都市部では、信用金庫の機能不

全が起きやすいが、少ない地方では、信用金庫の保守的な経営態度が地域に影響するとして

いる。小川［2008］は、2001 年から 3 年の調査を行い、銀行のバランスシートの毀損が貸

出の減少を招き企業の設備投資、雇用、流動性を減少させるとしている。山根・筒井［2009］

は、1965 年から 2003 年の期間の一人当たり GDP 成長率を 1965 年の経済成長と一人当た

り貸出額に回帰し、銀行部門の発達が経済発展に資することを証明している。森［2014］

は、地域から地域銀行の貸出供給への影響を前提に考察している。銀行の貸出行動は 1990

年から 2000 年にかけて変化するようになり、地域経済環境や競争状態が影響するとしてい

る。後藤［2014］は、中小企業の資金調達にフォーカスして、資金繰りは企業の存続を左右

する死活問題となる。政府の景気支援策も中小企業の資金繰りが常に最優先である。古今東

西の経験を踏まえ金融は、中小企業の生命線という認識が共有されていると結論付けた。日

本銀行［2016］は、人口減少がもたらす長期的・構造的な要因が影響している可能性を指摘

している。信用金庫 175 庫のクロスセクション分析を行い、人口減少が地域金融機関の営

業基盤にマイナス作用を及ぼし得るとしている。 

次に海外を対象にしたものの一部を紹介する。Robert and Levine［1993］は、より良い

金融システムは、イノベーションが成功する確率を高め、経済成長を加速させる。金融シス

テムは生産性の向上と経済発展に重要であるとしている。Berger and Udell［1995］は、ア

メリカの中小企業のデータを利用し、貸手の借手の長期的な取引が金利を下げることを証

明している。続いて、Berger and Udell［2002］では、リレーションシップ貸出のソフト情
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報は融資担当者によって時間をかけた蓄積度合いによって異なるとしている。D.Hancock, 

J.A.Wilcox［1998］にて、1989 年から 1992 年度のデータを使用して、パネル分析を実施し

ている。銀行の貸出金変数は大規模銀行と小規模銀行に区別し、さらに時期（1989 年～1990

年と 1991 年～1992 年）を分けて検証している。州の総生産については、小規模銀行によっ

て供給される貸出金は、大規模銀行によって供給される貸出金より経済活動に対する影響

は大きいものであるとしている。Thorsten Beck, Ross Levine［2004］では、1976 年から

1998 年までのパネルデータを用い、株式市場と銀行が経済成長に及ぼす影響を調査し、株

式市場と銀行が積極的に経済成長に影響を与えていることを見出している。内田［2009］

は、1990 年～2000 年の州レベルで小規模金融機関は、マネーセンター所在州でない州にお

いて、高い事業性向け貸出シェアを持っていることを証明している。これはマネーセンター

所在州でない州や人口減少比率の高いころでは必要不可欠であると結論付けている。

G.Filbeck,  D.Preece, et al［2010］の研究は、ウィスコンシン、ミネソタ、アイオワ、の地

域統計を使って実施され、コミュニティバンクが小さな町の市場占有率を得たかどうか調

べている。回帰分析を使用し 2001 年～2008 年にコミュニティバンクと地方銀行の預金量

と市場占有率のデータを使って実施し、コミュニティバンクの市場占有率が高かったこと

を証明している。 

最後に、わが国の公的保証機関が地域経済に与える影響を示した例を示す。愛知県信用保

証協会がリーマンショック後、スタートした緊急保証制度が受けられなかった場合、県内で

廃業を検討した中小企業が 12％あり、8.9 万人の失業者の増加となっていたとしている4。  

公的保証された貸出金ではあるが、経済に影響を及ぼすことを示す結果となっている。 

次に国内の否定的見解を概観する。砂村［1996］の見解は、実務家の見解も交えながら、

操業中の企業の(暫定的な)モニタリングの有効性に関する証拠は少ないとしている。実務家

の中には、それは極めて有効であるという者もいる。しかし、形式的かつ日常化しており、

時の経過ともに関係が確立して企業が繁栄するようになると益々そうなったという者もあ

る。かつては有効なメインバンクのモニタリングシステムが有効ではなくなっているとし

ている。原田・岡本［2003］では、銀行が経済に有用な機能を果たしているのは確かである

が、銀行の機能と経済成長を関係づける議論の多くは可能性のレベルであると指摘する。 

堀・木滝［2003］は、分析結果の主要なポイントとして、都道府県別データの比較分析や、

地域・産業・企業規模別の設備投資増加率に関する多変量回帰分析によれば、金融機関の総

合的な財務状況や金融機関破綻と県内総生産や設備投資の増加率などの経済パフォーマン

スとの間には有意な関係は見られないとしている。山根・筒井［2007］では、日本の地域経

済において、「銀行部門の発達が経済発展に資する」という金融深化仮説を実証的に検討し

ている。1955 年～2003 年の期間の経済成長率を、GDP と銀行部門の規模を表す貸出残高

にクロスセクション回帰している。その結果、始点を高度成長期にとった場合には両仮説と

                                                      
4 ニッキン 2010 年 10 月 15 日 
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も支持されるが、1975 年以降の低長期を始点にとると、両仮説の有意性や説明力が低下す

るとしている。銀行パフォーマンスが経済成長に与える影響を検討したが、それは明確に確

認できなかったとしている。宮島・保田［2015］は、銀行・保険会社の株式保有は企業価値

や企業業績にマイナスの影響を与えるのに対して、内外の機関投資家による株式保有は企

業価値や企業業績に対してプラスの効果を及ぼす。 

海外の否定的な研究例を示す。F.Fred, K.John［2007］は、平均的なコミュニティバンク

のパフォーマンスと地域の経済状態の関係に関する研究の結果は色々な説があるとした上

で、調査結果は地域の経済状態に関することは、個々の金融機関の業績を予測する際に限定

的であることを明らかにしている。金融機関に特有の要因が、コミュニティバンクの業績に

おける変化の重要な要素であることを示唆しているとして、地域の経済状態とコミュニテ

ィバンクの業績の関係は直接関係がないことを示している。M.Daly, J.Krainer, et al［2008］

では、金融機関の全体的なパフォーマンスは、地域経済によって影響されるという考えは直

観的であり金融機関の歴史上のパフォーマンスと広く一致している。しかし、ミクロレベル

の研究は色々な結果が得られているとして地域経済と金融機関の関係には見解が分かれて

いることを述べている。 

なお、本論にはこの章以外に先行文献を紹介しているが、主に統計を持って証明している

ものをこの章にまとめている。各章には必要と考えられるものを記載している。 

 

第２節 得られた知見 

 

先行研究を概観した。地域金融機関の活動と地域の中小企業やその背後にある経済と関

係を有するかを検証するときの注意点と本論への応用をまとめとしたい。 

地域金融機関の活動と地域の中小企業やその背後に控える経済との関係の検証結果は、

堀・木滝［2003］、原田・岡本[2003]、Hancock. D, J.A.Wilcox ［1998］、 G.Filbeck,  D.Preece, 

et al［2010］、M.Daly, J.Krainer, et al［2008］が指摘するように、マイクロレベルの研究

は多様な結果が報告されている。そして、金融機関のパフォーマンスによって変化すること

が確認できる。 

本論の内容に引き寄せて検討する。検証の地域について、都道府県をベースに用いている

主なものには、中田・安達［2006］、山根・筒井［2007］、森［2014］、堀・木滝［2003］

がある。 

検証の対象として地方銀行を題材とする主なものには、小藤［2006］、堀・木滝［2003］、

山根・筒井［2007］、小川［2008］、小藤［2006］、森［2014］、小川［2008］、宮島・保田

［2015］がある。 

検証の対象として信用金庫を題材とする主なものには、佐竹・筒井［2003］、鴨池・奥津

［2003］、家森・打田［2007］、佐竹・筒井［2003］、鴨池・奥津［2003］、家森・打田［2007］、
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堀江［2005］、［2010］がある。このように、地域は都道府県単位で地方銀行と信用金庫を

検証するものが見られた。 

先行研究を洗い直す過程で得られた知見をまとめると概ね四つの項目に分けられる。 

一つ目は、金融機関のパフォーマンスがその地域の経済にどのように関係を有するかの

研究分野において共有されている知識は、影響を及ぼしているという考えが有力視されて

いる。しかし、原田・岡本［2003］が指摘するように、銀行が経済に有用な機能を果たして

いるのは確かであるが、銀行の機能と経済成長を関係づける議論の多くは可能性のレベル

であると指摘する。色々な見解が示され、マイクロレベルの研究においては多様な結果が報

告されている。 

二つ目は、期間を設定するときに検討を加える必要がある。例えばバブル期の前後など金

融機関のパフォーマンスが大きく変わっている。先行研究の中でさらに精度を高めたい部

分は長期的なデータによる分析と時代を区切った分析である。2003 年以降は金融行政が大

きく変わっておりこの期間とそれまで期間を区別したい。そのうえで、バブル経済以前とそ

の混乱期も分割する調査を実施したい。 

三つ目は、金融機関と中小企業の活動地域のフィット感が弱い。堀・木滝［2003］が指摘

するように、金融機関の活動地域と当該機関の本店所在地とがほぼ対応することが前提に

なっている。しかし、主要行、地方銀行では、隣接する都道府県等に多くの支店を有してお

り、金融機関の本店が属する地域との誤差が大きい。地域が限定されているいるが信用金庫

でも拡大戦略の信用金庫は地域経済の概念が広くなる。金融機関と地域経済との関係を見

出そうとする検証には、対象金融機関の活動範囲とその地域経済とをある程度一致させる

必要性がある。管見の限り研究成果が少ないのは、有効な金融圏と経済圏の一致を見た研究

が少ないことに起因しているかもしれない。地域金融機関は地域と冠が着くもののその活

動範囲が曖昧である。かつ地域銀行の場合、海外を含め広域に展開するグループも存在する。

活動地域の取り決めがある信用金庫も同様である。支店出店の認可は容易である。よってこ

こにも広域に展開するグループが存在する。地域金融機関の活動と地域の中小企業や経済

の関係性を調査するには、活動範囲を一定化したところで調査する必要がる。 

四つ目は、長期的パネル分析を行う上での問題である。パネルデータ収集する際の処理の

方法として欠落データ（破綻・合併）への工夫である。この中でパネルデータの利用されて

いるものを示す。佐竹・筒井［2003］パネルデータ、中田・安達［2006］は 2000 年度～2004

年度パネル分析、家森・打田［2007］は 2001 年、2002 年のパネル分析、D.Hancock, J.A.Wilcox

［1998］は 1989 年から 1992 年度のパネル分析（1989 年～1990 年と 1991 年～1992 年に

分けて検証）、Thorsten Beck, Ross Levine［2004］の研究は 1976 年から 1998 年までの長

期パネルデータ分析であるが、株式市場と銀行が経済成長に及ぼす影響を調査しているの

で、銀行の経営諸指標を利用していない。 

それ以外は、長期間の分析を行っているものの回帰分析である。これは金融機関の財務デ

ータが外部から入手が困難な問題があると思われる。仮に揃えたとしても、分析に投入する
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段階で長期的には連続したデータが得にくい点があげられる。特に日本の場合、地域金融機

関はバブル崩壊後、急激に姿を消した経緯がある。よって、破綻や合併によりサンプルが欠

落していくことが多く特に長期的なパネルデータ分析に向かないことが考えられる。 

地方銀行、第二地銀、信用金庫、信用組合まで含めて、業態ごとに都道府県経済でグルー

プを作り長期的なパネル分析を行うことを計画したい。特に 2003 年以降は中小企業経営指

標などとの詳細な調査をする必要があると考える。 
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第 3 章 中小企業金融の潮流 

 

この章の役割は、監督官庁の視点より中小企業金融で行われていることをできるだけ忠

実に再現することを目的にしている。第１節では、中小企業専門金融機関と地域金融機関の

違いから各カテゴリーを概観する。第２節で、監督官庁の実施された検査の視点から中小企

業を開発・育成する力量を検証する。第 3 節では、貸出資産の査定手法の変更がなされた

1999 年前後を境として地域金融機関の企業を見るものさしが変わった。 

一方で、このものさしは企業を評価する眼でもあり情報生産や企業育成の行動に変化が

現れたのかを概観する。 

 

第 1 節 中小企業専門金融機関と地域金融機関の意味 

 

ことばの定義を確認しておきたい。現在、中小企業専門金融機関と地域金融機関がほぼ同

義語として位置付けられている。 

1967 年 10 月の 金融制度調査会｢中小企業金融制度のあり方｣の答申では、中小企業金

融を専門とする機関が必要であるとされている。  

その根拠を三点にまとめている。一点目は、中小企業金融の安定性であり、都市銀行等の

行う中小企業金融は景気に左右される。二点目は、中小企業に適した金融であり、専門性を

持たない金融機関が中小企業の一般的性格を十分理解し、個々の中小企業の経営内容を熟

知してきめ細かい経営上のアドバイスを与えながら金融を行うことは事実上無理がある。

三つ目は、わが国中小企業金融の特殊性であり、中小企業の資金調達における金融機関への

依存度が高いこと指摘している。 

加えて、株式会社組織の専門機関または中小企業銀行の融資は中小企業のうちでも大き

いものや中堅企業に片寄るおそれがある。一方、協同組合組織の専門機関または信用組合だ

けでは、資金量も限られ断層が生じることを指摘している。特別委員会では、中小企業は規

模や業態の面で多種多様でそれぞれにふさわしいパイプを用意しておくことが望ましいと

結論付けている。 

この時点では、中小企業専門金融機関が必要であることが結論され、それを担うのが相互

銀行、信用金庫、信用組合と再確認されている。 

次に、地域金融という言葉が一般的に広く使われるようになったのは、1990 年７月の金

融制度調査会の「地域金融のあり方について」（金融制度調査会第一委員会中間報告）と言

われている。そこでは「地域金融とは『地域（国内のある限られた圏域）の住民、地元企業

及び地方公共団体等のニーズに対する金融サービスを提供する金融機関』ととらえること



17 

 

ができる」としている。また、これら金融機関は「一定の地域を主たる営業基盤としている

ことから、その地域を離れては営業が成り立たない、いわば地域と運命共同体的な関係にあ

る金融機関」とし、「このような地域金融機関としては、地方銀行（第二地方銀行協会加盟

行を含む）及び協同組織金融機関」と規定している。 

これから判断すると、地方銀行は地域金融機関ではあるが中小企業専門金融機関ではな

いことになる。 

その活動の特徴とされるのがリレーションシップバンキングとされ、2003 年 3 月の、

金融審議会金融分科会第二部会は ｢リレーションシップバンキングの機能強化に向けて｣

を発表した。ここに地域金融機関の新しい位置づけと目的が定義された。 

ここでリレーションシップバンキング (リレバン) とは、｢金融機関が顧客との間で親密

な関係を長く維持することにより顧客に関する情報を蓄積し、この情報を基に貸出等の金

融サービスの提供を行うことで展開するビジネスモデル｣ とされ、本質は ｢長期的な取引

関係により得られた情報を基に、質の高い対面交渉等を通じて、早い時点で経営改善に取り

組むとともに、中小企業金融における貸出機能を強化することにより、金融機関自身の収益

向上を図ること｣としている。加えて、借り手は親密な信頼関係を有する貸し手に対しては

一般に開示したくない情報についても提供しやすいと考えられる。信用金庫と信用組合は

地方銀行や第二地銀と並んで、リレバンの中心的な担い手とされたのである。 

一方、植村・渡辺［2006］では、大手銀行と地方銀行以下地域金融機関の間で大きな区分

を行なう「二分法」の根拠を十分明らかにする必要があるとしている。 

本来、株式会社としても銀行法上の銀行としても、主要行と地域銀行との間で経営形態上 

の違いはない。地域銀行の上位行の経営は主要行と同質化が進んでいる。「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」や「地域密着型金融の機能強化

の推進に関するアクションプログラム」のように、特定のビジネスモデルに則った詳細な経

営計画の策定・公表を義務づけることは、経営上のフリーハンドを拘束することになりかね

ない。行政が推奨するモデルが企業価値の向上という観点に照らした時、常に合理的である

保障はないとの見解を示している。 

この時代の経緯をまとめているのが（図３－１）の金融機関系譜図である。借り手の二重

構造を構成する零細企業など非近代的性格を持った企業群が存在し、その体制に合わせる

ように金融機関群が存在したと考えられる。 

中小企業専門金融機関は相互銀行（第二地銀）、信用金庫、信用組合であった。しかし、

地域金融機関という言葉が広く使用されるようになると、ここに地方銀行が加えられた。そ

して、第二地銀は地方銀行と同じビジネスモデルを歩んでいる。 
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図表３－１ わが国の金融機関の系譜 

 

 

次に、地方銀行、第二地銀、信用金庫の系譜を順に追って概観する。全国地方銀行協会五

十年史の補論によると、日本の金融制度の在り方は欧米諸国の制度に比較して日本的とい

うべき特質を形成しているとしている。 

日本の商業銀行は国立銀行という形態をとってスタートした。アメリカのナショナルバ

ンクをモデルとしている。153 の国立銀行は小規模なもの含んでいたが地方経済を引き上げ

る誘因となったとしている。地方銀行の名前は、1877 年 12 月（明治 10 年）の択善会（わ

が国初めての銀行家の団体の議事録）に出てくる。商業銀行に限ると都市銀行と地方銀行の

２群から形成され、イギリス型でもアメリカ型でもないとしている。 

普通銀行を論じる場合、地方銀行と都市銀行を区別する法的規則や厳密な学問的定義が

あるわけではないとしている。この場合、普通銀行のうち営業地域が地域的でありかつその

地域との結びつきが密接であることが共通の特質とされている。この 2 群構成を持つ普通

銀行の形態はわが国経済発展の特質を反映し歴史的所産と述べている。 

地方銀行は、銀行制度導入とともに存在したわけではない、当初は首都東京に本店支店を

設置しない銀行をさした。6 大都市以外に所在する銀行をもって地方銀行と称するようにも

なった。やがて大銀行＝都市銀行（都府銀行とも言われた）、中小銀行＝地方銀行という用

語が使用されるようになった。 

最後に規模の大小による個別から進んで、業態上の差異とそれぞれの自覚が発生したと

きにはじめて今日的な地方銀行は成立したとある。 

1986 年 9 月 26 日の地方銀行協会設立 50 周年大会にて時の総理は、地方銀行は特に地場

産業の盛衰を制すると述べている。 

地方金融史研究会［1994］では、1960 年代は地方銀行の、大都市店で営業の場を与えら

れたことは地方銀行の地元での経営の安定性と大都市での発展性の両面で経営体質を強化

させた。しかし、高度成長期の地域経済の発展に必要な資金需要を賄うには程当遠く、この

隙間市場に相互銀行や信用金庫の発展の余地を与えたとしている。 

藤城［1926］は、銀行の検査の視点から昭和初期の銀行の求められる活動を描写してい

鎌倉時代 1900年 1949年 1951年 1989年

都市銀行 メガバンク

貯蓄銀行 地方銀行

地方銀行

第二地銀

頼母子講 無尽 無尽会社 相互銀行

信用金庫

信用組合協同組織

銀行

庶民金融

株式会社金融機関

協同組織金融機関

全国銀行

地域金融機関
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る。「銀行は一面営利事業なると共に、他面社会公衆の便利を計るべき公的金融機関たる重

大な職務を有する」として「銀行は単純な営利事業であるというよりも、社会公衆のために

存立する公的金融機関であるというところに、一層重要の意義を有するものである」と表現

している。 

経営に関する実地検査事項において、「財界の大勢と銀行の営業とは極めて密接の関係を

有し、商工業の盛衰奈何は影響する所大にして業績決定の一要件を構成する」具体的な行動

として、支店所在地の状況を調査する。「生産消費、交通、商工の発達、物価趨勢、産物の

産額と移動の調査」を求める。 

これらを踏まえて、「将来における進歩発達の程度を統計的事実により推断を下す。地方

の特殊な習慣も銀行経営上参考とし将来の方針を確立する資料としなければならない」と

している。財界という言葉を企業に置き換えると現在の金融検査マニュアルとの違いは少

ない。 

続いて、第二地銀である。これは初期の相互銀行に見ることができる。兵庫相互銀行［1962］

では、無尽の制度はまず非営業無尽として発生した。頼母子と講という文字が初めて文書に

現れたのは 606 年推古天皇、聖徳太子の摂政時代である。主要勘定の推移からも掛金が定

期積金に置き換わっていたのが確認できるとしている。 

1988 年 2 月の金融制度調査会は金融制度第一委員会で、同年 5 月に ｢相互銀行制度の

あり方について｣で初めて相互銀行の普通銀行への転換を認めることが適切であるとの報

告をまとめている。 

日本の頼母子や講から派生した無尽のような形式の金融は海外でも行われている。

ROSCA (Rotating Savings and Credit Association )の金利は高いが審査過程の煩雑さを省

略できる。金利は会食代になるケースもあった。参加者のデフォルトは講の運営者（講元）

が負担する。講の運営者は地元の有力者が多く参加者を厳選しリスクを下げている。利用者

（借手、貸手）は毎月一堂に会するためモニタリングを兼ねている。同業種、同地域や親し

い友人、親族であることが多く、債務不履行時のダメージが大きいとしている5。 

信用組合小史編纂委員会［1978］では、戦前から中小企業金融は、中小企業に体質と資金

需要の小口性ないしは債権管理の困難から、一般銀行のベースに乗りにくい点があり、中小

企業金融機関の創設の要望があったとしている。 

貯蓄銀行は 1949 年（昭和 24 年）にすべて消滅し普通銀行になって行った。相互銀行の

前身の無尽会社は 1919 年（大正 4 年）に制定された無尽業法により監督取締を受けてきた

ものであるが、これは取締りが目的であり制限条項が多く、金融機関としての発展は遅れが

ちであった。昭和初期の金融恐慌時多くの銀行は閉鎖したが無尽会社は平常業務を行い庶

民金融の疎通にその役割を果たしたことが一般大衆に高く評価評価された。その後業績を

伸ばし、戦後いち早く生産活動を始めた中小企業に資金の供給機関として重要な役割を果

                                                      
5 京都室町で実際に参加していた方からの聞き取り。 
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たした。 

昭和 26 年無尽業と貯蓄銀行機能を併せ持つ制度として相互銀行法が施行された。そして、

昭和 26 年相互銀行法が制定され改組していったとしている［日本経済評論社 1978］。 

ベアトリス・アルメンダリズ［2016］によると、現代のマイクロファイナンスと古い金融

業者との類似点に着目した学者は多いとし、グループ貸付ミーティング（パブリックリペイ

メント）にて信用取引を行うことで取引の透明性を高める。返済のプレッシャーを高める。

これは、頼母子や無尽と機能は類似している。 

大蔵省内金融リスク研究会［1989］は、1 年に及ぶ銀行経営者の審議を経て大蔵省がまと

めているものである。 

都市銀行の対応について、従来の財務分析を中心とする方法とは異なる分析や判断が必

要であり、特に経営者の人柄や経営方針の把握が極めて重要となるとしている。 

続いて、地方銀行・相互銀行の対応について、地域金融と密接不離の関係にあることから

リスクも特別なものがある。地域産業の好不況の影響を直接受ける。さらに、中小零細企業

の場合、財務上の計数だけでは経営実態の把握が困難であるため、狭域高密度の渉外活動を

通じて様々な情報収集により信用状況の把握に努めてきたとしている。 

最後に信用金庫を概観する。品川弥二郎と平田東助が 1891 年にわが国に信用組合制度を

導入しようとしたのが信用金庫・信用組合の始まりとされている。信用金庫はその起源を昭

和 24 年の中小企業等協同組合法の制定に求められる。そして、1951 年（昭和 26 年）（信用

金庫法が制定され改組していったとしている［信用組合小史編纂委員会 1978］。 

1958 年 5 月の｢協同組織による中小企業金融制度に関する中間答申｣では、信用金庫、

信用組合を中小金融の担い手として位置づけている。 

昭和 30 年代の高度成長期の信用金庫の対応すべき問題点として、都市と農村の格差、

大企業と中小企業の二重構造など、金融面では人為的低金利政策、資金の地域的偏在、融

資集中などを取り上げている［全国信用金庫協会 2012］。 

再度、1990 年 2 月の金融制度調査会金融制度第一委員会の中間報告 ｢地域金融のあり

方について｣では、協同組織金融機関が地域金融の担い手であると再び指摘している。 

 2006 年 12 月に規制改革・民間開放推進会議が協同組織金融機関の役割、業務および組

織のあり方についての検討をはじめることを閣議決定した。 

｢協同組織金融機関のあり方に関するワーキング・グループ｣ において、2008 年 3 月 28 

日から 2009 年 6 月 19 日まで計 16 回にわたって審議され｢中間論点整理報告書｣とし

て公表された。 

｢協同組織金融機関の本来的な役割は、相互扶助という理念の下で、中小企業及び個人へ

の金融仲介機能を専ら果たしていくことであり、この役割を十全に果たすべく、協同組織金

融機関には、税制上の軽減措置が講じられている｣としたうえで、次の点を指摘している。 

信用金庫・信用組合における相互扶助・非営利についての実態がどのようになっているの

かを問うことなく、中小企業金融および地域金融の担い手として信用金庫・信用組合には存
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在意義があるとしている。 

この時期にリーマンショック金融危機が発生していることから大幅な見直しが行われな

かったのかもしれない。監督官庁も協同組織金融機関が中小企業の最前線に存在しその能

力を評価していることが変更に至らなかった理由かもしれない。 

 

第２節 監督官庁の視点 

 

第２節は、検査の史実に基づいて中小企業の業績に貢献できる土壌にあったのか。あった

とすればどのような行動があったのかを検証するのが役割である。まずこの施策を経年的

に概観してみる。 

 

第１項 大蔵省の時代 

 

大江［2010］は、1968 年（昭和 43 年）から平成期最初の銀行検査マニュアルが発刊され

る直前までの 20 年間の銀行検査、銀行検査行政の推移をまとめている。銀行監督行政や銀

行検査行政に多少なりとも影響のあったものは、大蔵省通達に反映されるか『銀行局金融年

報』で取り上げられていると考え調査対象としている。 

これに依拠して、5 年ごとではあるが 1965 年（昭和 40 年）から地方銀行、相互銀行（第

二地銀）、信用金庫のみを時系列に列挙した（表３－１）。書き出す内容は中小企業を育成す

る力量が表現されているところである。摘発的といわれる検査が行われていた時期であり

極端な指摘に終始することが予想される。 

 

表３－１ 銀行局金融年報 14 回、20 回、24 回、29 回、34 回、39 回検査報告一覧 

 地方銀行 相互銀行（平成 2 年より第二地銀） 信用金庫 

昭

和

40

年 

P345 大口化、債務者の把握不十

分で、ややもすれば担保のみに依

存し安易に貸出に応じ、継続的な

業態把握を怠り事後管理の不備

に起因して不良化を招く。粉飾預

金は 24 行中 19 行。 

p354 融資の大口化に即応し債務者の

業態把握、資金使途の追求、企業内容

の分析に徹底を欠いている。粉飾預

金の純化は不十分。 

p356 融資先の業態把握については

経験的な勘や物的担保に依存した

安易な態度。粉飾預金や歩積・両建

預金からは改善。法令違反多く、新

入職員への教育を行わないところ

もある。 

昭

和

46

年 

364p 信用分析資料の未徴求未活

用、実態把握なし。この結果不祥

事件、決算粉飾、資金流用の看過、

融通手形割引、投資効果や返済原

p366 分類の特徴は関連会社、旅館、

貸間業、興行娯楽業、不動産業。預金

メリットを過度に追求し融資取扱の

基本の逸脱。例は情実融資、担保評価

信用金庫は、p368 地元有力者への

情実融資、地区外貸出、無資格貸

出。法令違反。全体的に預金は伸び

ている。伸び悩み金庫は地域的な
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資検討不十分。県内融資比率の減

少調整のため係数の粉飾を実施。

粉飾預金残高は落ち落ち小切手

の入金を行っている。 

の水増し、先順位抵当の見落とし。債

務者の時系列的計数分析不十分。債

務者の別会社設立による回収失敗。

徳利行為、闇店舗類似行為。 

経済環境に恵まれなかったものが

多いが、預金増強に対する本部施

策の乏しさによる対外信用の失墜

と職員士気低下。 

昭

和

50

年 

p388 地元密着、地元優先の方針

の下、中堅、中小企業への融資増

加。物的担保依存、事業計画や返

済計画の検討不十分、粉飾決算見

逃し、地元有力者の引きずられる

ものが多い。周年運動に際して目

標達成のため多額の粉飾、悪質な

粉飾手法を用い、銀行経理の基本

を度外視したものもある。 

p389 不動産、旅館貸間業、興行娯楽、

関連会社で分類が多い。ボウリング

業、周年運動、大台達成運動などで相

変わらず粉飾預金の実施。粉飾預金

比率も増加傾向。 

p391 不動産、建設、レジャー産業

の融資で固定化。相変わらず、地元

有力者の情実融資、限度超過融資、

法令違反の大口信用集中が多い。

検査金庫の半数が粉飾預金。粉飾

預金比率は減少。検査で指摘を受

けるも多額の粉飾預金続行。 

昭

和

55

年 

p360 融資姿勢に厳正を欠く、融

資方針が定まらないまま債務者

に引きずられた融資。実態把握不

十分、事業計画検討不十分、資金

流用の看過。粉飾預金の多いとこ

ろは業容拡大に傾斜、表面的計数

に執着。粉飾比率は低いが悪質。 

p362 分類比率の高いのは関連会社と

不動産業。特定債務者への情実融資、

本部審査が形骸化、一部の金融機関

では金融史上例のない事件の発生が

支払承諾業務で行われる。意図的な

簿外処理。粉飾預金比率の高率化、架

空名義預金。 

p363 限度超過貸出、員外貸出、一

部金庫では歩積・両建預金の自粛

は経営責任にかかる事項とした

が、まだ行われている。粉飾預金も

同様である。架空名義預金は預金

吸収に傾斜し安易に受け入れられ

ている。 

昭

和

６

０

年 

p329 地場産業の業況不振あるい

は業況悪化先に対して地元銀行

として支援や融資審査管理不十

分。地元有力債務者に引きずられ

た主体性なき融資。実態把握不十

分、事業計画検討不十分、資金流

用の看過、粉飾預金の継続。店舗

表象は平残・実質預金主義となっ

ている。粉飾の方法は多岐に渡っ

ている。即時両建て預金も見られ

る。架空預金は横ばい。 

p330 特定債務者への情実融資、サー

ビス業、不動産業、製造業の順、大口

融資取り扱いの不明瞭、審査体制脆

弱、商手成因検証不足、架空名義預金

の安易な受け入れ継続。ポスター店

頭不掲示。 

p331 地区内景気の停滞、競合から

他金融機関への移管。本部の企画

力・指導力の不足から積極的な開

拓深耕のための具体的施策のな

さ、大口不良債権の発生から融資

姿勢の消極化、ネーミング預金や

時間外活動の実施によりそれなり

に成果を上げている。渉外活動が

集金中心で、テリトリー調整も不

十分で非効率、未だ粉飾預金、架空

名義預金が見られる。 

平

成

2

年 

粉飾先、貸出後短期不良化、無稟

議融資。 

不動産業、サービス業が多い。実態把

握不十分の内訳は、事業計画、財務内

容、担保調査不十分。 

渉外活動非効率、顧客情報分析不

十分。運用力が伴わないのに自由

金利預金を吸収し拡大志向。大都

市は住宅ローン消費者ローン主

体。預貸比率 30%~40%。 
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地方銀行で、1975 年（昭和 50 年）、地元密着、地元優先の方針の下、中堅、中小企業へ

の融資増加との報告もあるが、銀行経理の基本を度外視したものもあると指摘している。相

互銀行で、1980 年（昭和 55 年）、金融史上例のない事件の発生。信用金庫では、1985 年

（昭和 60 年）、渉外活動が集金中心で、テリトリー調整も不十分で非効率。1990 年（平成

2 年）、運用力が伴わないのに自由金利預金を吸収し拡大志向と指摘している。 

全期間において、金融機関による粉飾預金、架空預金、歩積・両建預金、徳利行為、闇店

舗類似行為の指摘が続き粉飾の手法は多岐に渡っている。粉飾預金比率の高率化との指摘

もあるがこのような比率が存在した、そして粉飾預金は預金残高を大きく見せるために行

われたものと考えられる。拡大志向が顕著である。 

審査体制では、情実融資、担保評価の水増し、先順位抵当の見落とし、物的担保依存、事

業計画や返済計画の検討不十分、粉飾決算見逃し、地元有力者に引きずられる大口融資、商

手成因検証不足等、業態把握については経験的な勘や物的担保に依存した審査体制の脆弱

性の指摘が多くみられる。 

中小企業を育成していたというよりは預金獲得中心の営業体制であったことをうかがわ

せる記述が多い。預金獲得のために企業や家庭を訪問しているが、顧客情報の収集活動とは

また違う行動であっと思われる。 

規模の拡大がそのまま収益に反映するという金融体制は、バブルの崩壊過程でその根拠

を失っているのに気づくのが遅かったと考えると理解できる。バブルの崩壊とともにこの

年報は終わり、自己責任の下で経営を行う金融検査に変更されていくことになる。 

結果として、目的は預金の収集であったかもしれないが多くの顧客と面接していること

はうかがえる。この内容からは企業を見る眼は養われているとは思えない。 

 

第 2 項 金融監督・金融庁の時代  

 

2003 年の「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－

中小・地域金融機関の不良債権問題の解決に向けた中小企業金融の再生と持続可能性（サス

テナビリティー）の確保－」は、文字通り不良債権からのリカバリ―の過程で金融機関の不

良債権の削減を一連の工程で行おうとした最初のものである。 

 これに対して、13 年間の歳月を経て、2016 年の「中小・地域金融機関向けの総合的な監

督指針」を一定の答えと考え、中小企業の成長に関わる四項目を切り出しどのように変化し

ているかを検証することとした。その比較一覧表が下記表３－２である。四項目とは、知識・

人材、外部連携、貸出手法、ガバナンスの分野である。この期間はリーマンショック金融危

機を経験することになる。 
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表３－２ 地域金融機関の監督方針比較一覧 

平成 15 年（2003 年）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 

平成 28 年（2016 年） 中小・地域金融機関向けの総合的

な監督指針 

（知識・人材）創業・新事業支援機能等の強化。 顧客企業の創業、成長、経営改善・再建。経営者の意識改

革。金融機関が提案するソリューション、創業又は新事業

の開拓に対する支援。 

（知識・人材）中小企業支援スキルの向上を目的とした

人材の育成。 

業種に関する知識の吸収などノウハウの底上げ必要。経営

目標の実現や経営課題の解決を図るための方策を必ずしも

提案できていない。 

（知識・人材）目利き研修。 事業価値を見極め、経営課題を発見・把握していく営業職

員の目利き能力。 

（知識・人材）中小企業に対するコンサルティング機

能。  

コンサルティング機能や長期的・安定的な金融仲介機能の

提供。資金供給者としての役割にとどまらず、地域の中小

企業等に対する経営支援や地域経済の活性化に積極的に貢

献していく。 

（外部連携）産学官ネットワーク。 中小企業診断士、税理士、経営指導員等からの助言・提案

の活用、積極的に地域の外部専門家や外部機関の知見・ノ

ウハウを集めて対処。産学官連携。 

（外部連携）日本政策投資銀行、中小企業金融公庫、商

工組合中央金庫等との情報共有。 中小企業支援セン

ターの活用。政府系金融機関、地方公共団体等との連

携。 

税理士、弁護士、公認会計士、中小企業診断士、経営指導

員等、地方公共団体、経済産業局、商工会議所、商工会、

中小企業団体中央会、JETRO、JBIC、地域経済活性化支援

機構、東日本大震災事業者再生支援機構、中小企業再生支

援協議会、中小企業基盤整備機構、認定経営革新等支援機

関、事業再生ファンド、地域活性化ファンド等、他の金融

機関等と連携。 

（貸出手法）地域の中小企業を対象とした企業再生フ

ァンドの組成、DES、DIP ファイナンス。 

貸付けの条件の変更等を行うほか、金融機関の取引地位や

取引状況等に応じ、DES・DDS や DIP ファイナンスの活

用、債権放棄も検討。 

債権買取機構の信託機能 なし 

（貸出手法）キャッシュフローを重視し、担保・保証に

過度に依存しない融資の促進。 

担保・保証に過度に依存しない取り組みの促進。 過度な第

三者保証の防止等、経営者保証に依存しない融資の一層の

促進。経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないこと

を原則とする融資慣行の確立。 

（貸出手法）財務制限条項やスコアリングモデルの活

用。 

スコアリングモデルを活用した商品による融資を行った取

引先一律・網羅的な対応を求めない。 

（貸出手法）信用リスクデータベースの整備・充実。 なし 
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（貸出手法）M＆A。 後継者の有無や事業継続に関する経営者の意向等を踏ま

え、M＆A、マッチング支援、相続対策支援等を実施。 

（ガバナンス）地域貢献に関する情報開示。 「地域経済の発展への寄与」、「地域の中小企業の育成・健

全化」等の姿勢を実際の説明態勢に反映しているか。地域

密着型金融の取組みついて、目標や成果を地域や利用者に

情報発信。地域の面的再生への参画については、コストを

無視した地域貢献までを求めない。 

（ガバナンス）相談・苦情処理機能の強化。  利用者保護、説明義務、説明責任、不招請勧誘の禁止苦情

等処理機能の充実・強化、金融 ADR 制度。 

（ガバナンス）貸し渋り・貸し剥がしホットライン。 取引関係の見直し等の場合、金融検査や金融検査マニュア

ル等を口実とするなどの不適切な説明が行われないよう留

意。金融サービス利用者相談室との連携。 

 

ここに登場する言葉は、結果的に基本的な業務の再掲であり、新たなことは示されていな

い。そもそも、企業を育成する技術を持ち合わせているのか疑問符が付く内容である。 

（表３－２）のように 2003 年と 2016 年を比べると、項目に多少の変化はあるものの結

果的に同様の指摘がなされている。これは地域金融機関に大きな行動の変化がなかったこ

とを証明している。知識・人材では、中小企業支援の人材は経営課題の解決を図る方策が提

案できていない。目利き力という表現で繰り返し注意を喚起している。外部連携は増加して

いる。専門機関との協働が求められているが主体となるべくは金融機関側とも思われる。貸

出手法は、担保・保証に過度に依存しない融資は変わらず登場する。 

トランザクションバンキングに用いられるスコアリングモデルを活用した融資を行った

先に一律・網羅的な対応を求めないとしている。又、信用リスクデータベースの整備は指摘

が消えている。ここからは、定量モデルの貸出の知識は養われたが、定性モデル分野が不十

分と解釈できる。 

最後に、ガバナンスは地域貢献についてコストを無視したものは求めないと軌道を修正

している。2003 年と 2016 年の比較では変化が見られるものの中小企業を育成する点につ

いては不十分であるといえる。監督官庁の厳しい指摘という点を割引いても当事者の地域

金融機関は決定打を欠く内容になっている。 

 

第３節 規律と裁量 企業を見るものさしの変化 

 

この節は、決算経理基準（統一経理基準）と資産査定制度（金融検査マニュアル）への転

換について述べる。特に 1999 年を起点として決算処理が変更され、それに伴う償却・引当

が金融機関にとって現実のものになり中小企業育成がどのように対応していったのかを概
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観する。 

自己責任原則に基づく金融機関の経営とは、監督官庁の指導型から、自己責任型への転換

を意味する。すなわち、資産査定中心の検査から、リスク管理重視の検査へ転換である。検

査は、金融機関自身の内部管理と会計監査人等による厳正な外部監査を前提として、内部管

理・外部監査態勢の適切性を検証するプロセス・チェックを中心とするものになった。 

 

第 1 項 決算経理基準 1999 年以前 

 

 1999 年を前後して金融監督行政が劇的に変更を余儀なくされる。1997 年（平成 9 年）バ

ブル崩壊に伴う不良債権の顕在化により、金融機関の経営が悪化し、1998 年（平成 10 年）、

「金融再生トータルプラン」を取りまとめた。そして、金融監督庁が設置された。 

不良債権処理を託される以前に金融機関の破綻が顕著化する。この時期の変更点をまと

めたのが下記表である（図３－２）。監督官庁の名称もめまぐるしく変わることがその状況

を表していると言える。 

 この変更を受けて当事者の行動はどのように変化したかを中小企業の発展・育成に関わ

る部分を検討する。 

 

図３－２ 金融過渡期の変遷表 

 

 

 

決算経理基準（統一経理基準）は、1967 年 9 月（昭和 42 年）に大蔵省銀行局長通達で定

められた金融機関経理に関する統一的な基準書であるが、バブル崩壊後の 1998 年 6 月（平

成 10 年）に廃止されるまで約 30 年続く。 

不良債権償却証明制度は、1950 年（昭和 25 年）からバブル崩壊時期である 1997 年（平

成９年）まで約 50 年続いた。金融機関が事前に監督官庁に償却申請を行い、金融証券検査

官が証明した金額について、償却・引当の処理を認める制度である。証明を得れば、税務上

も貸出金の償却・引当が損金と認められた。 

前田［2015］はこのように記述している。銀行は従来大蔵省銀行局長の通達である「決算

経理基準」にしたがって決算を実施した。貸し倒れを予想して引当金を積む場合、大蔵省検

監督官庁

主要行

地域金融

早期是正措置・資産査定制度

早期是正措置・資産査定制度

統一経理基準

統一経理基準

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年

金融庁 2000年7月1日大蔵省1869年~ 金融監督庁1998年６月～
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査官の償却証明があれば無税で損金処理ができるが、そうでない場合は金融機関が自主判

断に基づき有税で処理する慣例であった。損金処理を安易に認めると引当金を積む名目で

税負担を節約する恐れがあった。監督官庁の管理の下で行われていた。 

預金保険機構［2007］も金融会計制度の変遷を述べている。従来、金融機関の会計は大蔵

省通達により定められていたが、監督権限が金融監督庁に移行する直前の 1998 年（平成 10

年 6 月 8 日）に通達「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について」が廃止され、一般

事業法人と同様に、商法や企業会計原則が金融機関にも直接適用されることになった。 

また、大蔵省検査の位置付けが、従来の違法・不正事例の発見から、自己査定制度を前提

とした内部統制の有効性評価に移行し、この時点で初めて会計処理について公認会計士の

実質的な監査を受けることとなったとしている。 

日本公認会計士協会も「金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに償却・引

当の監査に関する実務指針」で、1997 年（平成 9 年 4 月 1 日）以後開始する事業年度に係

る監査から適用するとしている。 
このように、決算経理基準や不良債権償却証明制度の下では、償却・引当金会計が監督官

庁の判断に委ねられ、金融機関が独自の判断で不良債権の処理ができない仕組みになって

いた。 

銀行経理問題研究会［2012］では、昭和 40 年当時の金融機関決算の状況を描写している。

銀行の利益も公共性、社会性という基本的性格に鑑み安定的が望ましいと理解され、実際の

収益とは別に公表利益を毎期平準化することも適当であるとされてきた。 

そして、経理処理は戦後の経済事情を背景として経験的に編み出されたもので具体的方

法は銀行によりまちまちであり、決算期ごとに異なっていたため、経営成績の実態は第三者

にはほとんど把握できない状態であったとしている。 

昭和 41 年に公認会計士法の改正時に銀行にも公認会計士監査が必要でないかと表明がな

された。一般事業会社と同様に、会計処理に当たっては期間損益を明確に公表利益に反映さ

せるように具体的措置を迫られた。この後、昭和 42 年、銀行統一経理基準へと進化してい

くが護送船団方式という言葉に代表されるように監督官庁の関与は色濃く残る時代がバブ

ル崩壊まで続くことになる。 

 さらに、一般事業会社に比較して実質的な意味を持つものではなかった。量的拡大が期待

でき預金貸金利鞘は制度的に確保されておりボリュームが重視され収益性指標がことさら

問われることはなかった。バブル崩壊後事業会社と同じく実質的意義を持つことになった

と思われる。 

平成バブル崩壊以前、本支店勘定を中心とする伝統的な金融機関の経営手法が、金融ビッ

グバンのあと、収益性を示す金融機関固有のものである業務純益、資金利益を表す各種利回

り、利鞘、さらに外国金融機関との比較上 ROE、ROA も採用されている。健全性を計る指

標は、支払準備率、預貸率、預証率等の運用比率が主体であったが、バブル崩壊期は自己資

本比率（BIS 基準）不良債権関連指標が主要指標となり生き残りをかけた行動が繰り広げら
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れたと指摘している。 

この時期、世間も金融機関自身も預金を中心に規模の大小が優劣の尺度になっていた。こ

の時期、預金と貸出金の金利が凡そ固定されており規模の大小がそのまま収益増加を意味

した。不良債権比率や自己資本比率がこれに取って変わったことを理解するのに多少の時

間を必要とした。 

この時代の決算を破綻信用金庫の裁判記録をもとに描写しているものに桜田［2013］が

ある。1998 年（平成 10 年 4 月）以前の貸倒引当金は償却引当の対象となる貸出金の 1000

分の 3（銀行）、1000 分の 5.8（信用金庫）を繰入率は変動するが必ず引き当てなければな

らないとしている。又、2001 年（平成 13 年 3 月期）創業以来最高の業務純益を計上した信

用金庫が 2002 年（平成 14 年 1 月 25 日）破綻に追い込まれたとしている。 

 地域金融機関の資産（貸出金）を測るものさしが正確でなければ、企業を見る眼も変わり

育成も限定的なものになる。 

1998 年 4 月から導入された早期是正措置（銀行法第 26 条第１項）と資産査定制度のね

らいは、自己資本比率を国際基準行８％未満、国内基準行４％未満の場合の基準を設け、業

務改善命令、業務停止命令を発するというものである。これは、金融機関経営の健全性を確

保する目的であった。 

日本銀行考査局［1997］では、自己査定及び償却・引当は、早期是正措置という枠組みの

中で適正な財務諸表を作成するための作業であるが、同時に、金融機関にとっては、資産内

容の実態把握等信用リスク管理にも活用し得るものであるとしている。さらに、日本の金融

機関においても、自己査定及び償却・引当を単に制度上の義務として受け身に捉えるべきで

はなく、むしろ自己責任原則の下で信用リスク管理高度化に向けた経営ツールとして前向

きに活用することが重要であると述べている。 

変更の内容は、摘発検査から自己責任型検査への変更である。長年沁みついた考えはすぐ

には変わらず、早期是正措置の極度な影響を受け保守的な対応になったと考えられる。 

 

第２項 資産査定制度 1999 年以降 

 

1998 年 6 月、監督官庁が金融監督庁に変わった。金融監督庁による、金融検査マニュア

ル6（預金等受入金融機関に係る検査マニュアル）1999 年（平成 11 年 7 月）の特徴的なこ

とは、基本的考え方を監督官庁指導型から自己管理型への変更としていることである。 

金融機関は私企業であり、自己責任原則に則った経営が基本である。業務の健全性と適切

                                                      

6主要行と地域金融機関は同じ検査マニュアルを使う。査定する企業の規模により預金等受入金融機関に

係る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〕を使分けるのである。同様ではないこ

とを監督官庁も認識している。  
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性は、ひとり、金融検査のみによって確保されるべきものではない。金融機関の業務の健全

性と適切性は、まず自己責任の徹底と市場規律の強化によって達成されなければならない。

いわゆる護送船団方式を前提とした、すべての金融機関に共通するチェック項目を中心と

したマニュアルではないとしている。 

さらに、検査マニュアルは本来的には検査官のための手引書であるが、金融機関の自己責

任に基づく経営を促す観点からこれを公表している。 

わが国の貸出業務の前提となっていたメインバンク・システムや有担保主義にも明らか

な変化の兆しが見える。ここで、護送船団方式は終焉し、金融機関自らが責任をもって業務

運営全体を行う必要に迫られた。 

さらに、近年の金融機関の不良債権問題は、過去、金融機関において適切なリスク管理が

行われていなかったことに原因があるとし、金融機関の企業を見る眼の本質的な問題点を

指摘している。 

 企業を見る眼の変化を促すためにこのように表現している。欧米先進国の基本技術を応

用して量的拡大を図るという、戦後のわが国のキャッチアップ型産業構造は、過去の企業業

績の延長線上に与信判断を行うことが適合的な場合が多かった。 

今後は、一定のデフォルト発生の余地を認識しつつ必要な資金を供給していく金融業の

存在が欠かせないと述べている。 

「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」は、中小・零細企業等の債務者区分の判断

について、「特に、中小・零細企業等については、当該企業の財務状況のみならず、当該企

業の技術力、販売力や成長性、代表者等の役員に対する報酬の支払状況、代表者等の収入状

況や資産内容、保証状況と保証能力等を総合的に勘案し、当該企業の経営実態を踏まえて判

断するものとする」ということがすでにこの時点で明記されていた。 

金融監督庁［1999］では、いわゆる「貸し渋り」問題は、基本的には個別の商取引に係る

私法契約上の問題であり、借り手、貸し手の当事者間において解決されることが本来のあり

方であるとしていた。 

しかし、中小・零細企業等の債務者区分の記述がわかりにくく、検査において金融検査マ

ニュアルが機械的・画一的に適用され、厳格な金融検査マニュアルへの対応が、いわゆる「貸

し渋り」や「貸し剥がし」を生みだしたと言われている。 

これを防止する目的から、2002 年（平成 14 年 6 月）「金融検査マニュアル別冊〔中小企

業融資編〕」を策定した。この中には、機械的・画一的適用の防止、検査官に対する研修の

充実、金融機関のみならず債務者の中小・零細企業にも説明会を開催したとある。 

しかし、この初版の「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」の信用リスク検査用マ

ニュアルには、創業赤字で当初事業計画と大幅な乖離がない債務者は、正常先と判断して差

し支えない。具体的には、黒字化する期間が原則として概ね５年以内となっており、かつ、

売上高等及び当期利益が事業計画に比して概ね７割以上確保されている債務者をいう。 

なお、本基準は、あくまでも事業計画の合理性、実現可能性を検証するための目安であり、
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創業赤字となっている企業の債務者区分を検討するに当たっては、本基準を機械的・画一的

に適用してはならないと具体的解説も添えてある。 

2003 年、2004 年（平成 15 年度、平成 16 年度）の 2 年間を「集中改善期間」と位置づ

け、「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」（15 年 3

月 28 日）第１次リレバンアクションプログラムとした。 

主な内容は、中小・地域金融機関の不良債権問題の解決に向けた中小企業金融の再生と持

続可能性の確保がスローガンとされた。 

このなかで、取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化、顧客への説明態勢の整備、

相談・苦情処理機能の強化、各金融機関・業界で半期ごと進捗状況の公表が示されている。 

さらに、資産査定、信用リスク管理の厳格化と地域貢献に関する情報開示等も示された。 

2 年の活動を通じて評価を行っている。不十分な点としては、域密着型金融の本質が必ず

しも正しく理解されていない、金融機関の計画が総花的、事業再生への取組み、目利き能力

等が依然として不十分の意見が寄せられている。 

2005 年、2006 年（平成 17 年度、18 年度）の 2 年間を「重点強化期間」と位置づけ、「地

域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム（平成 17～18 年度）」（17 年

3 月 29 日）を第 2 次リレバンアクションプログラムとした。主な内容は、事業再生・中小

企業金融の円滑化と経営力の強化がスローガンとされた。 

 ここでは、融資審査態勢の強化、産学官の連携強化、中小企業に対するコンサルティング

機能、情報提供機能の一層の強化、要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組みの強化及

び実績の公表等を示している。 

 これだけの指導にもかかわらず、金融庁「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」情報の受

付は、2002 年（平成 14 年 10 月 25 日）から 2005 年（平成 17 年７月 29 日）1,786 件とあ

る。リレバンは 2007 年度以降は通常の監督行政の枠組みの中で推進されることになってい

る。  

貸し剥がしと言われる現象を引き起こす要因の理由として考えられるのは、長年の金融

検査のスタイルから抜け出せず盲目的にマニュアルの保守的運用を行った。今一つは、本当

に顧客にことを理解しておらず、それらを斟酌する能力を持たずに目の前のマニュアルに

沿った処理を行ったことが考えられる。この両方相まった行動が原因だと思われる。結果と

して、顧客発展・育成の能力はこの時点では発揮されなかったと思われる。 

地域金融機関は不良債権処理のため独自性を持った経営が行える状況ではなかった。た

とえ行えたとしても行い難い状況であったと思われる。 

2003 年の「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ラン」の公

表あたりから、真の「顧客企業の発展」を求める意思決定を行うようになってきたと考えら

れる。1999 年当時、不良債権の回収に専念していた金融機関に、監督官庁のいう中小企業

の財務内容のみならず非財務情報を理解して査定・貸出する能力を有していなかったと考

える方が自然なのかもしれない。 
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その後、2003 年「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」の公表時に、監督側、金融機関側、利用者側に対してその考えの徹底を行っている。

これらのことも、そもそも「顧客企業の発展」に資する考えが薄かったことを裏付ける材料

になっていると思える。仮に育成ができたとして、その考えがベースにあれば、最悪の結果

現象である貸し剥がしには至らなかったのではないか。 

企業を見る眼は持っていた、貢献の必要性も確認していた、手法も知っていた、情報生産

も行っていた。しかし、新しいものさしの使い方を少し間違ったと考えられる。 
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第４章 中小企業金融の現場 

 

この章の役割は、地域金融機関が顧客を見る視点から、中小企業金融で行われていること

をできるだけ忠実に再現することを目的にしている。得たいことは、顧客情報を得る手法を

概観したうえで、現場で活躍された方々の見解を基に中小企業の発展・育成に資する力量の

有無と見解を収集し結論を示すことである。 

 

第１節 地域金融の情報生産 

 

当時の情報生産活動を描写したものを述べる。野口［1972］によると、独占から零れ落ち

た中小零細企業、中小零細商業の日々の収入を定期積金として日掛け、月掛けとして得意先

係の手によって吸収し、この資金が再び還元される。この繰り返しが現在の地位の上昇であ

る。 

粕谷他［2010］によると、1900 年ごろ定期積金（据置貯金）という商品が開発されてい

る。1915 年定期積金が貯蓄銀行の独占業務として貯蓄銀行条例に規定された。貯蓄銀行は

1949 年に消滅した。1951 年に信用金庫法制定され 561 の信用金庫ができると定期積金を

武器とした営業が行われるようになった。 

福徳相互銀行十年史編集委員会［1961］では、昭和 20 年代窒素的資金不足であった。融

資はある意味、掛金に密着していた。営業スタイルは、日掛け百円、百日掛けで集金手数料

もとっていた。融資形式は掛金契約が単純であり融資形式も単純であったとしている。 

常見［2002］では、当時の実際の地域金融機関の活動の姿を描写している。1900 年に創

業した不動貯金銀行7は、1915 年には預金高で第一位になるまでに成長した。これは毎月銀

行から集金係が自宅にやってくる仕組みであった。営業戦略を門並勧誘とし点から面への

展開を行ったところに特徴がある。「門並勧誘」とは、ひとつの町内やひとつの通りにある

全ての商店や工場、家庭を軒並み訪問し、貯金への加入を勧めるという営業活動である。 

 軒並み訪問することで、そうした潜在的な顧客も獲得できるのである。集金係が毎月訪問

することで、預金の途中解約が減る効果もあった。くじけそうな預金者を励まし、貯金を続

けさせる。満期を迎えた預金者には次の金融商品を勧める。 

一人の勧誘員（集金係）は自分の担当地域に毎日のように足を運んでいる。集金の折りに

ついでに顧客の隣近所の商店を訪問する。毎日のように顔を出すことによって馴染みの関

係を作りあげる。こうした関係を作りあげることで、勧誘の可能性が増大し、集金の効率も

                                                      

71945（昭和 20）年 5 月、八つの貯蓄銀行とともに日本貯蓄銀行へ統合。戦後普通銀行へと転換、協和銀

行、あさひ銀行、りそな銀行へ変わる。  
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あがっていくことはいうまでもないことである。 

志水［2001］は、相互銀行職員による活動内容を報告している。この中で、近代セールス

平成 9 年 7 月 1 日号を引用して信用金庫の目標設定を述べている。第二地銀の元職員が相

互掛金の集金に 1 日 30 件訪問する。信用金庫の訪問は 1 日 30 件から 40 件の訪問を行うと

している。 

商工行政調査会［1939］は、企業側の立場から当時の状況を描写している。昭和 8 年の

東京市の調査では物品販売の個人経営の借入先別金額は、普通銀行 30%、問屋卸売 25%、

個人金融業者 15%、次いで信用組合、無尽業者と続く。この調査は金額であり普通銀行の

債務者は比較的大きな規模とすると軒数はさらに少ないとしている。 

そして、金融難の原因は中小業者の経営状態が帳簿組織の不完全によって調査しがたい。

銀行の係員が調査に行っても役立つ帳簿がない。したがって店とか工場の経営状態、収支の

状態はどういう風になっているのか、どれだけ金を貸せばその店は立ち直るのか調査が誠

に困難。中小企業の経営が概して非常に不合理かつ無統制で、事業の安定性を欠いているの

で将来の未通しも付きかねるとしている。そして、解決策として組合の相互金融を示してい

る。組合金融は対人信用を基調としなければならない。そのことは別に組合法の明文の上に

現れていないが、事情から察して見て、こうならざるを得ない。 

この表現は、組合相互金融の流れを汲む信用金庫と信用組合は対人信用がベースである

旨を示唆している。そして、中小業者も自分の対人信用を土台にして借りるより仕方ないと

している。 

又、商品担保の奨励も行われている。余市林檎商業組合や弘前林檎商業組合では林檎担保

の融資がある。山梨県韮山及び大月地区商業組合、貯金見返り貸付けは日掛けを行い二か月

継続するとその 5 倍貸している。 

日掛け（毎日積立）の掛け込みを見ながら貸付けを行うことを制度化している。これは昭

和 50 年代にもこのような商品が存在している。対人信用を積立金の掛け込みと毎日モニタ

リングで行う情報の生産活動のツールであったのだろう。これは昭和 50 年代にもこのよう

な商品が存在している。 

対人信用に重点を置くものの担保も取る。しかし、これは補完である。金額、利率、保証

人等を緩和して便宜を図るだけである。貸付け実行方針は、人物、手腕、熱意、経営上の態

度、方針等を調査する。手腕があり、熱意あり、更生振興に関心を持っていれば採算が付か

ないと思われる事業も成功している事例がある。 

担保は補完的措置で採用の場合は金額、利率、保証人等の緩和を図ると論じているが、現

在は貸出の条件化している節もある。 

 経済企画庁 1950 年（昭和 35 年）年次経済報告から中小企業金融の報告を概観する。年

次経済報告では、中小企業専門金融機関の貸出が伸びたことに注目している。貸出増加額は

前年度比 41％増加となった。1956 年（昭和 31 年度）（当時銀行２対中小企業専門機関１で

あったものが、1959 年（昭和 34 年度）には１対１になっている。これは、相互銀行、信用
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金庫等が最近独自の取引先を確保し、その成長によって、預金も貸出も順調に伸びたからで

あるとしている。 

続いて、10 年後の経済企画庁 1970 年（昭和 45 年）年次経済報告を見てみる。小企業の

減少と零細企業の増加傾向を、上位層からの転落と被雇用者から自営業主への独立意欲の

高まりをあげている。こうした近年における小・零細企業数の変化は欧米諸国にはみられな

い特徴のある動きであつたとしている。 

信用金庫は地域社会に密着しながら若干高い預金利率に集金業務その他のサービスを加

え、人件費コストを中心に高い資金コストを払いつつ預金吸収に努めてきたと述べている。

現代の地域金融の情報生産行動のルーツがこれらに確認できる。 

では、顧客情報を生産するツールであるとされる定期積金8とはどんなものなのか。信金

中金［2016］に定期積金の位置付けを述べている。ここには三つの機能が述べられている。  

住宅ローンや企業向け貸出の実行時に定期積金の契約をセットすることでモニタリング

を行いやすい。渉外担当者の教育訓練ツールに定期積金を活用することで応酬話法や時間

管理術を修得できる。顧客には毎月少額ずつでも資金を掛け込み満期を迎える喜びを味わ

い目標達成への成功体験を通じて正常な金銭感覚を養わせる。 

さらに、全国信用金庫の 2003 年度末定期積金残高は 7 兆 4,333 億円であったが、2013 年

度末は 4 兆 9,628 億円となった。営業活動の生産性向上を主な目的に定期積金を効率化す

る動きが続いていると述べている。 

 では、地域金融機関（第二地銀、信用金庫）が各事業所を集金に回るとあるが、現在定期

積金はどのようになっているのか。情報生産ツールであるとされていることから、事業所数

との検証を行うことにする。 

（図４－１）のグラフにより直感的な理解を先に得てそのあと分析に戻る。最悪のイベン

トは倒産、廃業による中小企業数の減少である。 

国内事業所と定期積金の 2001 年と 2014 年の減少率を比較してみる。1999 年中小企業数

は 4,690 千社であるが 2014 年は 3,809 千社となっている。これは、21.2%の減少である。

それに対して、定期積金の国内の口数（第二地銀と信用金庫）の合計は 2001 年 23,807 千

口であるが 2014 年は 10,237 千口と約半減している。これは、57.0％の減少である。しか

し、2014 年時点でもまだ国民の約 10 人に１人程度が契約を行っていることになる。2017

年では 9,163 千件と更に減少している。 

志水［2001］は、1992 年（平成 4 年 3 月末）現在の信用金庫の目標設定表の第一段目に

定期積金の目標口座数として取引軒数の 300%を掲げている点を指摘している。100%以上

となっている点について家族全員の名義になっていると解釈している。 

 

                                                      
8 第二地銀（相互銀行）と信用金庫が扱う定期積金は、毎月一定額を掛け込み（積み立て）契約に基づく

給付を行ことから利息ではなく給付補填金と言われる。税法上は利子所得ではない。  
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図４－１ 定期積金、事業所推移表 

 

注１）中小企業数とは小規模事業者と中規模企業の合計である。 

注２）2006 年以前は事業所・企業統計調査、2009 年以降は経済センサス調査。直接比較は適切でない。 

注３）日本銀行『預金者別預金調査表』 

注４）平成 27 年度（2015 年度）中小企業白書第  図 1-2-1 中小企業数の推移 参照 

 

信金中金の有益面を強調する報告のように、一定の地区、かつ定期的に担当することによ

り情報生産できる体制を作っているものと思われる。しかし、減少の一途を続けているのは

費用対効果の面が問題なのかもしれない。あるいは、他に有効な手段を見つけているのかも

しれない。逆に、情報生産活動ツールではなく預金吸収ツールとして使われていたと考え方

が納得感のある答えかもしれない。 

 

第 2 節 哲学的な与信術 実務者へのフィールドワーク 

 

地域金融機関の中小企業の発展・育成への貢献とは具体的にどんなものか。地域金融機関

の経営戦略に基づき中小企業を担当する当事者である役職員はどのように認識し行動して

いるのであろうか。 

広範な金融制度の研究を行うときに注意を払うことは史実上に起こった現象を議論する

だけではなく、その時代を経験された方々の意見を聞くことも重要である。しかし、現代の

地域金融機関の守備範囲は広範である。すべての地域金融機関職員がこの分野に就くわけ

ではない。よって営業店経験の中から経営部門を担当された方に限定してインタビューを
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行った。 

このフィールドワークは、佐藤［2015］の人文社会科学系で用いられる低関与型ないし非

関与型フィールドワーク法を採用している。質問形式は 1 回限りの訪問面接式サーベイを

利用する。 

インタビューの類型としてはインフォーマル・インタビュー形式を採用している。聞き手

の筆者は、話し手の部下、弟子、後輩、友人といった間柄であり、双方的なコミュニケーシ

ョンや聞き手と話し手の逆転も演出できると考えている。 

関与フィールドワーク法の参与観察のように現場の複雑な事情や機微に触れる情報の対

処も可能と考えている。質問応対者は合計 15 名の中小企業金融の現場を経験され、その育

成に尽力されたと考えられる、地方銀行、第二地銀、信用金庫、外資系金融機関の各トップ

及び幹部9である。 

いつ頃のお話を述べられたのかでその行動が違う点に注意しなければならない。よって、

Ⅰ期は 1975 年～1989 年の安定成長期からバブル経済期、Ⅱ期は 1990 年～2002 年のバブ

ル経済の終焉と金融混乱期、Ⅲ期は 2003 年～2017 年の自己責任に基づく経営を求められ

る時期に分けて記述している。又、面談日を記載している10。 

質問事項は、「顧客を発展・育成する力量を持ち合わせていたか、いつ頃のお話か」の質

問は長年勤務されてこられた金融機関の役職員のみならず学際の関心でもある事柄をリサ

ーチクエッションに定めている。 

しかし、幹部級の経験者を被験者に限定したとはいえ業界全体の見解を全て担保できて

いるとは考えていない。 

最後に被験者を一覧表にして表記している（表４－１）。全員が部長、支店長を経験して

いる。 

Ⅰ期、1975 年～1989 年の安定成長期からバブル経済期 

A 氏はあったという見解である。（2016 年 5 月 1 日）大企業が活発な活動を行うと中小企

業が破綻する時代であり中小企業専門金融機関として区分けする必要があった。大規模信

金は担当顧客が大きくなったからそれを担当するべく大きくなった。これは規模だけでは

ない。伸び盛りの顧客を担当するにふさわしい体力になる必要があった。昔の姿を失ったの

ではなく自然と外れて行ったのである。 

お金を貸すのではない。顧客が発展するために援助、指導、信用を作るのである。貸すと

いう言葉をどうしても使って表現するなら、貸して差し上げるということである。貸すとい

うのは目的ではなく最終の行為である。 

指導するとは顧客に不足するものを教える。信用をつける術を教える。この点だけは満た

してほしいと口頭で条件を付ける。預金客と融資客ははっきり区別できた。 

                                                      
9 一部は名前を記すことに了解されたが無記名で統一した。 

10インタビューの期間が長期に及ぶのは日程調整のためである。  
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個別事業体の業績目標と国家が求める企業発展という目標が一致していた。これらは比

類ない日本独自のものではないか。 

親交のあった小原鉄五郎氏のお話を引用され“貸すも親切貸さぬも親切”である。自分の意

見として、これは貸せるようになってから（お互い信用を得る）貸すという意味も含まれる

と話された。 

B 氏はあったという見解である。（2016 年 5 月 2 日）短期資金の応需が実態解明の近道で

あった。すなわち資金繰りの推察である。当時の職員（渉外係）の評価は自身の目標に対し

て無理を聞いて頂ける先を何件保有しているかで評価された面がある。当時はこれらを推

進することは顧客の無理を強いる部分もあったと推察されるが、顧客と銀行員の深い理解

がなければ行えるものではなく、顧客が置かれている状況の把握に繋がるものであったと

考えられる。 

自身のビジネスを理解している人は解りやすく説明できる。企業を見るとき先入観を捨

てる。実態解明の足枷になる。新規融資の取り組み時は 90％の材料が否決を示す。過去資

料からはこれしか得られない。将来を見る。 

C 氏はあったという見解である。（2016 年 5 月 29 日）顧客は決まった額の掛金である定

期積金より自由に金額を決められる積立定期に変化した。これがモニタリング力を失うき

っかけになったのかもしれない。意識的な預金と貸金の増強が無意識の顧客支援となって

いた。無理な預金のお願いが結果的に顧客の内部留保を高めた。 

当時は借入の申し込みには基本的には NO から入り色々な条件を付し OK にもっていく

手法が一般的であった。「顧客に喜んでもらえる＝目標達成につき無理が言える顧客になる

＝能力評価が高い」と言った連鎖であった。日掛けと言って毎日一定額をためる商品もあっ

た、こうなると顧客の資金繰りが理解でき、こちらから借り入れの提案をすると大変感謝さ

れた。結果的に当社のことを考えている。経理部長の出世を助ける。当時は対象企業の決算

書が事業内容を必ずしも表すものではなかった。資金を貸出すこと自体が顧客支援であっ

た。 

2003 年以前は審査資料に含まれる財務諸表は比較的不正確、モニタリングは職人的であ

った。整理整頓している人は約束を守る人といった捉え方。 

D 氏はあったという見解であるが無意識であったと思う。（2016 年 6 月 1 日）貸出審査

では、融資役席者と外交担当者の間では実に細かい範囲までに質問がおよび定性的情報の

共有がなされてきた。外交担当者はその質問項目を覚え更に的確な情報の収集力を身に着

けていったと考えられる。マニュアル等が存在せず個人のパフォーマンスに依拠する職人

的俗人的活動であったと考えられる。結果的にモニタリングが可能な体制になっていたと

いえる。 

その能力は有していたが、顧客の育成という命題を意識していたかどうか甚だ疑問であ

る。顧客の成長が貸出資産を正常に保つという理解は当然あるが、何より喜んでもらえると

いった純粋な気持ちの方が優先していたのではないかと考える。組織がそうしていたのか
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もしれない。 

全体の活動そのものの中に顧客を育成する性格がビルトインされていたと考える方が整

合的である。金融機関内の無意識者が色々な組織のポジションで活動するが、それを束ねる

ことで意識的に顧客の育成に貢献していると考えられる。 

大企業は、粉飾決算と言わずに簿外債務、不適切処理というが、中小企業は法人と個人の

2 か所で決算をしているだけである。 

E 氏はある前提でやってきたが改めて聞かれると自信がなくなる。（2016 年 8 月 20 日）

“種まきをしなあかん” 種をまき、水をやり、肥を与えると、やがて芽吹き、双葉になり、

木になり、森になる（周辺の下請けが育つ）、その中には一際大きな大樹ができる。本来の

意味は、企業が成長をするお手伝いをして大きくなるのを夢見るといった意味で使われて

いた。いつのころから、自身の顧客開拓の目標を達成するがための例えとして使われるよう

になった。しかし、当時は個人の目標を達成すことが企業育成と結果的に一致していた。封

筒にお金を入れて集金を待っておられるのは誠実さを測るバロメーターであった。 

名前を付した預金増強キャンペーンに体当たりした。ミツバチ作戦とはみんなでやろう

という意味である。真に企業に役立つ人材つくりはおおわらわであった。 

理論と実務が分離され実務家や利用者が優良先と熱烈なファンを同列に見る習慣があっ

た。 

 

Ⅱ期は 1990 年～2002 年のバブル経済の終焉と金融混乱期 

F 氏はなかったという見解である。（2016 年 10 月 9 日）資産を見て融資をしている。1990

年代はこれが続いた。育てた企業がなかったので再就職できなかった。不動産融資に傾注す

るとこのような結果を招く。提案、助言はない。ただ職員が企業の発展についていけなかっ

た。月末対策、一日だけの預金。〆後勘定。末残の評価のもたらすものとは何か。これは利

益追求活動ではない。ランキングだけが目標。席順が変わる。平均残高なら収益も生むが末

残では効果も少ない。手形割引を取引のきっかけにする。手形の銘柄さえ確認しておけば、

取引先企業の信用力は特に問題としないとする審査方法も一般的であった。不動産貸出に

力を入れるのは自身の審査能力の限界を証明している。 

預金増強は現金が必要であるが、貸出は金銭消費貸借契約書と交換にお金を置いてくれ

ば達成できる目標である。種目が交代しただけで銀行員のマインドの変化は何らなかった

と考えると理解しやすい。荒っぽい預金増強策を貸出増強に変化させただけでバブルの誘

因には十分なりうる。増強ありきのスタンスであった。 

G 氏はあると思うという見解である。（2016 年 10 月 23 日）外資系銀行はどちらかとい

うと上から目線であり、わからない者に教える少し異なるイメージのコンサルティングで

ある。そして契約書関係重視である。来店を促しプレゼンできるスペースを準備するラウン

ジ営業は財務諸表が実態を表しているという前提に立っている。日本の地域金融機関のス

タイルは訪問営業でありこれは財務諸表が実態を表していないのが前提だと思われる。人
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的関係重視である。 

H 氏はあったとすれば無意識ではないかという見解である。（2016 年 4 月 14 日）イベン

トが発生した時に本当の顧客の姿が確認できる。延滞の確認は、三つのパターンがある。約

定日の数日前に返済できない可能性を知らせてくる。返済当日に返済できないことを伝え

てくる。約定日以降に伝えてくる。これによって人柄を確認する。しかし、これらの情報は

定性要因取得のどの部分の位置づけになるのか少し疑問も残る。 

銀行の新規開拓営業は、他行庫からの顧客を奪取することが主体で起業者の支援とは必

ずしも一致していない。 

地域金融機関の現場では新規事業開業に伴う貸出先はほとんど存在しない。のれん分け

や分家もなく新しい事業が創造されることは少ない。金融機関でいう新規貸出先とは渉外

係が有利な条件を提示して他行庫から奪取した企業を意味する。 

 

Ⅲ期は 2003 年～2017 年の自己責任に基づく経営を求められる時期 

I 氏はあると思うという見解である。（2016 年 4 月 26 日）創業支援は情報の非対称性を

対称性にする行動が重要。商工会、保証協会と組み事業性評価を行う。飛び出しが大事、飛

行機と同じ。飛び出し時の集中指導が大事である。 

J 氏はあると思うという見解である。（2016 年 5 月 2 日）地域金融機関はホスピタリティ

ーとコンシェルジェであり、答えに NO はない。これは融資を断るという意味ではなく、

何かしらの代替えの答えを出すということである。 

メガバンクは暴力的金利で攻めてくる。一度他行に行った顧客が戻ってきた。面倒は見ら

れない。これらの顧客を無視していいのか。相談があれば決算書を含む財務指標は見ない。

顧客より先に話をしない。売り上げを増加させる方法のみを共に考える。収益に拘らない。

ここから信頼を得ていろいろな相談に乗っていくという意味。 

銀行の目標と顧客の求めが合っていない。銀行は融資先を見ているが地域を見ていない。 

銀行に行けない顧客が集まる。自分の給料を払わないで従業員の給料を払っている企業を

どのように評価するか。 

K 氏はあると思うが効果があるかどうかは疑問であるという見解である。（2016 年 5 月 6

日）決算書のない企業や創業・新規開業を担当者する取組む場合の姿勢を例に出された。創

業時の事業者は話し下手であり、聞き上手になる。創業者の夢や事業にかける想いを胸襟を

開いて聞く。一緒になって理想とする事業に近づくよう事業計画のブラッシュアップを図

る。案件ごと、手を掛け、時間を掛け、創業者と伴走して事業の成功に向かい、何点にもお

よぶ課題をつぶしていく。 

創業する方たちの担う業種や業界は同一性の高いものもありますが、理想とする事業へ

の想いは十人十色である。その方たちにカスタマイズしたご提案や解決手法を提供するこ

とは、地域金融機関としての大きな役割の一つであると考る。 

しかしながら慣れない若年層の営業担当者にも創業開業支援を担うことから OJT が必要
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となる。  

L 氏あると思いたいが疑問であるという見解である。（2017 年 11 月 3 日）新規取引先を

する場合は企業を選別する。なぜなら、最初から 10 年先に成長すると判断し、たとえ引当

金が発生しようが取り組むといった制度になっていない。取り組む場合は、保全を整えたう

えで、たとえランクが低く不良債権比率に加算されたとしても、ロスが発生しない姿に仕上

げるインセンティブが働くのではないか。 

一度取引が始まり貸出が実行されるとその債権を守るというインセンティブで企業に支

援に乗り出すのが普通と考えられる。 

顧客は、少なくとも金融職員よりは人生経験が豊富で業界に詳しい。入行庫 5 年生がこ

うしたらいいですよとは言えない。アドバイスは人間的なものになる。お金を配っている訳

ではない。 

M 氏はないのではないかという見解である。（2017 年 10 月 12 日）何のために取り組む

のか、双方のメリットが必要である。 

担当企業の経営指標は自分の手で電卓を叩いて弾き出すことがなくなった。既担保物件

と担保未差し入れ物件も路線価と再調達原価の積算や収益物件については収益還元法での

評価を自身で行うことがなくなった。路線価が変われば自動更新となる。 

一定の危険値になるとアラームが表示される程度で実感は薄れる。合計担保はわかって

もどこの物件かはわからない。活動内容としては、格付けの微妙な先が一番収益に貢献する

のではないか。 

企業の育成の入口と出口とは何か。営業手法の一つで結果的にあるのかもしれない。目標

にはなかったが使命感は感じられた。業歴と後継者は審査の材料である。 

N 氏はないという見解である。（2017 年 11 月 2 日）製造業の場合多くの下請けを抱える。

企業城下町、あるいは企業グループでは主要企業の回復が多くの下請け孫請け企業の業績

を回復させることから一概に金融機関の力量の影響はすくないのではないか。 

しかし、サプライチェーンに属する企業の意図に反して発生した在庫の発生は手元資金

の減少を招き滞貨資金などを必要とする。又、深刻な状況に陥ると返済猶予を実施すること

になり、債務者の格付を落とすことになる。このことは金融機関側の引当金の発生となり一

時的な収益の減少要因となる。 

このようなケースは中小企業ビジネスにおいては日常茶飯に起こりうる。この時に金融

機関側も資金を回収したくともできないわけであるが、金融機関も痛みを伴いながら対象

企業に伴走することになる。ここで支援を実施するとその貸出実行と同時に引当金が発せ

するだけでなく回収自体が危ぶまれる資金を提供することになる。同時に成り立つことは

ない矛盾律やトレードオフの関係になる。 

そもそもリレーションシップバンキングなる能力を有しない機関に、あることを前提に、

その期待を込めて実施を依頼した。ところが期待する活動成果が見られなかったと解釈す

べきではないか。その証左が、税理士、診断士など外部機関の協力を得るとある。これは金
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融機関にその能力がないことを認めたものかもしれない。 

O 氏はないという見解である。（2017 年 10 月 16 日）本来触れていなければならない KPI

の中心をなすもの。成長しそうな企業に融資をつけることが前提できめ細かなことはでき

ていない。保険、投信、カードローン、アパートローンの推進から見てもできているとは思

えないのではないか。審査のノウハウ本については機能していない。 

 

地域金融機関の中小企業の発展・育成に貢献している力量につき、実務者へのフィールド

ワークを 3 期に分けたうえで行った。情報生産力とモニタリング機能について色々な見解

があることがわかった。 

全ての被験者はインタビュー時間を大幅に超え熱く語られる方が多かった。初めに「育成

能力」の有無を答えて頂きその後のコメントを要約しまとめた。 

ある時点の貢献を経年の貢献と表現されているところに特徴が見られた。企業のライフ

サイクルの 4 段階（起業、成長、スランプ、衰退）においてどの時期に貢献したと考えられ

るかの質問も行っている。答えは起業に時期に集中していた。下積みの苦しい時期の思い出

であることを割引いてもそうなのであろう。 

一方で、金融マンとしての答えを述べられた方もおられた。企業側は成功のための事業継

続を望むが金融機関側は資金回収のため事業継続を望む。支援継続か、打ち切りか（担保処

分による回収）は、どちらの場合に回収資金が多そうかが判断材料である。顧客の傷口が大

きくならないときの処理を考えるが、規模拡大が目標であった時期の終盤はこのあたりが

明確に示せず結果的に不良債権の拡大を招いたとのことであった。 

Ⅰ、Ⅱ，Ⅲを比較すると、Ⅰ期に中小企業の発展・育成に貢献しているとする見解が多く

みられた。被験者の中小企業の発展・育成に貢献する具体的対処法で同一のものはなく手法

は千差万別であった。又、人生訓のような意味合いを含んでいる。 

個々の行動は認識を持たずに活動しているが、結果的に組織的行動として顧客を管理し

成長への協力ができているのかもしれない。 

否定的な考えにも十分説得力がある。資金を貸出すこと自体が顧客支援であった。新規取

引先をする場合は企業を選別する。なぜなら、最初から 10 年先に成長すると判断して引当

金が発生しようが取り組むといった制度になっていない。担当企業の経営指標は自分の手

で電卓を叩いて弾き出すことがなくなった。これらは現在も答えが見出せない部分である

のかもしれない。 
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表４－１ 被験者一覧表 

 面接日 いつの時代の話か？ 主な経歴 その他 

A 氏 2016 年 5 月 1 日 Ⅰ期 1975 年～1989 年 経営部門  

B 氏 2016 年 5 月 2 日 Ⅰ期 1975 年～1989 年 審査部門  

C 氏 2016 年 5 月 29 日 Ⅰ期 1975 年～1989 年 経営部門 メールでも回答あり 

D 氏 2016 年 6 月 1 日 Ⅰ期 1975 年～1989 年 営業部門  

E 氏 2016 年 8 月 20 日 Ⅰ期 1975 年～1989 年 営業部門  

F 氏 2016 年 10 月 9 日 Ⅱ期 1990 年～2002 年 営業部門 破綻経験者 

G 氏 2016 年 10 月 23 日 Ⅱ期 1990 年～2002 年 事務部門 転職組 

H 氏 2016 年 4 月 14 日 Ⅱ期 1990 年～2002 年 営業部門  

I 氏 2016 年 4 月 26 日 Ⅲ期 2003 年～2017 年 営業部門  

J 氏 2016 年 5 月 2 日 Ⅲ期 2003 年～2017 年 経営部門  

K 氏 2016 年 5 月 6 日 Ⅲ期 2003 年～2017 年 営業部門 文書でも回答あり 

L 氏 2017 年 11 月 3 日 Ⅲ期 2003 年～2017 年 経営部門  

M 氏 2017 年 10 月 12 日 Ⅲ期 2003 年～2017 年 営業部門  

N 氏 2017 年 11 月 2 日 Ⅲ期 2003 年～2017 年 経営部門  

O 氏 2017 年 10 月 16 日 Ⅲ期 2003 年～2017 年 営業部門  
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第 5 章 回帰分析 1975 年から 2017 年 

 

第 2 章の先行研究から得た知見の二つ目にある長期的なデータによる分析と期間を区切

って金融行政の節目に合わせた分析を行う。限られたデータでありアウトラインを掴むの

が目的である。 

 

第１節 分析手法と結果 

 

前章までの議論を踏まえ、金融機関の貸出姿勢が中小企業（製造業）の経営指標に長期的

又短期的にどの様な効果を及ぼしているのかを分析する。これは負債による企業ガバナン

スと位置付けている。 

使用するデータは、1975 年から 2017 年の日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（中小

企業）の金融機関の貸出態度判断と売上高経常利益率の推移の製造業である。アンケートは

2,150 社の回答を得ている（回答率 99.5%）。 

1975 年 1 月より 2017 年 1 月まで毎年四半期ごとに実施されている 169 個の調査サンプ

ルからなる 2 変量データ（ｘ₁,ｙ₁）,…, （ｘ₁₆₉,ｙ₁₆₉）について 4 通り（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期、

通期）の期間を定めた。次に、ｙを変数（売上高経常利益率）＝中小企業の発展、ｘを変数

（貸出態度 DI）＝金融機関の取組姿勢として、最小二乗法による単回帰分析を行う。 

中小企業の売上高経常利益率の良化を企業の発展と仮定し、金融機関の貸出態度によっ

てその変化に差異があるのかをシンプルに分析する。 

結果を先に示すと、金融機関の貸出態度と中小企業（製造業）の売上高経常利益率の関係

は 1975 年から 2017 年までの通期では有意な関係は確認できない。 

次に、下記 3 期に分けて分析することにより、金融機関の関与に相違があるのかを分析

する仕掛けである。これは第 2 章の先行研究を基に時代区分している。 

この分析で明らかにしたいことは金融機関の活動が企業に肯定的な結果を与えているか

ということである。期間ごとの状況を期待符号とともに表記した（表５－１）。 

 

表５－１ 分析期間一覧表 

 期間 状況 期待符号 

Ⅰ期 1975 年～1989 年 安定成長期からバブル経済期 正 

Ⅱ期 1990 年～2002 年 バブル経済の終焉と金融混乱期 負 

Ⅲ期 2003 年～2017 年 自己責任に基づく経営を求められる時期 正 

通期 1975 年～2017 年 金融発展期 ？ 
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金融機関の貸出態度が、企業の発展に導いたのか、中小企業の発展が金融機関の貸出態度

をポジティブに促したのか、両方向からの解釈が可能となる。好調な景気に支えられた外部

環境の改善によって業況の良い中小企業の割合が増えると、金融機関自体の能動的な貸出

態度の変化がなくても、短観の対象とする中小企業の売上高経常利益率 DI は改善するこ

とが予想される。 

金融機関の貸出態度が能動的に積極化しているかどうかを適正に評価するには、時間差

をつけたうえで回帰分析を行う。具体的には貸出態度を 1 年間先行させる。そこで、金融機

関の貸出態度と中小企業の売上高経常利益率の分析に際して、一年間のラグ（金融機関の貸

出態度を先行）を取る方法を用いる。このように時間軸を定めるのは金融機関側からの影響

を期待するためである。 

特にⅢ期の検証は、金融検査マニュアルによって企業格付けが実施され、金融機関は、低

格付け企業には厳格な対応を行っていると思われる。一方、「顧客企業の発展」に資する意

思決定を行っている時期であり、先行研究でも比較的正の関係を見出しているものが多い。 

散布図（図５－１）（図５－２）（図５－３）（図５－４）は、中小企業の売上高経常利益

率の推移と金融機関の貸出態度の DI を示したものである。中小企業の売上高経常利益率 y

を目的変数、金融機関の貸出態度 DI x を説明変数とするときの回帰直線と回帰式を求める

とこの様な結果が導出された。 

 

図５－１ Ⅰ期散布図 製造業      図５－２ Ⅱ期散布図 製造業 

 
 

図５－３ Ⅲ期散布図 製造業      図５－４ 通期期散布図 製造業 
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導出された事柄を概観する（表５－２）。中堅企業と中小零細企業では金融機関のスタン

スは変わると思われるが、Ⅲ期（図５－３）は想定を超えるフィット感を持った数値が抽出

された。金融機関の中小企業に対する貸出態度の影響の度合いが期間によって極端に違う

ことが確認できた。Ⅰ期（図５－１）、Ⅱ期（図５－２）、通期（図５－４）の関係は見られ

ない。そして、（表５－２）には－１Year のⅢ期において強い説明力が確認できる。 

 

表５－２ 結果一覧表 製造業 

 期間 －１Year R2 ＋１Year R2 

Ⅰ期 1975 年第１四半期～1989 年第４四半期 0.1608 0.4298 

Ⅱ期 1990 年第１四半期～2002 年第４四半期 0.1033 0.1919 

Ⅲ期 2003 年第１四半期～2017 年第１四半期 0.9094 0.2241 

通期 1975 年第１四半期～2017 年第１四半期 0.1625 0.2189 

 

Ⅲ期の強い相関関係を解釈する。この時期、金融機関は大きな変革に迫られる。時代背景

は盲目的に金融検査マニュアルに従う考えからの修正を求められ、真に中小企業と向き合

う時代となった。加えて自己責任の経営と独自性の発揮が求められることとなった。このサ

ンプルが製造業に限定されていることも見逃すことはできない。リーマンショックを通過

する時期であり、絶え間ない政策的支援すなわち、緊急経済対策、補助金制度、保証協会に

よる特別保証制度、政府系金融機関の出動、中小企業金融円滑化法等の外的要因も相まって

中小企業に対する融資姿勢の厳格的運用を緩和した可能性を指摘しておきたい。  

これは明らかにⅠ期、Ⅱ期とは違う関与の仕方であり、時代背景も違っていた。さらに成

熟したリレーションシップバンキングから引き継がれた目利き力を活用した中小企業の非

財務部門の評価力や個人との連結財務諸表を利用した実質の企業評価も寄与しているのか

もしれない。 

次に、売上高経常利益率を先行させる分析も行い、逆方向の因果関係を除去し頑健性を確

認する（表５－２）。 

中小企業財務を 1 年間先行させて行う調査の意味は二つある。一つ目は、逆の調査を行

うことにより影響が逆方向にあるのかないのかを分析の頑健性の角度から行う。二つ目は、

Ⅰ期において関係が見られるか。この時代背景は経済安定成長期からバブル経済に至る時

期であり、この期の関係は企業の財務指標の改善が金融機関の融資姿勢を前向きにさせた

と解釈できることである。 

結果はⅠ期が関係を持ち、Ⅱ期、Ⅲ期、通期の関係は確認できなかった。＋１Year のⅠ

期は中程度の説明力が確認できる。 

Ⅲ期に関係が見られないということは、逆方向（中小企業→貸出態度）に影響があったと

いうことは否定できる。ここからは金融機関の貸出姿勢は中小企業の財務指標に正の影響

を及ぼしているといえそうである。 
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これらのことを含めて解釈すると、バブル期に向かう行き過ぎた経済状況が売上高経常

利益率を押し上げ、その結果として金融機関の貸出態度 DI を好転させたと解釈できそうだ。 

最後に非製造業も調査を行った（図５－５）（図５－６）（図５－７）（図５－８）。この場

合の調査結果は、全体的に関係度合いは高く成る傾向である。（表５－３）に結果一覧表も

同様準備した。 

 

図５－５ Ⅰ期散布図 非製造業      図５－６ Ⅱ期散布図 非製造業 

 

図５－７ Ⅲ期散布図 非製造業      図５－８ 通期散布図 非製造業 

 

 

表５－３ 結果一覧表 非製造業 

 期間 －１Year R2 ＋１Year R2 

Ⅰ期 1983 年第１四半期～1989 年第４四半期 0.6412 0.7218 

Ⅱ期 1990 年第１四半期～2002 年第４四半期 0.3206 0.475 

Ⅲ期 2003 年第１四半期～2017 年第１四半期 0.7733 0.5977 

通期 1983 年第１四半期～2017 年第１四半期 0.4669 0.5353 

注）1983 年からの調査となる。 

 

（図５－７）にあるように非製造業でも製造業と概ね同じようにⅢ期において強い関係

が抽出された。金融機関の態度を 1 年先行させたⅢ期と中小企業財務を 1 年間先行させた

Ⅰ期に高い関係性を示した。 
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第２節 考察と小括  

 

統計結果はⅢ期において強い影響が確認できた。しかし、企業を育成する技術を持ち合わ

せているのかは疑問符が付く。金融機関は預金を集め貸出す行為自体に、結果的に企業が発

展するメカニズムがあったのかもしれない。これは自主的な活動が行われたとも理解でき

るが、国内外の先行研究はいろいろな見解がある。このことは統計だけでは証明しきれない。

又、サンプルが中堅企業に近い中小企業なのかもしれないことも注意を要する。 

しかし、結果からすると金融機関の貸出姿勢は企業財務指数の一つである売上高経常利

益率と関係があると考えられる。しかも 2003 年以降である。これに依拠すると、金融機関

のポジティブな貸出態度が担当先中小企業の財務指標を上方遷移させる傾向にあると考え

られる。この結果を新指標の裏付けとして利用できそうであり、大前提が確認できたといえ

る。 

これらの結果を踏まえてまとめを述べる。 

Ⅰ期は高度経済成長期から安定経済成長期の時期である。Ⅱ期は、1997 年にはバブル崩

壊に伴う不良債権の顕在化により、金融機関の経営の悪化が現実のものとなった。1998 年

「金融再生トータルプラン」を取りまとめた。さらに、監督庁は金融監督庁を設置し 1999

年「預金等受入金融機関に係る検査マニュアル」の導入により、自己責任原則に基づく金融

機関の経営、監督官庁指導型から、自己管理型への転換を促した。検査内容も資産査定中心

からリスク管理重視へと変化した。財務会計主体の管理からリスク計量を勘案した収益管

理体制に転換していった。ここに「顧客企業の発展」に資する意思決定の忘れ物があったと

考えるのが相当であろう。 

金融検査マニュアルを中小・零細企業にも機械的かつ画一的に適用し、債務者区分を行っ

た結果、中小・零細企業の経営に深刻な影響を与えた。貸し剥がしが行われたのもこの時期

である。自己資本比率を死守することを目的に要注意先以下の企業だけでなく正常先にま

で資金の回収を行なった。 

一部の金融機関は財務指標を辛うじてクリアーし金融機関としての体裁を保つことがで

きた。しかし、必要以上の企業破綻先を発生させることになったと言われている。その時期

に本論の新指標が示せていたならば牽制になったのかもしれない。 

Ⅲ期は、2002 年金融再生プログラムでは、主要行の不良債権を 2004 年度に半減させる

目標をかかげる一方、中小･地域金融機関の不良債権処理については、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した上で行う

とされた 。 

2003 年以降リレーションシップバンキングの採用時以降は関係性を有する。これらを踏

まえて正の関係性を有している。 
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親和的間柄取引（リレーションシップバンキング）には二つの期間において同じ活動でも

相違する目的があったのではないか。 

Ⅰ期は、現時点で貸出のできる先を探す。現時点で良い企業と良くない企業を選別する能

力が高いことが金融機関の戦略上の条件の時期。資金を出せば後はあなた任せとなる。 

Ⅲ期は、現時点で貸出のできる先に留まらず、将来にも貸出ができる先を探す。すなわち

サポート力、伴走力がある。加えて将来に貸出ができるようにする力を有することが金融機

関の必須条件となった。そして、統計調査が正の関係を有していることから育成力が備わっ

ていたといえる。 

従来（Ⅰ期、Ⅱ期）の情報生産は貸せるか貸せないかを調査するのに対し、Ⅲ期以降求め

られているのは将来貸せるか貸せないかではないか。親和的間柄取引（リレーションシップ

バンキング）という言葉がこの二つの意味を混同して使われていると思うのが筆者の意見

である。どちらも親しい間柄でモニタリングを行い行動は同じだが目的が違った。 

地域金融機関の貸出及び貸出に付随する金融業務という経済活動が、一見無関係な利用

者の効用関数や生産関数に対して、商売上の売買を経由しなくてもダイレクトに及ぼす影

響があると考えられる。 

そして、次章以下でさらに詳細な分析を加えて、中小企業金融が中小企業の発展・育成に

資する行動部分にアプローチする。 
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第 6 章 金融圏と経済圏が一致した地域の分析  

 

本章は他の章と比べ記述が詳細になる。なぜなら、金融圏と経済圏の一致を見た研究を行

うのが目的であるからである。第 2 章の先行研究の三つ目の知見に得た金融機関と中小企

業の活動地域のフィット感が弱いのは関係性研究に中の未充足の問題である。それは、お互

いの活動地域が一致しておらずバイアスの多いものになっていると考えられる。 

本章はサンプル段階で、捕捉できる地域を選別する細工を施すことを行っている。よって、

地域金融と地域経済の背後にある中小企業価活動との関係を誤差の少ないものにして真実

に近接していくことを優先した分析といえる。 

 

第１節 金融環境と分析手法 

 

本章は大きなテーマを設け構成されている。金融機関の活動領域が与信企業先のスコア

ーキーパーからコンサルティング機能を有した活動へ守備範囲が拡大している。さらに、金

融機関にとっては一層積極的な関与が求められるのは言を待たない。 

そして、その検証を行う時に、越えなければならないハードルの一つに、金融機関の業態

を問わず、個別金融機関の活動エリア（金融圏）と地域経済力の範囲（経済圏）を一致させ

る必要がある。 

わが国では、地政学的にも経済活動の数値が取得可能な市が存在する離島がそれに最も

該当すると考え取り上げた。いうまでもなく、金融機関のサンプル数が得られないことや、

固有のバイアスも存在するのは承知の上で、極力、活動エリアと経済の範囲の一致する地域

の検証上の問題を優先させた。 

なぜならば、金融機関と地域経済力の関係を計量的に明らかにするには、全国的調査に加

えて、金融機関の活動エリアと地域経済力の範囲とが極力一致しているサンプルを探し、検

証する必要性があるからである。さらに全国的、地域的に、多様な経済指標と検証する延長

線上に一つの回答が得られると考えるからである。 

離島における金融機関の角度からその活動を検証することを目的としている。それは離

島特有のバイアスがあることも考慮しなければならない。中小企業経営指標が入手困難な

ことから代理変数としてその活動の成果物と考えられる地域経済諸計数を用いている。 

特に本論で焦点を当てているのは、八重山圏域と宮古島圏域の金融機関支店の貸出資産

とその両圏域の経済力である。これは、沖縄の各金融機関の八重山支店と宮古島支店に勤務

されている方々の活動を通じて積み上げられた、貸出資産とその両圏域を生業にされてい

る方々の経済活動の結果に影響を及ぼしているのかを計量的に探ろうとするものである。 
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山田［2004］では、地域の概念、定義とは地域経済学に於いて、抽象的に定義されること

が一般的であり、何らかの特性に基づいて他の部分と区別して指す時に用いられるとして

いる。地域金融機関全体の営業地域を考えるとき、空間という要素が経済活動に与える影響

を経済活動とする考えや、同質地域、結節地域の地域概念の立場に立って分析することが望

ましいと指摘している。 

ここで、議論を正確に進める上で使用する言葉の定義について述べておく。八重山圏域と

は、石垣島、竹富島11、西表島、与那国島を指し、行政名は石垣市、竹富町 、与那国町であ

る。宮古島圏域とは、宮古島と多良間島を指し、行政名は宮古島市12 と多良間村である。 

2 つの離島という言葉を便宜的に当てはめているが、平成 23 年度の人口は、石垣市が

47,006 人、宮古島市が 52,026 人である。又、八重山圏域では 52,512 人、宮古島圏域は 53,209

人と同規模であることも比較分析上、適当と考えた。 

次に金融機関側であるが、沖縄振興開発公社、琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、沖縄

県労働金庫、沖縄県農業協同組合13 、沖縄県信用漁業協同組合連合会14 を加えて全金融機

関と略称している。 

そして、金融機関の各八重山圏域、宮古島圏域の支店の貸出資産合計をその地域の経済指

標と分析しようとするものである。 

本章の研究結果は、金融機関の何らかの関与を明らかにすることによって、その延長線上

で、全国的な計量的調査の回避しがたい問題点である、金融機関の活動エリア（金融圏）と

地域経済力（経済圏）を一致させる必要性の問題に対して、一つの回答を得るために取り組

むものである。 

しかし、本論研究もわが国における網羅的サンプルの中から、二つの圏域を限定し、数値

はほぼ全量調査を実施しているものの、統計的指標としての頑健性には欠けるものであり、

表層的な分析であることは歪めない。 

山田・徳岡［2007］では、地域の概念・定義とは地域経済学において、大きく三つに分類

している。一つ目は、淡路島、伊豆諸島など地理的地域概念。二つ目は、都道府県、市区町

村、選挙区、など行政や政治上の目的のために人為的に作られた、行政・統計的地域概念。

三つ目は、ある経済に着目してその活動の類似性や相互依存関係に基づいて定義される地

域を意味するとしている。八重山圏域、宮古島圏域は、この概念すべてに比較的該当してい

る。すなわち、一つの地域と概念付けできると思われる。 

二つの圏域とも、観光関連分野の振興による恩恵を強く受ける。第 1 次産業は、観光客へ

                                                      
11 竹富島と西表島は竹富町に属し、町役場は石垣市にある。  

12 宮古島市は平成 17 年 4 月 1 日に平良市、城辺町、下地町、上野村、伊良部町が合併して発足した。  

13 八重山圏域には、八重山、大浜、与那国の支店がる。宮古島圏域には、平良、城辺、上野、下地、伊良

部、多良間の支店がある。  

14 八重山圏域には、八重山漁協代理店 、与那国町漁協代理店がある。宮古島圏域には、宮古島漁協代理

店がある。  
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の食の供給や、リゾート施設の景観を彩るための農業（花卉、植栽など）、水産業。第 2 次

産業は、食料品（ウコンやゴーヤを原材料とするもの、もろみ酢など）や、伝統工芸品を提

供する土産品関連の製造業。第 3 次産業関連は、宿泊施設、バス・レンタカー事業を営む運

輸業、そしてレストランに代表される飲食業などが考えられる［信金中金 2005］。 

他方、その圏域を活動地区とする金融機関の概略は以下のように推察できる。沖縄振興開

発公庫は公的金融の窓口である。民間金融機関では取り難いリスクや政策的なものを担当

していると考えられる。琉球銀行は中央銀行としての位置付けが濃いものであったと考え

られる。沖縄銀行は沖縄県の指定金融機関となっている。沖縄海邦銀行は相互銀行を経て

1989 年に普通銀行転換し現在に至る。そして、労働金庫、農業協同組合を含めそのすべて

が、沖縄県の地域金融機関である。 

はじめに、経済指標が確認できて、地政学的に候補に上った地域を示す。東京都大島、佐

渡島、隠岐の島、対馬、壱岐は、ある程度経済指標も確認できると考えられるが、金融機関

側の経営指標が数行庫に及び、本土支店との区別が明確ではなく、とりわけ支店別の貸出金

の公表されていない。奄美大島は、奄美大島信用金庫、奄美信用組合が本店を構えている。

しかし、鹿児島市を活動エリアにしている。島周辺には、鹿児島銀行、南日本銀行が支店を

有し、これも支店別の貸出金残高が得られない。 

結果として、沖縄は戦後本土復帰まで金融の点でも分離されており、かつ八重山圏域と宮

古島圏域の各金融機関の支店の貸出残高が得られたことから検証の対象とした15 。 

具体的な手法は下記変数を用いて、両圏域に存在する金融機関支店の貸出資産と各地域

経済指標を各々回帰させる。 

回帰分析の実体経済の変数としては、市町村民所得、一人当たり市町村民所得、課税対象

所得、観光収入、観光客数の 5 つの経済諸指標の前年との差分である。ここでは、両圏域の

所得面と基幹産業である観光に関して関与があるのかを確認することを目的としている。 

 

表６－１ 平成 21 年度 産業別構成比一覧 

 第一次産業 農業 第二次産業 第三次産業 

八重山圏域 3.6％ 2.8% 15.2% 85.8% 

宮古島圏域 8.1% 7.7% 16.5% 79.5% 

沖縄経済ハンドブック 2012 年度版 P91 と P121 より作成 

 

（表６－１）のように、第二次産業は同程度の比率である。しかし、八重山圏域では第三

次産業の比率が高く、宮古島圏域では第一次産業、とりわけ農業の比率の高いのが窺える。 

この分析は、下記のような手順で産出される。貸出資産の差分と両圏域経済の一端を表す

                                                      
15 沖縄経済ハンドブックの各年度には、八重山圏域と宮古島圏域の地方銀行の合計貸出残高と沖縄公庫の

貸出残高の表記がありこれを利用している。 
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経済指標群の差分を利用する。言い換えれば、実行された貸出資産が、企業や個人のバラン

スシートを通過して、地域の経済諸指標と関係を持ってくるのか、を検証しようとするもの

である。 

捕捉期間の設定についても述べておく。1999 年から 2012 年までの最大 14 年間の数値を

整え、前年との差分のサンプル数を準備した。収集面での制限があったのも事実であるが、

この期間は、不良債権の定義が明らかになり、経営諸指標が統一的に収集できるようになっ

たのは、リスク管理債権の定義が、破綻先債権、延滞債権、3 ヵ月以上延滞債権、貸出条件

緩和債権とされ、開示が義務付けられた 1999 年 3 月期以来である。 

また、多くの金融機関が市場から退場して行った理由に不良債権の取り扱いが挙げられ

るが、一定の尺度で不良債権が計上されたのは 1999 年 3 月期からリーマンショック金融危

機の１年前の決算月である 2008 年 3 月期までの 10 年間であり、不良債権に対する認識が

もっとも醸成され、統一基準で決算を迎えた最終期であると言える。 

この期間を捕捉して拡張することによって、法制面からの金融機関のパフォーマンスの

違いに制約されることなく分析できると判断した。すなわち、リーマンショックの後、金融

円滑化法で不良債権の実質の定義変更された 2009 年以降の時期も捕捉している。   

結果的に、金融機関の貸出姿勢に最も影響を及ぼすであろう不良債権処理に対して、その

変更時期を通過した数値になっている点に特徴がある。 

被説明変数と説明変数との間にラグを設けてシンプルに回帰させる。貸出資産が時間軸

上を先行する形で回帰させることにより、貸出資産側からの効能を確認するのがねらいで

ある。このラグの期間は、実務家の意見を参考にしている。 

分析を適切な形で行うためには、各データの性質を知っておく必要がある。その説明の詳

細を示す。 

市町村民所得と一人当たりの市町村民所得は、市町村の居住者が、１年間の生産活動によ

って生み出した付加価値の貨幣評価額。市町村という行政区域における所得の規模を明ら

かにし、地域経済の実態を包括的に把握する。市町村の所得水準及び経済の成長率が明示さ

れるため、統一された概念及び推計方法に基づいた市町村間相互の比較が可能である［沖縄

県文化観光スポーツ部観光政策課 2013］。 

課税対象所得とは、各年度の個人の市町村民税の所得割の課税対象となった前年の所得

金額。各所得控除を行う前のもの。 

観光客数とは、1972 年（昭和 47 年）から 2007 年（平成 19 年）までは暦年の数値、2007

年（平成 19 年）以降は年度の数値である（調整はしていない）。 

観光収入も同様に、1972 年（昭和 47 年）から 2007 年（平成 19 年）までは暦年の数値、

2007 年（平成 19 年）以降は年度の数値である。平成 23 年度、観光客一人当たり県内消費

額は 68,427 円としている。 
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第２節 八重山圏域の結果と考察  

 

被説明変数は、市町村民所得、一人当たり市町村民所得、課税所得金額、観光収入、観光

客数の五つである。説明変数は八重山圏域における金融機関貸出資産である。回帰分析での

関心を下記仮説に整理した。 

 

帰無仮説 Ｈ₀：八重山圏域における貸出資産はその経済諸指標に対して正の関与はない。 

対立仮説 Ｈ₁：八重山圏域における貸出資産はその経済諸指標に対して正の関与がある。  

 

 このモデルでは、5 つの被説明変数を使用し回帰分析を行う。 

 

Model 1：全貸出資産と市町村民所得を回帰させる。 

Model 2：全貸出資産と一人当たり市町村民所得を回帰させる。 

Model 3：全貸出資産と課税所得金額を回帰させる。 

Model 4：全貸出資産と観光収入を回帰させる。 

Model 5：全貸出資産と観光客数を回帰させる。 

 

回帰分析で想定する符号としては、すべて正の符号である。最も重要な関心事は市町村民

所得と一人当たり市町村民所得である。それ以外の経済諸指標との正の関与も当然である

が、これが地域貢献を最も如実に表わす数値と位置付けている。 

所得ベースを Model1、Model2、Model3、で検討し、基幹産業の観光との関係を Model4 

Model5 で検証しようとしている。 

そして、基幹産業の観光業関連の代理変数も、地域を牽引する特有の産業として地域金融

機関の貸出資産と関係を有するのか注目される。 
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表６－２ 八重山圏域全金融機関支店貸出資産と経済諸指標の回帰分析表 

 

 

 

注 1) 観光収入と観光客数の八重山圏域は年次表示16 されている。年度表示は金融機関と同様であり 1 期

間のラグ。例）2000 年 3 月（貸出資産）→2001 年 3 月（年度表示指数）。年次表示は、金融機関の貸出資

産が 2 期間ラグを取り先行する形にしている。例）2000 年 3 月（貸出資産）→2001 年 12 月（年次表示指

数）。観光収入と観光客は 12 年間数値が捕捉できている。 

注 2) 八重山の農業協同組合と漁業協同組合の貸出金も無視できない。よって以下のルールで推定値を算

出した。沖縄経済ハンドブック 2002 年度版 P101 に平成 11 年度から平成 13 年度までではあるが、民間融

資量の欄に労金・農漁協として 3 年分の合計数値が掲載されていた（それ以降の沖縄経済ハンドブックに

はこの欄も掲載がない）。沖縄労働金庫は支店の貸出資産残高を開示頂いたので、できる限り実体の数値に

アプローチするために、3 年間平均の按分割合で推定した。労金・農漁協の合計数値のうち、46.01％を労

金、53.39％を農漁協として推定算出している。 

 

分析結果として、全金融機関を対象とした 5 つの推定式（Model 1 Model 2 Model 3 

Model 4 Model 5）において下記のような結果となった（表６－２）。 

                                                      
16 経済諸指標上の“1 年”は二つの場合がある。年度の“1 年”は、4 月から翌年 3 月、「平成 25 年度」は平

成 25 年 4 月 1 日から始まる１年（平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日）となる。fiscal year

（FY）とも表現される。暦上の“1 年”は、1 月から 12 月、「平成 25 年」は平成 25 年 1 月 1 日から始まる

１年（平成 25 年１月１日から平成 25 年 12 月 31 日）calendar year（CY）とも表現される。年末は 12 月

末、年度末は 3 月末を意味する。  

model1 model2 model3 model4 model5

b/t b/t b/t b/t b/t
townincome 0.4461
(市町村所得） [1.63]
townincomeperpeople 0.25
(一人当たり市町村所得） [1.27]
taxable 0.3397
（課税対象所得） [1.88]＊
tourismrevenue 0.1566
（観光収入） [2.18]＊
thenumberoftourists 0.1404
（観光客数） [1.32]
_cons 0.0143 0.0166 0.0158 0.0181 0.0134

[2.32]＊＊ [2.62]＊＊ [2.71]＊＊ [3.23]＊＊＊[2.20]＊
R-squared 0.2286 0.1517 0.2819 0.3219 0.1482
Adj-R-squared 0.1429 0.0574 0.2021 0.2541 0.0631
N 11 11 11 12 12
＊ p<0.1, ＊＊ p<0.05, ＊＊＊ p<0.01
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Model３（課税対象所得） Model 4（観光収入）では、正の符号で有意水準は 10％を得

たが、その他は、統計上有意な水準を満たすものではなかった。又、課税所得金額の推定式

は、正の符号が得られなかった。 

この検証期間は沖縄振興開発公庫が政策的理由から貸出資産を減少させている時期と重

複するが、一人あたりの市町村民所得において、正の符号を抽出したことは、地域経済に対

しその必要性が証明された結果であるとも考えられる。 

結果的に地元民間金融機関と沖縄振興開発公庫が補完し合って、地域経済に正の関与が

存在することを予感させる。 

 

第 3 節 宮古島圏域の結果と考察  

  

仮説の設定、モデル、想定符合、分析手法は八重山圏域と同様である。 

 

帰無仮説 Ｈ₀：宮古島圏域における貸出資産はその経済諸指標に対して正の関与はない。 

対立仮説 Ｈ₁：宮古島圏域における貸出資産はその経済諸指標に対して正の関与がある。  

 

 八重山圏域同様に、5 つの被説明変数を使用し回帰分析を行うこととする。 

 

Model 1：全貸出資産と市町村民所得を回帰させる。 

Model 2：全貸出資産と一人当たり市町村民所得を回帰させる。 

Model 3：全貸出資産と課税所得金額を回帰させる。 

Model 4：全貸出資産と観光収入を回帰させる。 

Model 5：全貸出資産と観光客数を回帰させる。 

 

期待する符号としては、八重山地域同様にすべて正の符号である。 
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表６－３ 宮古島圏域全金融機関支店貸出資産と経済諸指標の回帰分析表 

 

 

 

注１)  手法は表６－２と同様である。 

注 2) 宮古島の農業協同組合と漁業協同組合の貸出資産も無視できない。宮古島に関しては八重山と違い

観光業もさることながら、農業の比率も高い。よって以下のルールで推定値を算出した。沖縄経済ハンド

ブック 2002 年度版 P101 に平成 11 年度から平成 13 年度までではあるが、民間融資量の欄に労金・農漁協

として合計数値が掲載されていた（宮古島圏域も、それ以降の沖縄経済ハンドブックにはこの欄の掲載が

なかった）。沖縄労働金庫は支店の貸出資産残高を開示頂いたので、できる限り実体の数値にアプローチす

るために、3 年間平均の按分割合で推定した。労金・農漁協の合計数値のうち 41.25％を労金、58.74％を

農漁協として算出している。 

 

分析結果として、全金融機関を対象とした 5 つの推定式（Model 1 Model 2 Model 3 

Model 4 Model 5）における結果を示す（表６－３）。 

Model４（観光収入）では、正の符号で有意水準は 10%を得た。Model ５（観光客数）

では、正の符号で有意水準は 5%を得た。その他は、統計上有意な水準を満たすものではな

かった。 

観光客数と関係があるというのはどのように解釈するかであるが、仮に、宿泊施設や観光

施設向けの貸出を実施し、観光客を引き付ける魅力あるものへの貢献を行った場合である

なら、求められる活動と判断できる。しかし、この答えは更なる検証が必要である。 

 

model1 model2 model3 model4 model5

b/t b/t b/t b/t b/t
townincome 0.7246
(市町村所得） [1.78]
townincomeperpeople 0.4656
(一人当たり市町村所得） [1.51]
taxable 0.5109
（課税対象所得） [1.38]
tourismrevenue 0.2752
（観光収入） [2.24]＊
thenumberoftourists 0.3641
（観光客数） [2.83]＊＊
_cons -0.0006 -0.0053 -0.0012 -0.0038 -0.0078

[-0.04] [-0.35] [-0.08] [-0.29] [-0.64]
R-squared 0.2604 0.2022 0.1754 0.3576 0.4707
Adj-R-squared 0.1782 0.1135 0.0838 0.2862 0.4119
N 11 11 11 11 11
＊ p<0.1, ＊＊ p<0.05, ＊＊＊ p<0.01
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第 4 節 小括 

 

具体的に金融機関に対して元金と利息の償還を約された貸出資産は、どのような合意で

金銭消費貸借され、どのような経路で個人の所得に行き着くと考えられるのであろうか、こ

こで回帰分析の結果を八重山圏域と宮古島圏域で比較検証しながら概観してみる。 

両圏域とも有意水準は満たさないが Model 1、Model 2、Model3、Model 4、Model 5 で

正の符合を導出した。個別にみると八重山圏域では Model3（課税対象所得）、Model 4（観

光収入）で各 10％の有意水準の正の符号を導出した。宮古島圏域は Model 4（観光収入）

では 10％の有意水準で正の符号を導出し、Model 5（観光客数）では 5％の有意水準で正の

符号を導出した。 

この結果は、貸出資産が経済諸指標の時間軸上を先行する形の回帰分析において、地元民

間金融機関と沖縄振興開発公庫の支店が補完し合って、八重山圏域と宮古島圏域の所得面

と観光面の一部に何らかの正の関与が存在すると言えそうである。 

沖縄振興開発公庫については、そのプレゼンスの高さと特殊性、政策的に残高を減少させ

ているとはいえ、2012 年 3 月時点でも沖縄県で 9,464 億円の残高を有している。これは戦

後復興から現在まで、沖縄地方周辺の離島のインフラ整備や民間金融機関として支援しづ

らい部分を担当しているとも理解できる。 

八重山圏域と宮古島圏域を選定し、金融機関支店ごとの貸出資産を積み上げる形で、地域

経済力かつ地域の特性を加味した被説明変数群を準備した。さらに、金融圏と地域圏とをで

きるだけ一致させて、貸出資産の前年比差分が先行し、経済諸指標が後行する形で、経済諸

指標の前年比増加分とを回帰分析している。 

一方、本論のサンプルは、最大限の捕捉期間を設定しているが、サンプル数の限界がある

可能性は否めない。このようなサンプル特性が、推定結果に反映されたとも考えられ、今後

さらに長期的な検証が求められる。 

八重山圏域と宮古島圏域には、各金融機関の支店が同じように存在し競合しながら向き

合っていると考えられる。 

本章の最初に定めた問題に沿って答えながらまとめとしたい。地域金融機関が、地域経済

に影響を及ぼす活動の成果を計測するときに、それ自体を数値だけで判断できない無形の

活動が存在するのは事実である。しかし、計測結果が該当する地域経済との関係において揺

るがすことのできない実態数値であることに相違はない。結果は、その関係が統計的有意水

準は低かったものの一部で抽出された。 

地域によって、金融機関の活動に違いがあり、八重山圏域と宮古島圏域のように人口も、

かなり類似しているが、違いも確認できる。しかし、結果的に全金融機関の支店の貸出資産

を合計してみると、同様に関係を有している結果となった。そして、その地域経済の特徴と

も相まって関係していることは、地域の経済の発展に寄与していると言えそうである。そし
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て、この結果は両圏域で活躍する金融機関の各々の支店の価値であり、関係の度合いが尺度

であると考えられる。 

わが国における地域金融の貢献は、規模の大小、歴史の変遷等に大きな差があり、一律的

な物差しで測定できない。しかし、地域経済を底辺から支える中小企業群に一番近いステー

クホルダーとして恒久的に関与することには違いないであろう。 

地域金融機関の経営諸指標とその地域の経済諸指標は限定されるものではなく、地域を

表すであろう、複数の変数を利用したモデルからの検証が必要である。すべて満足のいくモ

デルを発見するのは困難あるが、できる限り真実に接近する測定は可能である。 

当地、八重山圏域と宮古島圏域における研究で留意しなければならない点は、沖縄振興開

発公庫のレポートにあるように、復帰後、全国を上回る経済成長率を達成したのは間断なく

沖縄に流入される公的資金に負うところが大きいと指摘し、自立経済の構築を困難にした

ことは歪めないとしている点である。当然、八重山圏域と宮古島圏域にも流入していると考

えられる。 

故に、どのような経路を経る貸出資産が地域経済に影響するかを把握するのは難しいこ

とも明記しておく。地域金融機関を出発点とする貸出資産がもたらす地域経済の発展は、地

域への貢献度として、地域金融機関における評価方法の中心的役割を果たすと考える。 

 

 



59 

 

第 7 章 財務データを使ったパネル分析  

 

データ入手に制限がありその中での分析にはなるものの、第５章と第６章の分析にて、ど

うやら地域金融機関の活動は中小企業の発展に寄与していることが言えそうなことが確認

できた。本章は先行研究で得た四つ目の知見にあるように長期間のパネル分析を行う。第５

章と第６章の結果を含む三つの統計調査の結果を持ってその証明の頑健性を高めようと考

えている。 

地域中小企業の多くが、間接金融を利用せざるを得ない現下の状況において、地域金融機

関の意思決定が地域の中小企業業績の浮揚沈下に正の関与があるのか。これを証明するた

めに、地方銀行、信用金庫、地域銀行（地方銀行＋第二方銀）、協同組織金融機関（信用金

庫＋信用組合）、地域金融機関（地方銀行＋第二地銀＋信用金庫＋信用組合）の 5 つのグル

ープを例に取り計量的にアプローチしようとするものである。 

本章では 2003 年 3 月～2012 年 3 月の 10 年間における、地域金融機関と中小企業の業績

の関係を採り上げ、そのパネル分析を通じて上記に言われる仮説を検証するものである。中

小企業業績の背後には地域経済の良否が控えている。 

あらかじめ結果を紹介しておくと、概ね影響を与えている結果が得られた。そこに地域金

融機関の持ち味が発揮されていることが本章で確かめられた。 

 

第１節 手法と分析 

 

第２章で紹介したように、マイクロレベルの研究は多様な結果が報告されている。前章ま

での、1975 年から 2017 年時系列的分析（第 5 章）と金融と経済が一致した地域の分析（第

6 章）に欠けている点は、地域金融機関の活動は多様な経営諸指標を使って中小企業の経営

指標の一つに有意に正の関係を有しているかどうかである。ここを出発点として、もう少し

中小企業の経営諸指標に近接した統計分析を行うのが本章の役割である。 

明らかにしたいのは、中小企業の発展とその育成に資する力量である。そのために地域金

融機関活動は中小企業の代表的経営指標に影響を与えているのか分析を行うのである。 

この発展・育成に資する力量とは、貸出金だけではなく、地域取引先企業の社債や株式を

含む有価証券保有、地域企業と有形無形につながる人材、金融機関店舗設備などを含めたも

のを想定している。 

準備するデータは 2003 年～2012 年の 10 年分のデータ中小企業経営指標と地域金融機関

の経営指標である。このデータを基にパネル分析に掛け、期待する正・負の符号を得ようと

する試みである。 

地方銀行、第二地銀、信用金庫、信用組合を題材とするが、先行研究に従い検証の対象と
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して、地方銀行と信用金庫を主に取り上げる。先行研究では明示的な分析対象としてこなか

った、金融機関タイプ別、形態別カテゴリー（地方銀行、信用金庫、地域銀行、協同組織金

融機関、これを併せた地域金融機関）の 2003 年～2012 年経営諸指標を分解し再度積算し

データを都道府県別に構築し直して上記の 5 つグループ別統計分析を行う。 

なぜこのようにするのかは、第２章でレビューしたが、金融機関の財務データが外部から

入手が困難な問題があるうえに、バブル崩壊後に破綻や合併によりサンプルが欠落してい

くことが多く長期的なパネルデータ分析に不向きなことが判明している。この中で地域金

融機関の財務データを収集した。 

又、第 5 章の分析結果からも 2003 年以降は詳細な調査をする必要があると考えている。 

そして、どのタイプの金融機関が、またどのタイプとの組み合わせが望ましいのかも検証

する。これは、営利金融機関と非営利金融機関で中小企業経営指標への関与の仕方に違いが

あるのか、戦略の違いが影響するのか。地域金融機関として中小企業の経営指標にどのよう

に貢献しているかを解釈するためである。 

本章で確認したいことは、個々のパフォーマンスではなく、形態別地域金融機関として、

中小企業の経営指標にどのような影響を及ぼしているかの一端を確認することである。 

本章ではデータセットに工夫をしている。経年的に連続して追跡可能なデータの集合体

がパネル分析である。パネル分析期間が短いという先行研究から得た四つ目の知見を生か

すためには、長期間の数値を捕捉する必要がある。ここで問題になるのは破綻や合併した行

庫の取り扱いである。破綻したサンプルは同一県内で吸収されるケースがほとんどである。

一部整理回収機構に行く債権もあるがこれは捕捉しきれない。破綻や合併はピークを過ぎ

た時期ではあるが、同じ県内の金融機関に吸収されていると思われる。 

よって誤差の少ない都道府県単位で括ることにした。このことは、もう一つの問題である

金融と地域がフィットする（第６章で行った）ことも併せて解消してくれることを狙ったモ

デルを構築していることになる。 

再掲すると、都道府県単位で金融機関の経営諸計数を積算しているのは、個々の金融機関

のパフォーマンスを調査するのではなく、地域金融機関全体のパフォーマンスである。その

過程で、地方銀行、信用金庫、株式会社金融機関、協同組織金融機関の調査を行い営利性と

非営利性の違いも探るのが狙いである。又、どの組み合わせが最適であるのかも行うことが

この実験の醍醐味である。中堅企業群は主要行と取引していることも予想できるが、本章は

中小企業に限定した数値を採用していることよりその数値を考慮していない。 

中小企業業績の代理変数である、売上高経常利益率、一人当たり経常利益、ギアリング比

率の三つの代表的経営指数に対して、地域金融機関の経営指標である、総資産、ROE、経費

率、不良債権引当率の四つを組み合わせシンプルにパネル分析する。2003 年から 2012 年

の 10 年間の構造変化の可能性を考慮するために各々1 の値をとる年度ダミー変数を加えた。

これは検証期間の特性を自動的にコントロールするためである。 
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本章の関心事を下記の仮説に定めた。 

帰無仮説 Ｈ₀：地域金融機関は中小企業業績を向上させる能力がない。 

対立仮説 Ｈ₁：地域金融機関は中小企業業績を向上させる能力がある。 

 

三つの被説明変数に四つの説明変数を用いた分析を行うが、適切な形で行うためには各

データの性質を知っておく必要がある。よって、推定に用いる変数の持つ意味と作成の方法

を説明する（図表７－１）（図表７－２）。 

 

表７－１ 被説明変数一覧表（中小企業財務指標） 

 分析数値及び比率名 経営指標の目的 期待符号 

１ 売上高経常利益率 収益性 ＋ 

２ 一人当たり経常利益（月）千円（対数値） 生産性 ＋ 

３ ギアリング比率 Debt Equity Ratio 安全性（債務返済能力） － 

 

中小企業の経営指標は都道府県レベルでの平均を集計している。中小企業の範疇に分類

される製造業（15,367 社）の下記 4 経営指標の都道府県平均値である。『TKC 経営指標

（BAST）17』を使用する。 

想定する符号条件を先に述べておくと、売上高経常利益率は正の符号条件を、一人当たり

経常利益は正の符号条件を、ギアリング比率は負の符号条件を期待する（表７－１）。 

この調査は変数の予測を重視するものではなく影響の有無の確認（金融機関→中小企

業）が目的であり、説明変数の回帰係数やその係数に対する有意かどうかの検定の結果に

も注目したい。 

 

表７－２ 説明変数一覧表（地域金融機関経営指標） 

 分析数値及び比率名 計算式 

a 総資産（対数値） 貸借対照表の借方を全て合算したもの 

b ROA 業務純益÷総資産 

c 経費率 営業経費÷（預金＋譲渡性預金＋債券）  

d 不良債権引当率 貸倒引当金÷（破綻先債権＋延滞債権額＋3 ｶ月以上

延滞債権額＋貸出条件緩和債権額） 

e ダミー変数 2003 年～2012 年 10 ヵ年の、時代背景、景気変動をコントロールする。 

                                                      
17 TKC 会員が関与する中小企業（76 万社超）のうち TKC 財務システムを 2 年以上継続して利用してい

る年商 500 万円～100 億円の青色申告法人の経営成績と財務状態を分析したもの。巡回監査を実施してお

り記帳の適時性証明書が発行される。平成 25 年版の収録法人数は約 22 万 5,000 社で、分析対象は 1,003

業種に及び 3 年連続黒字企業は 46,696 社 本年黒字は 104,431 社 欠損会社 120.237 社で世界にも類例

がないとされている。。 
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説明変数は、金融機関の代表的経営指標の、総資産、ROA、経費率、不良債権引当率の指

標である。これらを式に組み合わせながら、主に総資産の符号条件を確認しようとするもの

である。 

総資産は、金融機関のパフォーマンスを実現させる全体像である。ROA は事業の効率性

と収益性を同時に示す指標として採用している。日本の金融機関の経費率は分母に預金を

当てることから預金面と活動に使用する経費面の変数と位置付けている。 

不良債権引当率を採用した理由は、リスクテイク度は不良債権比率より適していると判

断しているからである。不良債権比率は、全額担保カバーされている債権でも破綻懸念先以

下は不良債権比率には組み込まれるが、不良債権引当率であればあくまでロス金額に対す

る備えであると考えられることから採用している。 

金融機関の総資産の大部分を占める貸出金が内部決裁後に資金提供されると、通常以下

のようなルートで進むと考えられる。貸出金は金融機関の資産から企業側の借入金として

直接負債に組込まれる。滞貨資金でない限り金融機関から実行された貸出金は、債務者の負

債→資産→売上高への反映→利益への反映と行き着き、再び金融機関側に元金と利息を加

えて戻される。 

 このことを考えると被説明変数に選んだ売上高経常利益率より手前にあり、これを構成

する売上高を選ぶ方が適切であると考えらえる。しかし、都道府県の平均値と回帰させるこ

とから大型の企業があると数値が引きずられる可能性があることと、第５章の経年的回帰

分析でも売上高経常利益率を採用していることから売上高経常利益率を採用した。そして、

一人当たり経常利益は採用している。 

中小企業の場合、法人と個人の二か所で決算をしているともいえる。経営法人は赤字でも

経営親族が黒字なのはむしろ普通である。これが影響することも考慮しなければならない。 

時間差の取り方を示す。金融機関事業年度は、例として平成 13 年 4 月から平成 14 年 3

月の期間は平成 14 年 3 月決算である。対する、中小企業事業年度は、平成 14 年 1 月から

平成 14 年 12 月の期間中に決算を迎える企業である。上記分析手法を行うことで、金融機

関の決算が中小企業決算を最大で 9 か月間先行する仕掛けとなる。このように時間軸を定

めるのは金融機関側からの影響を期待するためである。 

わが国の基幹産業と言える、製造業を担当する地域金融機関が、設備資金や仕入れ資金や

つなぎ資金として供給された貸出金は、製造業者に供給され、何らかの手を加えられた後、

製品化され市場に送り出される。このことから地域金融機関の活動が時間軸上を先行する

ことが適切と判断している。 

地域金融機関の活動が、中小企業経営指標に反映されるのにはどれだけの時間を必要と

するのかは明示できないが、本章では重なる期間が長い方を選択し回帰させた。 

合計金融機関経営指標の取り方を示す。日本国内の地域金融機関の 10 年分の決算書の

中から下記の経営指標を切り出して説明変数を作成する。企業向け金融、住宅ローン、消
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費資金、業務純益、総資産、営業経費、預金、譲渡性預金、債券、貸倒引当金、破綻先債

権、延滞債権額、3 ｶ月以上延滞債権額、貸出条件緩和債権額である。 

地域金融機関を、地方銀行、第二地銀、信用金庫、信用組合でグループにして、各経営

指標を本店がある都道府県レベルで合計して再計算したものを採用している。 

例えば、京都府の場合は、地方銀行は京都銀行、信用金庫は京都信用金庫＋京都中央信用

金庫＋京都北都信用金庫、第二地銀はなし、信用組合はなしである。地域銀行は京都銀行、

協同組織金融機関は京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫の合計、地域金融

機関とは京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、京都北都信用金庫の合計を意味する。 

実際は、第二地銀も信用組合も存在しないものの支店があることから資産はある。支店別

資産残高が判明するとさらに精度が高い分析が可能となるが、支店別の資産残高が公表さ

れたいないことからデータ入手上の問題より断念した。 

地方銀行と第二地銀は本店所在地の都道府県を概ね活動地域としている。一方で地元回

帰を鮮明にしているところもあるが、県境を越えた活動を行うところは信用金庫の一部に

もある。広域地方銀行や広域信用金庫はその範囲の捕捉において誤差が生じることは認め

ざる得ない。 

検証時期の設定において、2003 年 3 月～2012 年 3 月を検証期間とする理由を述べる。不

良債権の定義が明らかになり、経営指標が地域金融機関にわたって統一的に収集できるよ

うになったのは、リスク管理債権の定義が破綻先債権、延滞債権、3 ヵ月以上延滞債権、貸

出条件緩和債権とされ、開示が義務付けられた 1999 年 3 月以降である。 

又、多くの金融機関が市場から退場して行った理由に不良債権の取り扱いが挙げられる

が、一定の尺度で不良債権が計上されたのは 1999 年 3 月からリーマンショック金融危機の

１年前の決算月である 2008 年 3 月までの 10 年間であり、不良債権に対する認識がもっと

も醸成され、同じ基準で決算を迎えたことが理由である。その後、金融円滑化法の下で不良

債権は再び金融機関と監督官庁に委ねられることになった。又、2003 年以降はリレーショ

ンシップバンキングの考えに基づく企業を見る目の規範ができた時期であるからである。 

そして、金融界激動の時期であったが、反面、各業態の金融機関がオリジナルな経営政策

を展開する余地が生まれ、その結果が経営指標に反映されていると見られる。 

この期間の県境を越えた合併や設立の処理については、例外を除いて新本店の所在地に

まとめた。詳細はデータ結果で述べる。 
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次のような推計式を考える。 

 

iiiiiii dxxxxy   744332211  ・・・・・・・（式７－１）

  

 

　iiiiii dxxxy   7332211  ・・・・・・・・・・・・（式７－２）

 

iiii dxy   711  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（式７－３）

 

 

iy

 

売上高経常利益率、一人当たり経常利益率、ギアリング比率 

ix1

 

総資産

 

ix2

 

ROA

 

ix3

 

不良債権引当率

 

ix4

 

経費率 

id   年度ダミー 

iε
  

攪乱項

 
モデルは固定効果モデルを採用している。回帰分析に先立ち、多重共線性の目安とし

て、VIF（Variance Inflation Factor）の値が 10 以上で多重共線性が疑われる。総資産と

経費率との間で多重共線性が疑われる数値となった。よってこれを除いたモデルを設定し

ている。 

分析の手順は、まず地方銀行、信用金庫を行う。これは、地域金融機関を代表すると思わ

れる二つのカテゴリーで分析する。その後、地方銀行に第二地銀を加え地域銀行へのカテゴ

リー化を行い分析する。次に、信用金庫に信用組合を加え協同組織金融機関へのカテゴリー

化を行う。最後に、地域銀行（株式会社金融機関）と協同組織金融機関を加えて地域金融機

関として分析する。 

株式会社金融機関と協同組織金融機関の分析の過程で第二地銀と信用組合の経営数値も

入手することから個別分析も行ったが、小規模でサンプル的に偏る可能性があることから

断念した。 



65 

 

第２節 結果と考察 

 

初めに結果を（表７－３）で示す。そして、カテゴリーごとの分析と考察を行う。売上

高経常利益率との分析は Model１、Model２、Model３、一人当たり経常利益率は Model

４、Model５、Model６、ギアリング比率は Model７、Model８、Model９である。Model

１、Model４、Model7 が（式７－１）に該当する。Model２、Model５、Model７が（式

７－２）に該当する。Model３、Model５、Model８が（式７－３）に該当する。 

このように変数を加えながら回帰させて行く。地方銀行は愛知県にないので 46 都道府

県と 10 年分のデータの分析となる。 

 

表７－３ 地方銀行のパネル分析 

 

 

model1 model2 model3 model4 model5 model6 model7 model8 model9

b/t b/t b/t b/t b/t b/t b/t b/t b/t

総資産 2.9785 1.7742 1.8567 0.3529 0.1625 0.1699 -0.1954 -0.1828 -0.1884

[1.63] [1.14] [1.19] [1.52] [0.82] [0.86] [-1.02] [-1.12] [-1.15]

ROA 12.1769 16.856 1.7272 2.4668 -0.8707 -0.9196

[0.91] [1.31] [1.02] [1.51] [-0.62] [-0.68]

引当金 0.1441 0.121 -0.0077 -0.0113 -0.0133 -0.0131

[0.58] [0.49] [-0.24] [-0.36] [-0.51] [-0.50]

経費率 -2.093 -0.3308 0.0219

[-1.27] [-1.58] [0.13]

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[.] [.] [.] [.] [.] [.] [.] [.] [.]

2004 0.0002 0.0002 0.0002 0 0 0 0 0 0

[2.44]＊＊ [2.59]＊＊＊ [2.59]＊＊＊ [2.43]＊＊ [2.61]＊＊＊ [2.64]＊＊＊ [-1.55] [-1.57] [-1.56]

2005 0.0002 0.0002 0.0002 0 0 0 0 0 0

[2.64]＊＊＊ [3.06]＊＊＊ [3.18]＊＊＊ [2.99]＊＊＊ [3.50]＊＊＊ [3.77]＊＊＊ [-2.40]＊＊ [-2.52]＊＊ [-2.56]＊＊

2006 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 0 0 0

[0.68] [1.11] [1.09] [1.77]＊ [2.35]＊＊ [2.61]＊＊＊ [-2.45]＊＊ [-2.61]＊＊＊ [-2.61]＊＊＊

2007 0.0002 0.0003 0.0003 0 0 0 0 0 0

[3.00]＊＊＊ [3.66]＊＊＊ [3.73]＊＊＊ [4.16]＊＊＊ [5.00]＊＊＊ [5.40]＊＊＊ [-3.38]＊＊＊ [-3.65]＊＊＊ [-3.70]＊＊＊

2008 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 0 0 0

[1.38] [1.78]＊ [1.67]＊ [3.23]＊＊＊ [3.78]＊＊＊ [4.11]＊＊＊ [-4.77]＊＊＊ [-4.99]＊＊＊ [-5.14]＊＊＊

2009 -0.0001 -0.0001 -0.0001 0 0 0 -0.0001 -0.0001 0

[-1.28] [-1.01] [-1.53] [0.40] [0.78] [0.66] [-5.77]＊＊＊ [-5.97]＊＊＊ [-6.17]＊＊＊

2010 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 -0.0001 -0.0001 -0.0001

[1.22] [1.70]＊ [1.57] [1.36] [1.94]＊ [2.10]＊＊ [-6.14]＊＊＊ [-6.50]＊＊＊ [-6.69]＊＊＊

2011 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 -0.0001 -0.0001 -0.0001

[0.61] [1.04] [0.86] [0.62] [1.15] [1.24] [-5.72]＊＊＊ [-6.05]＊＊＊ [-6.18]＊＊＊

2012 0.0001 0.0002 0.0001 0 0 0 -0.0001 -0.0001 -0.0001

[1.16] [1.74]＊ [1.58] [1.57] [2.29]＊＊ [2.45]＊＊ [-5.66]＊＊＊ [-6.13]＊＊＊ [-6.32]＊＊＊

_cons -6.7794 -8.5344 -8.4049 0.9266 0.6492 0.5614 3.3468 3.3651 3.3341

[-0.65] [-0.83] [-0.82] [0.70] [0.50] [0.43] [3.07]＊＊＊ [3.12]＊＊＊ [3.11]＊＊＊

R-squared 0.1191 0.1155 0.1115 0.135 0.1296 0.124 0.3423 0.3423 0.3412

Adj-R-squared -0.0083 -0.0099 -0.0094 0.0099 0.0062 0.0048 0.2472 0.249 0.2515

N 460 460 460 460 460 460 460 460 460

＊ p<0.1, ＊＊ p<0.05, ＊＊＊ p<0.01

売上高経常利益率 一人当たり経常利益 ギアリング比率
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集計上の例外を示す。この間の合併やホールディング会社設立などが散見される。県境を

越えた合併の例は、関西アーバン銀行（大阪府）とびわこ銀行（滋賀県）が経営統合してい

るが、規模の小さなところを吸収することから便宜的に大阪府に含めている。 

合併後に分離する例として、山口銀行（下関市）、もみじ銀行（広島市）を傘下に持つ山

口フィナンシャルグループが、北九州市に 100％出資の新銀行である北九州銀行を設立し

た。これらは便宜的に福岡県に含めた。  

（表７－３）に推定結果が報告されている。 

期待符号と一致して、売上高経常利益率でプラス、一人当たり経常利益でプラス、ギア

リング比率でマイナスを示すものの有意水準を満たすものではなかった。回帰式の精度を

表す自由度修正済決定係数はギアリング比率以外決定力の弱いものであった。 

この推計期間はリーマンショック金融危機を経験しており、借り手企業だけでなく地域

金融機関のバランスシートも毀損する時期であった。株式会社金融機関であり市場への対

応が優先した結果といえるのかもしれない。 

泉州銀行（地方銀行）と池田銀行（地方銀行）は大阪府内で、紀陽銀行（地方銀行）と和

歌山銀（第二地銀）は和歌山県内で経営統合している。本研究は都道府県単位で数値を準備

していることからサンプルが無駄にならない。 

京都銀行（京都市）は、他府県への進出を加速させている。収益機会を求めた行動は株式

会社金融機関である地方銀行に於いては、取るべき選択肢の一つであると考えられる。 

大垣共立銀行のように、本店は岐阜県（大垣市）であるが、愛知県内での貸出残高が岐阜

県内の同残高を大きく上回る事例も多く見られるようになった。 

現在の地方銀行の動向を鑑みると、地方銀行の大型化の流れは、株式会社金融機関である

以上当然ではあるが、生き残りのための地域拡大や大型化が優先されているようにも伺え、

一地域との関係を言い当てるには拡大しすぎているとも思われる。すなわち、本章では都道

府県に集約する手法で細工を行ったが、それ以上に活動エリアが拡大しており、地域中小企

業と地域金融機関の分析のサンプルにはなりにくいのかもしれない。 

ただ、少ない例ではあるが、グループ内で北九州銀行設立の動きのように、地域名を冠と

する必要性を認識し、組織を分離する行動に出る事例もある。地域感情や地元意識なくして

は、経営そのものが成り立たない証左であるとも考えられる。 
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表７－４ 信用金庫のパネル分析 

 

 

集計上の例外として、2010 年 2 月 15 日に杵島信用金庫（佐賀県）と西九州信用金庫（長

崎県）の合併により、九州ひぜん信用金庫に改称され、旧・杵島信金の本拠地であった佐賀

県に本店を置かれていることから佐賀県に集約している。 

同様に（表７－４）に推定結果が報告されている。 

期待符号と一致して、売上高経常利益率でプラス符号、一人当たり経常利益でプラス符

号、ギアリング比率でマイナス符号を検出した。回帰式の精度を表す自由度修正済決定係

数はギアリング比率以外決定力の弱いものであった。 

そして、売上高経常利益率の Model１、Model２、Model３は１％の有意水準であっ

た。一人当たり経常利益の Model４、Model５、Model６も１％の有意水準であった。ギ

アリング比率の Model９は１％の有意水準であり、Model７、Model８は５％の有意水準

であった。これは地方銀行とは明らかに違った正の影響を与えているといえそうである。 

model1 model2 model3 model4 model5 model6 model7 model8 model9

b/t b/t b/t b/t b/t b/t b/t b/t b/t

総資産 3.2158 3.4851 3.7247 0.5388 0.5671 0.6209 -0.2368 -0.2706 -0.2977

[3.08]＊＊＊ [3.49]＊＊＊ [3.82]＊＊＊ [4.11]＊＊＊ [4.52]＊＊＊ [5.07]＊＊＊ [-2.15]＊＊ [-2.56]＊＊ [-2.90]＊＊＊

ROA 28.1636 27.6558 1.9744 1.921 -1.245 -1.1813

[1.76]＊ [1.73]＊ [0.98] [0.96] [-0.74] [-0.70]

引当金 0.1419 0.1156 0.0633 0.0606 -0.0321 -0.0288

[0.48] [0.39] [1.69]＊ [1.62] [-1.02] [-0.92]

経費率 0.3664 0.0385 -0.046

[0.89] [0.75] [-1.06]

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[.] [.] [.] [.] [.] [.] [.] [.] [.]

2004 0.0002 0.0002 0.0002 0 0 0 0 0 0

[2.39]＊＊ [2.34]＊＊ [2.32]＊＊ [2.38]＊＊ [2.34]＊＊ [2.27]＊＊ [-1.43] [-1.37] [-1.33]

2005 0.0002 0.0002 0.0002 0 0 0 0 0 0

[2.79]＊＊＊ [2.72]＊＊＊ [2.72]＊＊＊ [3.26]＊＊＊ [3.21]＊＊＊ [3.06]＊＊＊ [-2.32]＊＊ [-2.23]＊＊ [-2.15]＊＊

2006 0.0001 0 0 0 0 0 0 0 0

[0.75] [0.65] [0.69] [2.17]＊＊ [2.09]＊＊ [1.89]＊ [-2.50]＊＊ [-2.39]＊＊ [-2.31]＊＊

2007 0.0002 0.0002 0.0002 0 0 0 0 0 0

[3.54]＊＊＊ [3.50]＊＊＊ [3.49]＊＊＊ [5.18]＊＊＊ [5.16]＊＊＊ [4.89]＊＊＊ [-3.78]＊＊＊ [-3.73]＊＊＊ [-3.61]＊＊＊

2008 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 0 0 0

[1.53] [1.41] [1.04] [3.64]＊＊＊ [3.57]＊＊＊ [3.13]＊＊＊ [-5.09]＊＊＊ [-4.99]＊＊＊ [-4.86]＊＊＊

2009 -0.0001 -0.0001 -0.0002 0 0 0 0 0 0

[-1.35] [-1.50] [-2.39]＊＊ [0.23] [0.12] [-0.70] [-6.11]＊＊＊ [-6.02]＊＊＊ [-6.11]＊＊＊

2010 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 -0.0001 -0.0001 -0.0001

[1.51] [1.36] [1.08] [1.66]＊ [1.55] [0.98] [-7.12]＊＊＊ [-7.05]＊＊＊ [-7.06]＊＊＊

2011 0.0001 0 0 0 0 0 -0.0001 -0.0001 -0.0001

[0.74] [0.58] [0.38] [0.75] [0.62] [0.04] [-7.03]＊＊＊ [-6.95]＊＊＊ [-6.99]＊＊＊

2012 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 -0.0001 -0.0001 -0.0001

[1.86]＊ [1.71]＊ [1.37] [2.30]＊＊ [2.19]＊＊ [1.63] [-7.79]＊＊＊ [-7.74]＊＊＊ [-7.82]＊＊＊

_cons -18.0377 -18.0061 -18.8173 -2.0363 -2.033 -2.0895 3.87 3.8661 3.9008

[-3.04]＊＊＊ [-3.04]＊＊＊ [-3.18]＊＊＊ [-2.73]＊＊＊ [-2.73]＊＊＊ [-2.81]＊＊＊ [6.18]＊＊＊ [6.17]＊＊＊ [6.25]＊＊＊

R-squared 0.1496 0.1479 0.1412 0.186 0.1849 0.1775 0.362 0.3602 0.358

Adj-R-squared 0.0272 0.0277 0.0248 0.0688 0.0698 0.066 0.2701 0.2699 0.271

N 470 470 470 470 470 470 470 470 470

＊ p<0.1, ＊＊ p<0.05, ＊＊＊ p<0.01

売上高経常利益率 一人当たり経常利益率 ギアリング比率
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信用金庫は、中小企業専門金融機関としてその発展を共通の理念に、製造業を含めた地域

企業群などと信頼関係を構築してきた。その延長線上で、概ね中小企業業績の盛衰に関係を

有すると言われるが統計的に正の関係が導き出された。今回のモデルの条件下ではあるが、

信用金庫が製造業に対してコンサルタント業務を含めたきめ細かな能力を発揮していると

も考えられる。 

地方銀行との比較はできないが、ここに非営利性が発揮されているとするなら一つの存

在意義である。 

バーゼルⅡに於ける金融機関の自己資本とは、リスク管理のスキームの中で予想損失

（Expected loss）と非予想損失（Unexpected loss）に分類される。予想損失は必要コスト

として引当金にてカバーされるものと認識されている。一方、非予想損失は、その名の通

り絶えず発生するリスクではなく何らかの手当てが必要である。これが、自己資本でカバ

ーされるものと認識されている。 

製造業取引に於いては、主要行、地方銀行が先行して貸出取引を実施し、担保のポジシ

ョンが劣後するケースを招いていることが考えられる。一度、格落ちとなると担保面での

アンカバー分が発生しやすく引当金処理が必要となる。よって、絶えず支援に乗り出すイ

ンセンティブが働きやすいのかもしれない。このことが有意な正の効果を与える理由にな

っているかもしれない。すべてを言い当てるには問題が多いが、リスク許容度の極端な低

下を招かないよう信金中金の相互援助資金など中央機関からの優先出資等も影響している

のかもしれない。 

いずれにしろ、地方銀行との違いは確認できた。 
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次に、地域銀行を推計に掛ける。地方銀行と第二地銀（第二地方銀行）は、その名の如く

地域経済との関係性が命題であることからもサンプルとして取り上げる。 

 

表７－５ 地域銀行（地方銀行＋第二地銀）のパネル分析 

 

 

関東つくば銀行（地方銀行）と茨城銀行（第二地銀）は茨木県内で経営統合しており捕捉

されている。 

地方銀行の調査では同地域の第二地銀のパフォーマンスをコントロールできていなかっ

た。よって、この問題を解決するために、同様の経営指標収集の手法で地方銀行に第二地銀

を加えたパネルセットを準備し分析に掛ける。第二地銀は愛知県にあるので 47 都道府県で

のサンプルが揃っている。 

同様に（表７－５）に推定結果が報告されている。 

有意水準は低くなるが期待符号と一致している。売上高経常利益率の Model１は５%、

model1 model2 model3 model4 model5 model6 model7 model8 model9

b/t b/t b/t b/t b/t b/t b/t b/t b/t

総資産 4.0924 2.9649 3.0469 0.5536 0.3648 0.368 -0.1633 -0.2636 -0.2756

[2.09]＊＊ [1.89]＊ [1.96]＊ [2.22]＊＊ [1.83]＊ [1.86]＊ [-0.80] [-1.61] [-1.69]＊

ROA 4.1926 6.9514 0.3775 0.8395 -1.6873 -1.4419

[0.26] [0.44] [0.18] [0.42] [-1.00] [-0.87]

引当金 0.0746 0.0758 0.0021 0.0023 -0.0106 -0.0105

[0.46] [0.47] [0.10] [0.11] [-0.63] [-0.62]

経費率 -1.7527 -0.2935 -0.1559

[-0.96] [-1.26] [-0.81]

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[.] [.] [.] [.] [.] [.] [.] [.] [.]

2004 0.0002 0.0002 0.0002 0 0 0 0 0 0

[2.41]＊＊ [2.58]＊＊ [2.59]＊＊ [2.40]＊＊ [2.61]＊＊＊ [2.64]＊＊＊ [-1.62] [-1.51] [-1.53]

2005 0.0002 0.0002 0.0002 0 0 0 0 0 0

[2.63]＊＊＊ [3.08]＊＊＊ [3.13]＊＊＊ [3.03]＊＊＊ [3.60]＊＊＊ [3.69]＊＊＊ [-2.50]＊＊ [-2.36]＊＊ [-2.44]＊＊

2006 0 0.0001 0.0001 0 0 0 0 0 0

[0.61] [1.04] [1.00] [1.76]＊ [2.39]＊＊ [2.45]＊＊ [-2.59]＊＊ [-2.46]＊＊ [-2.44]＊＊

2007 0.0002 0.0003 0.0003 0 0 0 0 0 0

[2.91]＊＊＊ [3.71]＊＊＊ [3.71]＊＊＊ [4.17]＊＊＊ [5.26]＊＊＊ [5.33]＊＊＊ [-3.69]＊＊＊ [-3.72]＊＊＊ [-3.71]＊＊＊

2008 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 0 0 0

[1.09] [1.57] [1.49] [3.10]＊＊＊ [3.86]＊＊＊ [3.89]＊＊＊ [-5.05]＊＊＊ [-5.13]＊＊＊ [-5.05]＊＊＊

2009 -0.0001 -0.0001 -0.0001 0 0 0 -0.0001 0 0

[-1.74]＊ [-1.50] [-1.82]＊ [-0.08] [0.38] [0.25] [-6.04]＊＊＊ [-6.14]＊＊＊ [-6.17]＊＊＊

2010 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 -0.0001 -0.0001 -0.0001

[0.87] [1.44] [1.34] [0.98] [1.71]＊ [1.71]＊ [-6.37]＊＊＊ [-6.70]＊＊＊ [-6.72]＊＊＊

2011 0 0.0001 0 0 0 0 -0.0001 -0.0001 -0.0001

[0.21] [0.70] [0.58] [0.17] [0.80] [0.78] [-5.95]＊＊＊ [-6.23]＊＊＊ [-6.25]＊＊＊

2012 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 -0.0001 -0.0001 -0.0001

[0.68] [1.33] [1.21] [1.03] [1.90]＊ [1.93]＊ [-5.85]＊＊＊ [-6.27]＊＊＊ [-6.32]＊＊＊

_cons -15.554 -16.4203 -16.5563 -0.6273 -0.7724 -0.7777 3.9918 3.9147 3.9345

[-1.49] [-1.58] [-1.59] [-0.47] [-0.58] [-0.59] [3.65]＊＊＊ [3.59]＊＊＊ [3.61]＊＊＊

R-squared 0.1218 0.1199 0.1191 0.1373 0.134 0.1336 0.3522 0.3511 0.3495

Adj-R-squared -0.0045 -0.0043 -0.0004 0.0132 0.0117 0.0161 0.259 0.2596 0.2613

N 470 470 470 470 470 470 470 470 470

＊ p<0.1, ＊＊ p<0.05, ＊＊＊ p<0.01

売上高経常利益率 一人当たり経常利益率 ギアリング比率
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Model２、Model３は 10%有意水準であった。一人当たり経常利益の Model４は５%、

Model５、Model６は 10%有意水準であった。ギアリング比はマイナス符号であるものの

Model９のみ 10％の有意水準を検出した。同様に、回帰式の精度を表す自由度修正済決定

係数はギアリング比率以外決定力の弱いものであった。 

 信用金庫には及ばないものの、地方銀行単体より有意水準は向上している。これは地方

銀行単体とは明らかに違った正の影響を与えている。地方銀行に第二地銀を加えると有意

水準が上がるのは意味があるのか。 

地域銀行は株式会社金融機関である。創業も銀行であり都市銀行に対して地方銀行とい

う言葉を使っていた。よって、地域の制限を受けることなく、全国のどこの企業に対して

も資金の出し手となれる点である。東京支店や大阪支店で多くの運用目的のシンジケート

ローンを取り組んでいる例が紹介されるが、これらを勘案すると地域中小企業との比較は

支店ごとの確認が必要であり期待する成果が見出せないのかもしれない。 

第二地銀の特徴を振り返ってみる。第３章でも述べているが、第二地銀は戦前の無尽会社

から昭和 26 年の相互銀行法制定により相互銀行に転換した。1989 年以降順次普銀転換し

て行った。そうなるまでは中小企業専門金融機関の代表格であり、意思決定は信用金庫と類

似しものを備えていた。例えば、定期的な訪問機会を得ることができる相互掛金である。地

域と共に発展する地域金融機関は、営業基盤が地域的であるが故に地域の栄枯盛衰とは無

縁ではいられない存在である。このことからも地方銀行より中小企業に対してはその面影

を残していたのかもしれない。 

第二地銀は、中小企業専門金融機関としてスタートしている。これを加えると有意な正の

効果が与えられるのは地方銀行より規模も小さいものが多く地域に密着していることがあ

げられる。このことが推定結果に反映されたのかも知れない。 

高橋［2007］は、わが国の銀行は民間金融機関でありながら社会から公共性を強く求めら

れる。相応のパブリックコストを負担している。債務超過企業の処理においても株主負担を

求める前に銀行に債権カットの負担を求めることがあると指摘している。 

多胡・八代［2001］は、地域経済へのコミットメント・コストについて、地域金融機関に

とって信用リスクをカバーできないリターンの不足分が存在している。理屈に従い金利の

引き上げを要求することは容易ではない。地元企業を営業基盤としてビジネスを展開する

以上避けて通れないコストと認識する必要があるとしている。 

このように、株式会社でありながら、社会的公共機関として、合理的でない行動を求めら

れるのは、必要不可欠なインフラとして当然のことかもしれない。 

第二地銀を加えることによりその符号条件が有意に得られるようになったことは、今後

の地域金融機関の方向性を考える一助になると考える。 
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次に、株式会社金融機関の最大の競合相手で非営利を看板に掲げる協同組織金融機関に

も中小企業経営諸指標の浮揚へのイニシアティブがあるのかを統計的に証明する。要する

に、信用組合を加えて協同組織金融機関でも行うのである。そして、信用金庫の場合は有

意な係数を検出済みである。 

 

表７－６ 協同組織金融機関（信用金庫＋信用組合）パネル分析 

 

 

出雲信用組合（島根県）は、島根中央信用金庫（島根県）と合併し存続金融機関を信用金

庫として解散した。出雲信用組合の規模が大きかったことからも新本店は出雲信用組合本

店所在地に移転している。これも都道府県で調整しているため業態が変わってもこの調査

では確かめられる。地域系の 127 信用組合のみ考慮している。 

同様に（表７－６）に推定結果が報告されている。 

同じ非営利性を掲げる協同組織金融機関同士であるが信用金庫単体と比較すると期待符

model1 model2 model3 model4 model5 model6 model7 model8 model9

b/t b/t b/t b/t b/t b/t b/t b/t b/t

総資産 1.6089 1.7709 2.0471 0.2609 0.2698 0.3307 -0.0491 -0.0629 -0.0863

[1.65]＊ [1.93]＊ [2.32]＊＊ [2.11]＊＊ [2.33]＊＊ [2.95]＊＊＊ [-0.48] [-0.65] [-0.93]

ROA 31.5709 31.3064 1.8801 1.8656 -1.1562 -1.1337

[1.77]＊ [1.75]＊ [0.83] [0.83] [-0.61] [-0.60]

引当金 0.1474 0.1325 0.078 0.0772 -0.0271 -0.0258

[0.42] [0.38] [1.75]＊ [1.74]＊ [-0.73] [-0.70]

経費率 0.2041 0.0112 -0.0174

[0.49] [0.21] [-0.39]

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[.] [.] [.] [.] [.] [.] [.] [.] [.]

2004 0.0002 0.0002 0.0002 0 0 0 0 0 0

[2.52]＊＊ [2.50]＊＊ [2.47]＊＊ [2.57]＊＊ [2.57]＊＊ [2.46]＊＊ [-1.60] [-1.57] [-1.54]

2005 0.0002 0.0002 0.0002 0 0 0 0 0 0

[3.05]＊＊＊ [3.02]＊＊＊ [3.04]＊＊＊ [3.68]＊＊＊ [3.68]＊＊＊ [3.47]＊＊＊ [-2.64]＊＊＊ [-2.62]＊＊＊ [-2.56]＊＊

2006 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 0 0 0

[1.09] [1.04] [1.07] [2.69]＊＊＊ [2.69]＊＊＊ [2.38]＊＊ [-2.85]＊＊＊ [-2.82]＊＊＊ [-2.78]＊＊＊

2007 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001 0.0001 0 0 0 0

[3.83]＊＊＊ [3.81]＊＊＊ [3.86]＊＊＊ [5.64]＊＊＊ [5.65]＊＊＊ [5.35]＊＊＊ [-4.13]＊＊＊ [-4.12]＊＊＊ [-4.10]＊＊＊

2008 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 0 0 0

[1.94]＊ [1.89]＊ [1.53] [4.19]＊＊＊ [4.21]＊＊＊ [3.76]＊＊＊ [-5.45]＊＊＊ [-5.46]＊＊＊ [-5.47]＊＊＊

2009 -0.0001 -0.0001 -0.0001 0 0 0 -0.0001 -0.0001 0

[-0.82] [-0.90] [-1.83]＊ [0.92] [0.90] [0.07] [-6.44]＊＊＊ [-6.46]＊＊＊ [-6.78]＊＊＊

2010 0.0002 0.0002 0.0001 0 0 0 -0.0001 -0.0001 -0.0001

[2.05]＊＊ [1.99]＊＊ [1.76]＊ [2.50]＊＊ [2.51]＊＊ [1.90]＊ [-7.53]＊＊＊ [-7.62]＊＊＊ [-7.91]＊＊＊

2011 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 -0.0001 -0.0001 -0.0001

[1.36] [1.29] [1.12] [1.71]＊ [1.70]＊ [1.05] [-7.53]＊＊＊ [-7.61]＊＊＊ [-7.95]＊＊＊

2012 0.0002 0.0002 0.0002 0 0 0 -0.0001 -0.0001 -0.0001

[2.54]＊＊ [2.50]＊＊ [2.22]＊＊ [3.29]＊＊＊ [3.34]＊＊＊ [2.77]＊＊＊ [-8.39]＊＊＊ [-8.54]＊＊＊ [-8.93]＊＊＊

_cons -7.7697 -7.8176 -8.7674 -0.322 -0.3246 -0.3494 2.5942 2.5983 2.623

[-1.42] [-1.43] [-1.61] [-0.46] [-0.47] [-0.51] [4.50]＊＊＊ [4.51]＊＊＊ [4.59]＊＊＊

R-squared 0.1298 0.1293 0.1223 0.1525 0.1524 0.1444 0.348 0.3478 0.3463

Adj-R-squared 0.0046 0.0064 0.0032 0.0306 0.0328 0.0283 0.2542 0.2557 0.2577

N 470 470 470 470 470 470 470 470 470

＊ p<0.1, ＊＊ p<0.05, ＊＊＊ p<0.01

売上高経常利益率 一人当たり経常利益 ギアリング比率
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号は一致しているものの有意水準は低くなる。 

売上高経常利益率の Model１、Model２は 10％の、Model３は５%有意水準であった。

一人当たり経常利益の Model４、Model５は５％の、Model６は１%有意水準であった。

ギアリング比はマイナス符号であるものの有意水準は検出しなかった。同様に、回帰式の

精度を表す自由度修正済決定係数はギアリング比率以外決定力の弱いものであった。 

信用金庫より下がる意味は見出せなかった。信用組合は、地域金融機関の中で比較的小

規模なものが多く今回捕捉している中小企業よりさらに零細小規模を担当していると考え

るとこの結果も受け入れられる。さらに底辺の企業を担当しているとするなら、萌芽期の

企業においてその必要性も見いだせると考える。 

 

最後に、四つを合計して数値を算出し地域金融機関としての影響を調べる。 

 

表７－７ 地域金融機関（地方銀行＋第二地銀＋信用金庫＋信用組合）パネル分析 

 

model1 model2 model3 model4 model5 model6 model7 model8 model9

b/t b/t b/t b/t b/t b/t b/t b/t b/t

総資産 3.6091 3.6916 3.8483 0.5015 0.5053 0.5202 -0.2412 -0.2634 -0.2812

[2.02]＊＊ [2.11]＊＊ [2.21]＊＊ [2.20]＊＊ [2.27]＊＊ [2.35]＊＊ [-1.29] [-1.44] [-1.54]

ROA 17.7619 17.5051 1.9762 1.9642 -1.4199 -1.3508

[0.93] [0.92] [0.81] [0.81] [-0.71] [-0.68]

引当金 0.1036 0.1008 0.0066 0.0065 -0.0188 -0.0181

[0.52] [0.51] [0.26] [0.26] [-0.90] [-0.87]

経費率 0.1219 0.0057 -0.0328

[0.23] [0.08] [-0.58]

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0

[.] [.] [.] [.] [.] [.] [.] [.] [.]

2004 0.0002 0.0002 0.0002 0 0 0 0 0 0

[2.45]＊＊ [2.45]＊＊ [2.46]＊＊ [2.47]＊＊ [2.47]＊＊ [2.49]＊＊ [-1.50] [-1.47] [-1.46]

2005 0.0002 0.0002 0.0002 0 0 0 0 0 0

[2.83]＊＊＊ [2.82]＊＊＊ [2.90]＊＊＊ [3.29]＊＊＊ [3.30]＊＊＊ [3.41]＊＊＊ [-2.38]＊＊ [-2.33]＊＊ [-2.33]＊＊

2006 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 0 0 0

[0.83] [0.81] [0.78] [2.09]＊＊ [2.09]＊＊ [2.14]＊＊ [-2.49]＊＊ [-2.44]＊＊ [-2.36]＊＊

2007 0.0002 0.0002 0.0002 0 0 0 0 0 0

[3.44]＊＊＊ [3.44]＊＊＊ [3.42]＊＊＊ [4.88]＊＊＊ [4.89]＊＊＊ [4.94]＊＊＊ [-3.68]＊＊＊ [-3.66]＊＊＊ [-3.58]＊＊＊

2008 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 0 0 0

[1.38] [1.36] [1.18] [3.44]＊＊＊ [3.47]＊＊＊ [3.41]＊＊＊ [-4.96]＊＊＊ [-4.93]＊＊＊ [-4.82]＊＊＊

2009 -0.0001 -0.0001 -0.0002 0 0 0 -0.0001 0 0

[-1.43] [-1.47] [-2.04]＊＊ [0.19] [0.18] [-0.15] [-5.78]＊＊＊ [-5.76]＊＊＊ [-5.87]＊＊＊

2010 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 -0.0001 -0.0001 -0.0001

[1.21] [1.19] [1.00] [1.32] [1.33] [1.23] [-6.41]＊＊＊ [-6.41]＊＊＊ [-6.39]＊＊＊

2011 0 0 0 0 0 0 -0.0001 -0.0001 -0.0001

[0.49] [0.46] [0.25] [0.43] [0.43] [0.30] [-5.98]＊＊＊ [-5.97]＊＊＊ [-5.94]＊＊＊

2012 0.0001 0.0001 0.0001 0 0 0 -0.0001 -0.0001 -0.0001

[1.09] [1.07] [0.85] [1.46] [1.47] [1.36] [-6.03]＊＊＊ [-6.03]＊＊＊ [-6.01]＊＊＊

_cons -22.0541 -21.9995 -22.4574 -1.8138 -1.8113 -1.8687 4.0042 3.9895 4.0121

[-1.85]＊ [-1.85]＊ [-1.89]＊ [-1.20] [-1.20] [-1.24] [3.20]＊＊＊ [3.19]＊＊＊ [3.22]＊＊＊

R-squared 0.1236 0.1235 0.1213 0.1394 0.1393 0.1379 0.351 0.3505 0.3487

Adj-R-squared -0.0025 -0.0002 0.0021 0.0155 0.0179 0.021 0.2576 0.2588 0.2604

N 470 470 470 470 470 470 470 470 470

＊ p<0.1, ＊＊ p<0.05, ＊＊＊ p<0.01

売上高経常利益率 一人当たり経常利益 ギアリング比率
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同様に（表７－７）に推定結果が報告されている。 

期待符号と一致して、売上高経常利益率の Model１、Model２、Model３は 5%有意水準

であった。一人当たり経常利益の Model４、Model５、Model６も 5%有意水準であった。

一方、ギアリング比率はマイナス符号であるものの有意水準を保った係数は検出できなか

った。同様に、回帰式の精度を表す自由度修正済決定係数はギアリング比率以外決定力の

弱いものであった。 

結果は、概ね世間の予想が数値となった結果であり地域金融機関の本来的意義からも望

ましい結果であった。地域金融機関の総合的な検出結果は概ね予想の範囲であり総資産は

正の影響を与えていると言えそうである。これは、営業地域の製造業に対し統計上有意に

関係を有することが証明される結果となった。この結果は、中小企業専門金融機関として

の使命を現代においても果たしていると言える。 

もう一点得られたものは、（表７－４）の信用金庫と表７－６の協同組織金融機関の場合

には ROA と引当金も 10%であるが正の符号を示すモデルがある。 

（表７－４）の信用金庫では、ROA が売上高経常利益率の Model１、Model２に 10％。

不良債権に対する引当金が一人当たり経常利益の Model４に 10%の正の有意水準を検出し

ている。又、表７－６の協同組織金融機関では、ROA が売上高経常利益率の Model１、Model

２に 10％。不良債権に対する引当金が一人当たり経常利益の Model４、Model５に 10％を

検出した。 

ROA は事業の効率性と収益性を同時に示す指標として採用したが、協同組織金融機関の

場合には非営利であるが効率性と収益性を同時に兼ね備えることが今以上に必要なのかも

しれない。不良債権引当率を採用した理由は、ロス金額に対する備えであると考えられるこ

とから採用した。しっかり、不良債権に対して引当を積むことが中小企業の経営諸指標を後

押ししていると考えられる。株式会社金融機関の場合に有意水準を検出できなかったのは

担当する企業規模が違うのかもしれない。 

 

第 3 節 小括 

 

日本の金融機関は大別して 2 つの形態に分類できる。全国展開する金融機関と地域に限

定して営業する金融機関である。さらに、設立の起源から、営利目的の金融事業体である株

式会社金融機関と、非営利目的の金融事業体である協同組織金融機関に区分できる。しかし、

この四つの区分はあるものの顧客の求めることは共通している。そして、この地域で営業し、

営利と非営利の二つのグループを含めて地域金融機関と呼ぶ。 

大がかりなデータセットを行い分析に臨んだが総じて説明力の弱い結果となった。しか

し、この調査は変数の予測を重視するものではなく影響の有無の確認（金融機関→中小企業）

が目的であり、説明変数の回帰係数やその係数に対する有意かどうかの検定の結果にも注
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目している。 

地方銀行単体は統計上有意な数値の検出はできなかったが、信用金庫単体では統計上有

意な数値の検出はできた。これは、信用金庫は税制面の優遇制度がある。国税の法人税率は、

銀行は 30%、協同組織金融機関は 22%である。加えて、印紙税、固定資産税、事業税等の

優遇措置もある。このように信用金庫はコスト面で有益な情報生産のために人員を多く配

置することができているのかもしれない。 

地方銀行は、広域化が進み都道府県内の中小企業の業績との関係以上に展開しているこ

とからその関係が見いだせなかったのかもしれない。しかし、地域銀行と協同組織金融機関

が相まって正の関係を有していたことは今後の意思決定に有益であると考える。さらに検

証が必要であることを前置きして、サンプルはこの 10 年間であることを考慮するとこのよ

うに考えた方がよさそうである。 

本章のモデル上の工夫は都道府県単位で金融機関の経営指標を分解し、再度合計の上作

り直したものを利用する点である。 

細部に渡っては、やや相違する結果となったが、地域銀行（株式会社金融機関）も協同組

織金融機関もその活動の中に、わが国の基幹産業である中小製造業の業績を改善させる能

力を有していることが証明された。 

この推計結果にしたがえば、リーマンショック金融危機を経ていることから経済の悪化

とこの仮説の含意は整合的ではない。大前提として地域金融機関の情報生産活動があるこ

とになる。 

中小企業も複数金融機関と取引を行い各金融機関との駆け引きの中で企業の成長をみる。

株式会社金融機関と協同組織金融機関があり、営利セクターと非営利セクター、広域と狭域、

大規模と小規模、さらには攻撃的と保守的、事業性の評価の能力の有無など、その創立の根

拠に捕らわれない営業手法を行うものもある。金融包摂が進んだわが国においては、一行取

引はむしろまれなケースで地域にある複数の金融機関のとの関係が築かれている。 

10 年の期間で長期的に検証する理由は、使命感を持つ金融機関でも監督官庁の施策や金

融ストレスやその後遺症でぶれることは予想に容易い。よってこの期間を検証材料に選定

したのは、平成バブル崩壊からの回復過程からリーマンブラザーズショックを含むからで

ある。これ以上モデルの拡張を行っても、結論の頑健性、本章の結論が質的に変化すること

はないと考えている。 

又、これより後になると地域を超えての合併が進行しており活動の範囲が薄れることに

よるバイアスがさらに増加すると判断した。 

金融界にとって、多くの経営破綻を経験したのち BIS 規制を梃にした不良債権処理が全

ての金融機関を通じて徹底され、金融ビッグバンの名のもとに財政の健全化、規制緩和が

進められた。2003 年以降を調査対象とするのは、リレーションシップバンキングの施策を

採用した時期がこの時であり調査の起点に採用した。第３章の結果からも、その以前は地

域金融機関の活動は中小企業の発展・育成に取り組んでいたかどうか疑問符が付く結果と
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なっているからである。 

不良債権の回収に汗をかく時期が長く続き、結果的に利用者からは貸し剥がしと指摘を

受けた。この時期を経過し中小企業を育成する活動に再度目を向けだした時期であると踏

んでいるからである。 

再掲になるが、着目したいのは 2008 年である。外的要因が大きく在外金融機関だけで

なく地域金融機関を含めた本邦金融機関が大きく資産の毀損を見た時期である。一方、金

融機関がオリジナルな経営を展開する第一歩であり、金融激動期を経てきた結果の集大成

が経営指標に反映されていると見られるからである。この期間を通じて正の関係を有して

いることは本来的意義からも根拠法の観点からも望ましい。 

この結果がすべてを言い尽くせるものではない。100 年に一度の危機の下に保証協会付

き融資が絶え間なく実行された。政策も総動員され中小企業を支えた時期である。 

統計上有意な結果を検出しているものの金融機関の力量だけで中小製造業の財務指標を

上方遷移させているとは考えにくいことも指摘しておく。 

個人事業や零細企業が中小企業や中堅企業に発展し、やがて大企業へと成長して行く過

程に地域金融機関が役割を果たす使命があり、その過程に生まれるエネルギーが、経済発展

の原動力になると考える。 

本章はこのような正の関係の一端を統計的に示せたと考える。そして、堅実性と妥協のな

い地域貢献性との両立を図ることが、今後の地域金融機関経営に求められる。 
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第 8 章 非価格競争力を持つ金融行動  

 

実務を原点とした研究は、理論研究の検討では見えてこない原因、あるいは説明できな

い現象の手がかりになる重要な視点を含むことがある。本章では、アロー、ベッカー、ス

ペンスの理論に依拠して、金利だけの競争に負けない金融機関行動を検証するのが役割で

ある。 

第２章の実務者のアンケートの中で述べられた中小企業に対する意見と地域金融機関自

身への意見のうち最も多く語られた点を集約して引用する。 

それは、中小企業の立場に立った意見としては「金融機関の企業に対するアドバイスは、

過去の出来事に対する説明は上手であるが将来像を語る仕事になると机上の空論になりが

ちである」であった。 

一方、地域金融機関の立場に立った意見としては「データには目に見えるものだけでなく

事実に反することや目に見えないものも存在し真実は隠されているケースが多い」である。 

ではなぜ、将来像は空論になるといわれるのか、空論ではなく地に着いた議論をするには

どのような経験を積んだ「人材」が必要なのか。 

ではなぜ、真実は隠されると言われるのか、中小企業の隠れた真実を見つけ出すにはどの

ような「能力」が必要か。 

地域金融機関が空論ではなく地に着いた議論を行い、相手企業の真実の情報を見つけ出

し、効果的に業務に役立てるにはどのような「品質」が必要なのか。これを三人の研究に依

拠して示すのがこの章の役割である。 

 

第１節 人的資源の確認 ベッカーに依拠して 

 

概念図として示したこの四角形（図８－１）の中には、ある地域金融機関の取引先すべ

ての中小企業が入っていると仮定する。横軸は企業規模を表す。縦軸は金融機関職員の知

識のレベル感を表している。この知識とは既存先企業を担当し貸出審査する知識を想定し

ており情報の非対称性の問題ではない。金融機関職員の知識は既存の顧客から得られる既

知の金融知識である。 

 

地域金融機関職員の中小企業と向き合うための必要な知識の傾向を曲線で表している。

（図８－１の中引かれた）a 近辺から四角形底辺近辺を通過してｂ近辺に引かれた曲線

は、担当企業の貸出審査に必要な知識のレベルを概念的に示したものである。 
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図８－１ 職員経験値と中小企業担当能力のレベル概念図 

 

 

 

a 近辺の企業群は、開業間もない企業や零細な小規模事業であり、既存顧客数も少なく

金融機関職員の経験値が少ない企業群といえる。 

ｂ近辺の企業群は、中小企業の中でも大規模企業であり、経験が少ない技術革新、海外

進出、フィンテック、M&A 業務などの地域金融機関の通常のサービスを超えるものを求

められる。既存顧客数も少なく地域金融機関職員の経験値が少ない企業群といえる。 

これらに比較して四角形底辺近辺にある中規模企業群との取引は豊富な経験が集中して

いると思われる。一定期間取引も行われ、過去データの蓄積ができている。他行からの貸

出金の肩代り（奪い合い）はこのゾーンがターゲットとなっていることがそれを物語って

いる。 

金融機関は、a 近辺から四角形底辺近辺からｂ近辺に引かれた曲線上に、必要な職員を

担当企業の大きさと職員の知識レベルに応じて人的資源を配置する必要がある。全て既存

先ではあるものの、両端の小規模企業や大規模企業は経験値が少ない。それに比べると、

中規模企業は取り扱いが多く経験値も豊富で安心感があると考えられる。 

このように金融機関側も多様な企業群にそれぞれに見合った知識を有する人材を配置す

る必要がある。 

企業規模と担当経験からくる知識の違いだけであれば、主に曲線右側を地方銀行が、曲

線左側を信用金庫が、担当すれば人材的問題は解消されるように思われる。 

しかし、新しいビジネスモデルを目指す小規模企業や地域金融機関の知識を超える投資

案件など最先端を走る大規模企業については過去データや経験値に依存できない。 

中規模企業群は過去データや経験値の利用が可能となる。小規模企業群はリスクプレミ

アムが大きい。大規模企業群はこれに応える人材が少ない。企業数の分布は違うが、曲線

上周辺に沿って多様な中小企業が配列されている。それに応じて地域金融機関も人材の品

ぞろえが必要となる。 
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では、ベッカー的な Human Capital 仮説の概念に当てはめてみて、空論ではなく担当先

中小企業の将来を見据え、成長を支援することができているかを検討してみる。 

1992 年 ノーベル経済学を受賞するベッカーによれば、人的資本を工場のように物理的な

生産手段として捉え、投資（訓練や教育）が可能であり、追加された投資は追加的なアウト

プットを生むとしている。 

ベッカー［1976］によると、多くの労働者は職場で働きながら新しい技能を覚え古い技能

に熟達し生産を高める。生産は費用をかけてのみ向上するとしている。費用の中には、訓練

を受ける者の時間や努力に対する価値、他人から受ける教え「teaching」、訓練に使用する

設備や原材料が含まれると述べている。 

地域金融機関は、中小企業を発展・育成する力量を有する人材になるべく、インプット（追

加的人的投資）がなされてきたのか。これができていないとアウトプット（追加的な能力開

発）することは見込めない。この場合のインプットは中小企業の生産性に直接影響を与える

重要な要素であると考えられる。 

さらに、このインプットを地域在住の職員に行った場合、より大きな成果を得ることにな

ると考えられる。それは、郷土愛的な有形無形の情報を生まれながらに取得していることが

有効に働くと考える。 

地方銀行金融史研究会［1994］は、地方銀行の初期の銀行講座という研修の報告をしてい

る。1957 年に始めた得意先係指導者訓練講座は、日本銀行も大蔵省も賛意を示した。これ

は科学的思考法による預金勧誘技法を教え、従来の地縁・血縁による漫然とした預金勧誘を、

マーケティング的にもセールス技法的にも体系的に訓練するもので行内の研修にカルチャ

ーショックを与え研修熱が燎原の火のごとく広がったとある。 

この後、現在に至るまで多種多様な研修は行われてきたものと考える。しかし、中小企業

数の減少を見ると、疑問の残る結果となっている。地域金融機関は到達すべき人物像が描け

ていないのかもしれない。 

 

第 2 節 情報の非対称性とコアスキル アローに依拠して 

 

営業推進業務で欠かすことのできないのが新規企業の開拓、すなわち新規融資を行い自

身の顧客（資産）に加える行為である。これは地域金融機関の将来の苗床育成であり、事

業継続上の欠かすことのできない重要目標である。 

前節では、関数の被説明変数は人材の持つ能力であり、説明変数は企業の規模と置いて

いた。（図８－２）では情報の非対称性という説明変数を増やすことにする。 

ボックス（図８－２）は、地域金融機関が活動する地区すべての中小企業が入っている

と仮定する。中小企業金融の複雑性の理由の一つに指摘される、情報の非対称性を表すの

が奥行きである。 
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新規先の開拓は既存先の経験上の活動ではカバーしきれない、情報の非対称性を大きく

持った企業群へ進出することを意味する。これは既知の企業群から未知の企業群への進出

することを意味する。実務の職員配置も概ね新規先開拓は経験豊富なベテラン職員を配置

し、既存先の管理担当は新人が行っているケースからも明らかである。 

 

（図８－１）では人材の経験値の有無に着目して分類していた（縦軸）。この経験値と

は蓄積された情報や経験を生かせる部分であるが、新規先の開拓には情報の非対称性の部

分も加味しなければならない（奥行き）。 

 

図８－２ 職員経験値と中小企業取引推進能力のレベル概念図 

 

 

（図表８－２）に加えられた b、b’、c’、c、で囲まれた側面は、情報の非対称性を加え

たものをイメージしている。 

ｂからｃの線近辺は、情報の非対称性が大きく、内面的な妥当性を見きわめる知識が求

められる。ヒト・モノ・カネ的な見方、法人と代表者の連結など、リレーションシップバ

ンキング型などが適しているといえる。 

それに対して、ｂ‘から c’の線近辺は、比較的情報の非対称性が小さく、表面的な妥当性

を見きわめる知識が求められる。提出書類はある程度信頼できることが前提のトランザク

ションバンキング型などが適しているといえる。 

企業規模軸と情報の非対称性軸を同一軸にしていないのは、昨今、大企業であっても格

付けが一変するような事象が発生するとこは珍しくないからである。 

中小企業の全体の規模の格差が大きく多様（横軸）であり、持ち合わせる人材の経験値

の大小（縦軸）があることはすでに述べている（図８－１）。 

 

（図８－２）の曲線は情報の非対称性という軸が加わることにより、ボックス内を通過

する位置が a から四角形底辺近辺から b（図８－１）であったものが、a→底面中心地付近

→b’に移動する。 
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a→底面中心地付近→b’までの曲線上に沿ってどのような企業群が配列されるのかを説明

する。 

a 周辺の企業群は、開業間もない小規模企業群であり、地域金融機関職員の企業担当経

験値が少なく、かつ情報の非対称性が大きな企業のゾーンとなる。 

底面中心地付近の企業群は、中規模企業であり、地域金融機関職員が比較的担当経験豊

富なゾーンであり、情報の非対称性は中程度のゾーンとなる。 

b’周辺の企業群は、大規模企業であり、地域金融機関職員の企業担当経験値が少ない

が、情報の非対称性は比較的小さいゾーンとなる。 

地域金融機関はこの曲線上に新規開拓活動を行うと考えられる。ボックス底面中心地に

進出することになる。経験値がある中規模企業群に向かい、その後 b’の方向へ向かう。す

なわち大規模企業群で経験値は小さいが情報の非対称性が比較的低いと予想されるからで

ある。 

営業推進としてはこの企業群を目指すが、金融機関の人材の経験値により全方向に向か

うことは可能である。しかし、a’には向かわないで b’に向かうのが一般的と考えられる。

経験が少なく、小規模企業群、情報の非対称性が低いよりは、大規模企業群（b’近辺）に

向かうと思われる。現在は効率性の面からもそのようになっていると思われる。 

そして、中小企業の配列に応じた人材を配置する必要がある。（図８－１）よりも（図

８－２）の方が曲線の長さが増加する分(a を始点として、ｂから b’へ目指す方向が移

動)、それに適した人材数も必要となり、与信判断、審査手法、経験年数が求められること

になる。 

アロー的な filtering 仮説の概念を当てはめると、成長ポテンシャルをもった中小企業を

選抜し成長資金を与えているかどうか。真実が隠されないようにするにはどのような能力

を持てばいいのか。 

情報の非対称性を最初に指摘したのは、アメリカの理論経済学者ケネス・アローである。 

アローは 1963 年にアメリカの経済学会誌「アメリカン・エコノミック・レビュー」におい

て“Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care”（医療の不確実性と厚生経済

学）」Arrow［1963］という論文を発表。 

続いて、情報の非対称性という用語は、アメリカの理論経済学者ジョージ・アカロフが

1970 年に発表した論文 “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market 

Mechanism” Akerlof［1970］で初めて登場した。 

アカロフのレモン市場に倣ってこの論文を金融機関と中小企業の例に置き換えると、取

引開始前の情報の非対称性は「逆選択」の問題を引き起し、取引開始後の情報の非対称性は

「モラル・ハザード」を引き起こすこととなる。 

情報の非対称性が中小企業金融市場にもたらす影響は、金融機関がデフォルトしない企

業とデフォルトしやすい企業を選別するのが困難な中小企業融資の市場では、デフォルト

しない企業であってもデフォルトしやすい企業と同じ扱いをしてしまい、デフォルトしな
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い企業は中小企業金融マーケットに存在しなくなる（資金調達できなくなる）傾向があると

表現できる。すなわち「逆選択」である。 

これを金融機関と中小企業の間における情報の非対称性が存在する（中小企業のみが欠

点を知り、金融機関側は欠点を知る術がない）問題となるといえる。 

もう一方の問題は、「モラル･ハザード」である。金融機関の貸出し実行後に、中小企業に

規律の緩みが生まれてリスキーな投資を行ない倒産してしまう行動を指す。経済学では、こ

うした行動規範の緩みを「モラル･ハザード」と表現する。  

 アローの情報の非対称性は多くの分野で語られ地域金融機関の企業管理のバイブル的存

在となっている。これに対する有効な方法も示されている。 

World Bank［1989］でも、金融システムは、近代経済に不可欠なサービスを提供し借り

手の活動を監視することにより金融仲介機関は資源使用の効率を高めるとしている。これ

は、定期的に面談できる体制作りが重要な要素であると思われる。 

リーマンショックの後、金融工学は万死に値すると言われたこともあったが、Altman

［1968］の企業倒産分析モデルは現在の金融機関でベーシックに用いられる判別分析を利

用した手法である。これは納得性とアウトラインを観察するツールとして活躍している。こ

の両方の審査体制が重要と認識されている。 

顧客情報を得る手法は、第二地銀の相互掛金であれ、信用金庫の定期積金であれ、職員の

レベルを問わずに定期的に多くの対象先とコンタクトできる機会を作り上げて、反復面談

が可能な状況下に置く戦略は、情報の非対称性克服には効果がある営業戦略であった。 

 

第３節 品質のメッセージ スペンスに依拠して 

 

中小企業は地域金融機関の品質（中小企業を向上させる）を正確に把握できない。そのた

め、地域金融機関も自分がどれだけ優秀であるかを積極的に知らせる努力と説明資料が必

要である。 

澤木［2014］によると、シグナリングとは不完備情報下で私的情報を持つプレーヤが先に

行動をとることを指す。この行動は私的情報について何らかの情報を明らかにしうるため

メッセージ（message）と呼ばれる。 

情報の非対称性を伴ったビジネスフィールドにおいて、情報を保有している側が、情報を

持たない側にその情報を開示するような行動をとることをさす。 

ここでは、スペンス的な signaling 仮説に当てはめ、地域金融機関がその行動そのものに

よって、論より証拠、言葉より行動という意味で、情報生産を行うことで、担当先企業の成

長を間接的に支援するという品質のあり方を概観する。 

2001 年のノーベル経済学賞を受賞しているマイケル・スペンスの「シグナリング理論」

では、学歴競争を理論的に分析し、教育は個人の能力を他人に知らせる「信号（シグナル）」
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と位置付けられている。 

金融機関の品質の良いシグナルを示している例としては、鈴木・竹内［1983］で当時の

三菱銀行の審査手法を解説している。貸出政策の決定（本店・本部レベル）、貸出方針の

策定（営業店レベル）、実際の運用は、安全性、収益性、成長性、流動性、公共性の５原

則が判断基準とされる。しかし、すべて充足する貸付は現実には容易ではなく、さらに各

金融機関の競争激化の中での取引開拓、深耕という要因も影響して矛盾が生じる。 

1980 年代の審査を取り上げているが、このような場合、長期的観点からいずれの原則に

重点を置く与信採上げであるかを明確にし、社会環境の変化にも柔軟に適応し、各原則相

互間の調和を図っていくことが必要であるとしている。 

日本銀行［1997］では、与信の入口での「貸す、貸さない」の判断と、出口での「正常債

権か、要償却債権か」という判断だけではないと述べたうえで、その中間段階で、与信内容

を１本ごとだけでなく、全体をポートフォリオとしても眺め、その質的な変化やリスク集中

状況を定期的にモニターする体制の必要性を解説している。これらは、外部への発信してい

るところからもその時代の金融機関の品質の例を示しているといえる。 

一方、悪いシグナルとしては、日本振興銀行や新銀行東京など姿を消す金融機関との取引

機会に至ったことや、貸し剥がしといわれる現象もこれに該当するであろう。これらは取引

した中小企業にとって不運としか言いようがない。 

通常、地域金融機関の場合の品質シグナルの発信元は直接の担当者であると思われるが、

中小企業は金融機関の個々の実力を正確に把握しがたい。そのため、金融機関は自分がどれ

だけ優秀であるかを積極的に知らせなければならない。そのとき、最も効果的な手段が中小

企業を発展に導いたという具体的数値の公開である。これは当該金融機関の品質を顧客に

知らせる信号（シグナル）といえる。 

中小企業が取引を始める前に得たい情報とは、企業経営を上方へ導く能力を有するか、そ

の意欲はどうか、といった極めてシンプルで普遍的なものである。あまり例外はない。しか

し、この情報は入手困難に等しい。これでは中小企業側は選択肢を持ちえない。これに代わ

る新しいシグナルが必要である。 

企業が金融機関の質によって取引を判断することは合理的である。また金融機関も高品

質を示すことによって自行庫の優秀さを示せるため対価を受け取ることができる。 

地域金融機関がその意思決定から導かれる行動により担当先企業の成長を間接的に支援

しているかどうかを示すことが求められる。 

地域金融機関が地域の中小企業者に対し、課題解決型の意思決定を行う時は、世代を越

えて交流があることから、それ以外の金融機関に比べて有効情報が入手できる体制が整っ

ている。これが地域金融機関の強みである。中小企業金融においては継続的関係が重視さ

れる。加えて、貸出された資金も時には世代を超えて返済されるケースもあり中小企業と

の信頼関係が何より優先する。地域金融機関の場合は地域の一員であり債権譲渡や売却が

ないことが前提と理解されている。スペンスのいうシグナリングは地域金融機関の品質の
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説明といえる。 

 

第 4 節 小括 

 

本章は、地域金融機関の現場を再現し、ベッカー、アロー、スペンス、に依拠して、自

信を持って公表すべき行動基準を示そうとしている。価格（金利）だけの競争ではなく高

品質な金融行動の基本的性格と質的特徴を示した。これは後ほど述べる測定すべき、品質

を整理したといえる。再掲すると、人的資源と正しいインプット、情報の非対称性を乗り

越えるコアスキル、そして、企業価値である品質である。この三つは測定できる。なぜな

ら顧客の繁栄を目的にしているから前年からの繁栄を測定すればいいだけである。しか

し、現在のところこれらを数値化して測定することはできていない。 

再度整理すると、立方体の縦軸は人的資源（人材）、横軸は中小企業（規模）、奥行きは

能力（情報を対称性にする）、曲線は品質（地域金融機関の）といえる。 

ボックスが大きい場合は比較的大きな都市部にある金融機関であり、小さなボックスで

あれば地方都市にある金融機関を表している。スペンスのシグナリング効果はボックスの

大きさではなく密度である。この曲線が太ければボックス内を担当する人材が多くいる。  

また、長ければ守備範囲が大規模企業から新規企業まで担当できるといえる。その中に

人材配置する箇所に引かれた線の太さがベッカーのいう金融機関の品質であるといえる。

太い部分と細い部分が一つの線になって連結していく、これを繰り返すことにより品質が

高められる。このボックス内を隙間なく担当管理できることがスペンスのいう良質なシグ

ナリングである。 

嬉しいことに、ボックスが担当地区と仮定すると、地域企業群はこのボックスの中に入

っておりシグナリングを入手することは容易であろう（図８－２）。 

ボックスの曲線状に限られた人材をその能力に応じて配置することになる。中小企業の

規模は 1 人から 300 人までの幅広い。中小企業群（横軸）を担当する中で、人材（縦軸）

と能力（奥行き）を組み合わせ、顧客に応えるだけの品質に仕上げるのは容易いことでは

ない。 

中小企業が地域金融機関と取引を始める前段階で得たい情報とは取引を開始して自身の

経営企業を発展に導いてくれるかである。 

金融機関の品質を直接監視できないときには、その情報と関係の強い観察可能なものを

そのシグナルとして利用することになる。例えば生産性が高い金融機関に費用を払うのは

合理的であり、金融機関にとっても能力のシグナルを示すための手立てをとるのが合理的

な行動となる。シグナリング理論を金融機関と中小企業の関係に置き換えると、上記観察可

能物は、金融機関能力を中小企業に知らせる信号（シグナル）に該当する。 
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第９章 新指標の認識と管理会計の視点 

 

現時点で新指標に近接する概念がないかを探る。そして、管理会計の理論的根拠に依拠し

て整理を行うのがこの章の担当である。 
 

第１節 新指標の認識 

 

金融界を取り巻く多くの規制やルールの中で、本論で取り上げようとする経営を指導す

る能力の測定やその品質の保証に対する認識を持っている部門はあるのだろうか。 

「顧客企業の発展」に直結した金融機関評価指標に近い考えがあるのか、IFRS18、バーゼ

ル合意19、企業会計原則、財務会計の概念フレームワーク、監督指針などを概観してみる。 

まず、IFRS の IAS37 号（偶発債務・引当金基準）についての秋葉［2016］による見解で

は、現在の債務には（present obligation）二つある。一つ目は、法的債務（legal obligation）

である。二つ目は、推定的債務（Constructive obligation)で、過去に確立された実務慣行、

公表されている政策、極めて明確な最近の文書で、企業がある外部者に対しある責任を受諾

することを表明しており、かつその結果、企業はこれらの責任を果たすであろうという正当

な期待（valid expectation）を外部者に生み出している場合としている。 

このように、IFRS では詳細に道義的責任債務（Constructive obligation)を定義している。

現在 IFRS は日本の企業の 100 社程度が採用しているが金融機関の名前は存在しない。 

次に、バーゼルⅠ、Ⅱ、Ⅲには新指標に通じる概念はない。さらに、日本の企業会計の中

心的存在である企業会計原則20では認識していない。続いて、財務会計の概念フレームワー

ク企業会計基準委員会の財務会計の概念フレームワーク21には企業情報は多様な使い方が

あるとされており事実の開示を求めている。では、監督官庁がどのように認識しているか該

当しそうな監督指針を調べる。2003 年「リレーションシップバンキングの機能強化に向け

て」の「地域貢献についての情報開示及び評価による地域経済の活性化」には、地域におけ

る融資の実態等、地域貢献の取組みに関する情報を金融機関が自主的に地域社会に提供す

ることを求めることが有効であるとしたうえで、利用者の立場から評価する際に活用でき

                                                      

18「国際財務報告基準」IFRS （International Financial Reporting Standards）は民間機関である「国際会計

基準審議会」IASB（International Accounting Standards Board）が求める会計基準である。 

19 バーゼル合意 国際決済銀行（Bank for International Settlement）（BIS 規制）」（通称バーゼル 1）

1988 年に公表された、銀行の自己資本比率に関する規制。 

20 1949 年に企業会計制度対策調査会が公表した会計基準。 

21 公益財団法人財務会計基準機構 企業会計基準委員会 討議資料 財務会計の概念フレームワーク 2006 

年 12 月 



85 

 

るとしている。 

近年の金融庁監督指針 2016 年（平成 28 年 6 月）によると、地域金融機関との関係を単

なる金利の高低で計るのではなく、金融仲介機能が期待できることを積極的かつ具体的に

情報発信していくことが重要としている。職員のモチベーションの向上、コンサルティング

機能の発揮、地域の面的再生に関する取組みを業務上の評価（営業店の評価を含む）に反映

するよう求めている。 

リーマンショック金融危機の後に世界的な取り決めがなされている。それは、報酬の体系

とリスクとの整合性で報酬を先送りする内容となっている。上級幹部およびその他の従業

員に対して、報酬の相当部分は業績に連動した変動報酬とし支払いが一定期間繰り延べら

れる。繰延期間は３年間を下回るべきではないとしてうえで、会社に負の貢献があった場合

取り戻すことができるとしている22。最後に CSR や ESG 投資の指数の中にも同様の考えが

盛り込まれている。 

ハート［2014］は、法秩序は、道徳ないし正義と一定の仕方で適合している。法秩序に服

従すべき道徳的責務があるといった信念に支えられなければならない命題であるとしてい

る。 

新指標の概念が含まれると思われる記述がいくつか見られたが、普遍的会計問題ではな

く、金融商品関連の会計基準で見つけることはできない。日本の場合は道徳的責務と考えら

れており明記がないのかもしれない。 

 

第２節 管理会計の視点 

 

企業価値の意味するところは多様である。経済的企業価値は企業や株主に帰属する。ここ

では社会的企業価値に着目する。この戦略が本当の意味の企業価値最大化を達成できるか

を問いなおす。 

金融機関の企業価値評価を計るストックベースの PBR、フローベースの DCF 法や配当

割引きモデルを尊重したうえで、これ以外の評価の仕方を管理会計の理論的枠組みより考

察する。 

谷守他［2002］によれば、邦銀の管理会計は大正 15 年大阪銀行集会所の懸賞入選文集で

銀行の原価計算に関する研究所が発刊されたものとされている。 

杉山［2007］では、企業価値の視点から銀行業を考察している。銀行業の株主価値経営へ

のシフトは、基本的には望ましい方向性であるとしたうえで、企業価値経営の時代を迎え多

くの金融機関では、銀行取引を通じて確保できる純利益を算出・管理する仕組みが整ったと

                                                      

22 G20 財務大臣およびガバナーによる、ピッツバーグサミットのコーポレートガバナンス改革に関する

具体的な提案。FSB（金融安定理事会）の「健全な報酬慣行に関する原則」実施基準 2009 年 9 月 25 日  
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している。 

第３章でも紹介したように、1999 年前後から不良債権処理を行う過程で企業を見るもの

さしが変わり、地域金融の現場もそれまでの伝統的な銀行経営手法の変更を余儀なくされ

た。それは、収益主義、顧客別管理、RAROC、EVA などを取り入れることになった。「リ

レーションシップバンキングの機能強化に向けて」（2003 年 3 月金融審議会）の発表に促さ

れるように、BSC（バランス・スコアカード）の導入を行う金融機関も散見された。 

BSC には、財務指標、顧客満足、内部プロセス、および組織の学習能力、改善能力として

いる。しかし、地域金融機関が BSC の考えに依拠して行動を洗い直すと現状で十分なのか

疑問点も残る。 

谷他［2010］によると BSC の提唱以来、企業業績が財務的数値だけではなく、非財務的

指標であるその他の定量的指標や定性的要因の代理指標によってもあらわされるという認

識が広まっているとしている。 

さらに、何を持って企業業績が上がったと考えるかに関しては、何を基準として上がった

のかが問題となる。自社の過去業績や同業他社の業績に限定されないとしている。 

BSC は多元的業績評価である。特徴の一つ目は、将来の業績向上をもたらす非財務的尺

度を併用することによって財務的尺度を補強している。二つ目は、異なる視点間の業績尺度

を独立させたのではなく、それぞれの原因と結果という因果関係で結合させている点であ

るとしている。これは次章で述べる新指標と親和的な考え方である。 

三つの文献とロビン・クーパーの理論を紹介する。 

小林・伊藤他［2017］は、管理会計情報の要件は有用性（relevance）であり、これは経営

管理者の情報ニーズと提供される情報との適合性を意味するとしている。金融機関経営者

は中小企業の財務数値の推移を絶えず検証分析して全体を把握する必要があるとしている。 

伊藤［2014］は、自社が置かれている状況把握は、産業内の自社の地位といったミクロの

視点も含むとしている。 

マッキンゼー・アンド・カンパニー他［2016a］は、企業は株主価値の創造に注力するの

ではなく、顧客や従業員、地域社会といった広いステークホルダーのことも考慮すべきとし

ている。まとめると、全体を把握する必要性、自社の地位、広いステークホルダーの考慮、

が述べられている。これは外部から自社を見るという考えがベースにある。 

一方、ロビン・クーパー他［2000］では、競争に勝ち残る三つの製品特性を掲げている。

すなわち、性能、品質、価格である。この製品特性を筆者なりに地域金融機関の行動に置き

換えると次のように表せる。性能とは、「顧客企業の発展」に対して促進する性能を有して

いるか否か。品質とは、「顧客企業の発展」の度合が確認できる。価格とは、「顧客企業の発

展」の対価としての金利（調達コスト＋リスクプレミアム＋経費に含める貸出金以外の有益

な経営上のアドバイス）である。 

紹介した文献 3 点とロビン・クーパーの三つの製品特性は、筆者が提案しようとする新

指標も、自身の行動の評価に含まれるが直接的には外部からの評価を意味している。 
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さらに、ロビン・クーパー他［2000］は、これは日本的システムであると述べたうえで地

域金融機関に示唆的な見解を示している。 

それは、企業連携のコスト管理は、協働的な努力によりコストを低減する方法をみつける

こととしている。バイヤーとサプライヤーの関係は、相互依存、信頼、幅広い情報の共有を

挙げ、「どこの企業も自分自身のことを考える」状況を良いと信じるアプローチでは企業連

携のコスト管理にはならない。 

利益の共有は参加企業の力量に関係なく、弱い企業は利益が配分されないと協働しよう

とはしない。強い企業は、企業連携のコスト管理を行うネットワークの能力を維持すること

が自社の利益のためになると信じなければ、こうした「利他主義的」な考えかた、すなわち

追加利益の配分を進んで受け入れようとはしない。 

地域金融機関を資金のサプライヤー、ネットワークを地域と考えると相通じるものがあ

る。製品は作らないが資金提供とプラスαの活動ですべてのチェーン企業に関わっている。

こう考えると地域金融機関の活動評価はどうすればいいのか自ずと見えてくる。 

新指標作成の概念を管理会計の視点から考察した。理屈的には、自身の活動内容の表明を

持って、顧客への貢献を説明するのには無理がある。又、政策的には、何のために活動して

いるかというと顧客企業の発展であるにもかかわらず、この部分を包摂する指標が存在し

なかった。 

現在の日本の金融機関の評価法は結果指標からは BS、PL をはじめとする財務指標であ

る。これらは利益の指標であり、投資家向け、短期思考になりがちである。一方、プロセス

指標は、非財務指標である BSC をはじめとする顧客満足度など利用者向けであるあると考

えられる。 

一方で、金融機関の活動によって産出される生産物と生産量をどのように捉えるかを述

べているものに粕谷［1993］がある。銀行の生産量が何を指標として図りえるかという問題

は他の産業ほど容易ではない。銀行の提供するものはサービスであり、その点で生産物は基

本的に無形のものだからであるとしている。 

地域金融機関が顧客の財務数値を検証して顧客企業と取引をしているのにもかかわらず、

この結果に対しては第三者的見方になっているのではないか。地域金融機関自身の活動と

顧客業績との因果を認めたうえで、その成果物の一つとして評価する必要があるというの

が筆者の見解である。BSC の指摘するように地域金融機関の援助的な活動が原因で企業財

務の向上が結果となる。 
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第 10 章 新指標の起案  

 

今日の地域金融機関は、中小企業の資金供給者としての役割にとどまらず、顧客企業のガ

バナンスの一翼を担う存在として、経営アドバイスやリスクマネジメントを支援すること

で、そうではない場合と比べて顧客企業の成長可能性を高めることが期待されている。 

このような考え方に立脚するならば、地域金融機関の「評価」は顧客企業の発展にどれだ

け貢献したかによって行われるのが自然である。 

しかし、現在一般に用いられている地域金融機関の主要評価指標には「顧客企業の発展」

を直接反映したような指標は含まれていない。 

そこで本章では地域金融機関の財務データではなく、「顧客企業の財務データ」に基づい

た地域金融機関の評価指標の開発を行う。北村［2011］は、会計が事業の実態を映し出す鏡

であるなら、その鏡は実態をありのままに正確に映し出さなければならない。もしそうでな

いのなら、今までの指標を乗り越えていく必要性があると述べている。 

自己的な金融機関と無知な利用者が存在すると企業発展の障害は継続する。金融機関向

け新指標はメモ用紙一枚に書けるようなシンプルな基本原理を想定している。 

 

第１節 新指標の概念整理 

 

平成 28 年６月、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」によれば、地域金融機関

の評価指標としてとくに財務の健全性に関する指標が重要であり、それらは次の 6 項目に

よって評価されるとある。 

１．自己資本（早期是正措置）、 

２．統合的なリスク管理、 

３．収益性、 

４．信用リスク、 

５．市場リスク、 

６．流動性リスク（国際統一基準行は、バーゼル銀行監督委員会「バーゼル III」

（2010 年 12 月）の対応） 

「３．収益性」については、業務純益、経常利益、当期利益等の量的指標、及び、利鞘、Ｒ

ＯＡ、ＲＯＥ、ＯＨＲ等の効率を表す指標等を参考にするとあり、これらは金融機関の事業

継続上必要な指標として最も重視されている。 

しかし、これらは「顧客企業の発展」と直結した指標ではなく、地域金融機関の財務デー

タに基づく指標である。地域金融機関の（短期的）財務業績と、顧客企業の長期的な発展と

の間には、トレードオフが存在する。例えば、地域金融機関の（短期的）財務業績は、（客
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観的）リスクに応じたリターンとして金利水準を弾力的に変更することで向上させること

ができる。しかし、それは顧客企業にとっては長期的な成長資金の一部が失われることにつ

ながる。このようなトレードオフ関係に関する地域金融機関の意思決定の影響を反映した

ものが地域金融機関の財務データである。 

様々な因果関係が総合された結果数値である財務データからは、顧客企業と共に発展し

た金融機関と、言い方はよくないが顧客企業を犠牲にして高い収益性や財務健全性を誇る

金融機関を区別することが難しい。現状の主要評価指標は、「顧客企業の発展」を地域金融

機関の存在意義とする考え方を直接反映したものとはなっていない。これが本章の基本的

な問題意識である。 

では、どのような指標であれば、地域金融機関の存在意義を直接反映したものとなるので

あろうか。地域金融機関の財務データに基づく現状の指標は、総合された(aggregated)指標

であり、その一部として間接的に顧客企業の発展が反映されている。そこで、何らかの形で、

それを分解（disaggregate）して、顧客企業の発展に関わる部分をとり出し、現在利用され

ている指標を補完するような指標を開発する必要がある。これが本章の取り組む課題であ

る。 

この課題に取り組むため、本章では地域金融機関の意思決定について次のような想定を

おいた。「顧客企業の発展」を存在意義とする地域金融機関は、顧客企業の成長性とリスク

を検討し金利水準を決定し与信を行う。その意思決定が正しい場合、顧客企業が成長するこ

とで、当該地域金融機関の財務業績も向上する。ただし、前述のように事前の意思決定だけ

でなく、与信後に行う経営アドバイスなどによって、顧客企業のリスクを軽減し成長可能性

を高め、ひいては地域金融機関の財務業績の向上も期待できる。 

この想定に立てば、結果指標である地域金融機関の財務業績の手前に、リーディングイン

ディケーターとして顧客企業の財務業績が位置づけられることになる。地域金融機関の財

務業績を機械的に分解するのではなく、意思決定・行動・成果という因果関係にもとづく経

営プロセスに着目して、原点回帰をはかろうというのが本章のアプローチである。「顧客企

業の財務業績」というリーディングインディケーターは、地域金融機関の存在意義である

「顧客の成長」と直結した指標という性質を持っている。結果指標ではなくプロセス指標を

取り出すため、地域金融機関の財務データではなく、顧客企業の財務データを利用した指標

を開発する。このような考え方に基づいて、本章では「顧客企業の財務データ」に基づいた

地域金融機関の評価指標の開発を行う。 

前章までで、地域金融機関の活動が顧客企業の財務業績とどのような関係を持っている

か定性的、定量的に分析することで、本章の基本的考え方の妥当性を確認した。これで、顧

客企業の財務データに基づいた金融機関の評価指標の開発を行う環境が整った。それは、顧

客企業の財務業績が向上している地域金融機関が高く評価されることを示す指標の開発で

ある。 

では、どのような指標を採用すると「顧客業績の発展」を捕捉できるのであろうか。言い
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換えると、地域金融機関は、中小企業の財務指標を上方遷移させているのか、企業発展に貢

献しているかである。残念ながら現在の指標ではこれらが評価しきれていないと思われる。  

 

第２節 測定するものは何か？ 

 

地域金融活動を代弁すると思われる言葉に次のようなものがある。裾野金融、貸すも親切

貸さぬも親切、草の根金融、金融の民主化、人間味のある金融機関、特別なコミュニケーシ

ョンを有する、お金以上のものを提供している、金融の人間性復活、愛のある金融、企業活

動を失敗させない指導金融。これらはどのようなものを指し、どのような結果を導くのであ

ろうか。誰もが理解可能な証明をしようとすると、従来の経営指標に加えて本章で示す新指

標が近似値になるのではないか。 

青木・奥野［1996］では、メインバンクシステムとは、企業・銀行間での金融・情報・経

営における多元的な関係としている。注意点として最大貸出銀行を指すのではないとして

いる。 

続いて、企業モニタリングの 3 段階を示している。事前的モニタリングは、プロジェクト

評価、信用分析、情報の非対称性の問題を回避する。 

次に中間的モニタリングは、経営活動の監視し、投資資金が有効に使われているのかをチ

ェックしモラルハザードを防止する。 

最後に事後的モニタリングは、財務状況の識別、状況に応じた懲罰的活動を支持している。

企業が財務困難に陥れば懲罰的措置をとることで、企業経営者の投資判断や投資実行時に

実質的影響を与えるとしている。 

逆の見方として加納［2006］は、全国 47 都道府県から中小企業を抽出し、1980 年～1990

年、および 1990 年～2000 年の期間についてメインバンクの変更の有無を調査している。

その結果は、成長性が高く、操業年数が短く、企業規模が小さく、メインバンクのパフォー

マンスが低く、取引銀行数が多く、当該地域の銀行間競争が激しいという特徴をもった中小

企業がメインバンクを変更する傾向にあることを確認している。 

青木・奥野［1996］と加納［2006］は角度を変えた同じ指摘である。前者は発展・育成に

望まれる行動であり、後者は望まれない行動により資産を失う結果を招いた。これを測定し

ようというのが本章の提案である。 

又、鹿野［2013］は、金融業は情報の生産を社会的組織によって行っているとしている。

堀江［2008］は、金融機関は他の産業に比べその商品が極めて類似しているとして、サービ

ス及び組織構造の同一性が強い旨を述べている。すなわち評価基準が作りやすいともいえ

る。 

地域金融機関はその目的が活動の基本的な性格を決定している。広域金融機関も狭域金

融機関も、株式会社金融機関も協同組織金融機関も、時代の変遷や環境の変化を超えた普遍
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的な目的を持つ訳ではない。実体経済（中小企業の育成）からの要望に答えることにより決

定付けられるのであり、自然発生的に決まるとは考えにくい。 

中小企業の発展と中小企業金融との間には様々な相互作用が存在する。この相互作用を

証明する上で、定量的、定性的の両面で研究がなされているものの決定打を欠く。しかし、

相互作用があると理解されている点も見落とせない。 

これを前提として、中小企業の育成を行う力量があるのかを考察する。企業財務指標と金

融機関のパフォーマンスが関係あるからと言って育成する力を有しているとの証明にはな

らない。なぜなら、資金を提供する先のパフォーマンスによって初めから決められているこ

とが考えられるからである。 

（図１０－１）は、銀行の力量は企業を選別する力量である。銀行は現在までのパフォー

マンスが良く今後も発展が見込める企業 x を探し当てる力がある。それを探し出せると、銀

行も一定の収益を上げられる。選別に失敗しパフォーマンスが悪く今後も発展が見込めに

くい企業 y を探し当ててしまうと、銀行は収益の一部を失うことになる。 

 

図１０－１選別力概念図          図１０－２育成力概念図 

    

 

（図１０－２）は、銀行の力量によって企業を向上させることもできれば、その逆もある

という考えである。企業を育成できる力量を持つ銀行 a は企業群の中で金融活動を行い、自

身の力量に応じて、一見すると成長しそうにない企業も成長に導く。企業を育成できる力量

を持たない銀行 b は、金融活動を行うものの自分自身の活動の効用として企業を取引開始

時点より成長させることはできない。 

企業 x と取引する金融機関も金融機関 a と取引する企業のどちらのケースも良好な内容

の中小企業と取引をしている金融機関になる。しかし、内容が違う。初めから良好な中小

企業を探し当てた金融機関と、初めは良好ではない中小企業を自身の協力の下で財務指標

を上方遷移させた金融機関である。 

このどちらもが外見的に企業が成長したように見える。しかし、単年度の金融機関の評

価指標はどちらのケースも同じ評価となる。新指標に基づくと（図１０－２）の場合が評

価されなければならない。 

これがひとまとめに地域金融機関の活動としてとらえられているのではないか。又、当事
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者も誤った認識でいるのではないか。 

整理すると、貸出先を選別する力を有するものと貸出先を育成する力を有するものの二

つに分かれる。どちらも企業に資金を提供する活動であるがその内容と効果は全く違う。 

ここで一つの仮定をする。自行庫の全取引企業の売上高経常利益率とわが国の全中小企

業の売上高経常利益率の平均を比較することを想定する。この差分はこの金融機関の品質

といえるかもしれない。 

 

次にステップに従って品質を洗い出す。 

 

表１０－１ 全国平均値との単純乖離 

ステップ１  

上方…いい企業を探す審査能力がある。結果的にいい企業しか取引を行わない。 

下方…いい企業を探す審査能力がない。悪い企業を探してしまう。審査能力が劣る 

 

（表１０－１）では、育成力の確認は難しい。単年度比較で確認できる限界である。 

 

表１０－２ 経年的比較のタイプ別選別力仕訳 

ステップ２  

中小企業全国平均値と一定の乖離を保ち長期的に上方に位置する…選別力あり。 

中小企業全国平均値と一定の乖離を保ち長期的に下方に位置する…選別力なし。 

 

（表１０－２）でも、選別力のある金融機関は判定できるが育成している力量までは測定

できない。 

 

表１０－３ 経年的比較のタイプ別育成力仕訳 

ステップ３  

新指標が一定期間を経過するにつれ上方に遷移していく…育成する力あり。 

新指標が一定期間を経過するにつれ下方に遷移していく…育成する力なし。 

 

ステップ３の上段（表１０－３）では、たとえ金融機関取引のスタート時期は全国平均以

下でも、該当金融機関と取引することにより経営諸指標が上方遷移している場合は育成力

があると判断できる。 

実際、どうすれば育成できるのかはさておき、この力量の測定は可能となった。新指標に

基づき経年比較を行うと初めは全国平均以下であっても金融機関の育成力量により中小企

業の経営指標の上方遷移が見られるようになる。例え結果的に全国平均以下にあっても、経
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営諸指標の上方遷移が全国平均より上であれば大いに評価できる。これが企業を育成する

ことが可能な金融機関といえる。 

再度まとめるとこうである。新指標とは、当該金融機関の担当する中小企業の経営指標の

平均値と全国の中小企業の経営指標の平均の差分と定義付けられている。これは全国平均

との差異の強弱で、かつ上方へ導いている金融機関の評価するものである。 

 

第 3 節 新指標のモデル式23の開発 

 

第 4 章の統計調査から一定の条件下で全国的に正の関係を有していることを確認した。

この関係性を金融機関の検証ツールに発展させたいのが狙いである。 

金融機関から貸出が行われ、中小企業で利用され、その収益の一部が利払いという形で金

融機関に戻ってくる。この利息収入が金融機関の売上である。これが今までの結果指標の出

発点である。もちろんのことであるがこの利益を否定するものではない。金融機関の貸出及

び貸出に付随する業務と中小企業の業績指標に因果関係があるので、中小企業側を見よう

というのが本章の考えである。 

わかりやすくするために金融機関の評価指標をモデル式で表すと次のようになる。 

 

P は中小企業の経営指標、ｉ、ｊは企業の識別情報、ｎは、対象金融機関と取引のある全

ての企業の数、ｍは、全国の企業の数に相当する。t は決算期である。Ｐ（ｉ，ｔ）、Ｐ（ｊ，

ｔ）は企業ｉ、ｊの決算期ｔにおける経営指標、ＩＮ（Ｐ，ｔ）は、決算期ｔにおける経営

指標Ｐに関する評価指数。 
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式１０－１の右辺第一項の  


n

i

tiP
n 1

,
1

 は、当該金融機関が担当する全ての中小企業

の経営指標の平均であり、右辺第二項の  


m

j

tjP
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,
1

 は、全国の中小企業の経営指標の

平均である。 

（式１０－１）は、当該金融機関の担当先（取引先）中小企業の経営指標の平均と全国中

小企業の経営指標と比べることを想定している。新指標は担当先企業の財務指標の改善度

                                                      
23筆者は Intelligence Bank index (ⅰBank index )と名前を付した。 
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合いに応じた評価基準とするのが仕組みである。これは、企業の経営指標の数値の全国平均

値からのずれ量を示す。 

すなわち、（図１０－１）で表したことをモデル式に表していると言える。育成力の判定

は困難で選別力だけは確認できるケースである。 

 経営指標として流動比率を採用した場合、評価指数がプラスの場合、対象金融機関は概ね

資産の安定した企業と取引していると言える。一方、評価指数がマイナスの場合、概ね資産

の不安定な企業と取引していると言える。 

ある１つの決算期ｔにおける評価指数を算出する例について説明した。しかし、ここから

は地域金融機関が中小企業経営にサポートしたのかどうかは確認できない。 

 

次に、評価指数の変化率を示す指数変化率を算出することを検討するために（式１０－２）

を準備した。これを利用すると企業の発展・育成の力量のある金融機関を評価することが可

能となる。 

 

 
 1,

)1,(2,
)2,1,(

tPIN

tPINtPIN
ttPIN


 ・・・（式１０－２）  

 

 

ＩＮ（Ｐ，ｔ２）は、決算期ｔ２における経営指標Ｐに関する評価指数である。ＩＮ（Ｐ，

ｔ１）は、決算期ｔ１における経営指標Ｐに関する評価指数である。そして、△ＩＮ（Ｐ，

ｔ１，ｔ２）は、決算期ｔ２における評価指数ｔ１の変化率を示す。 

 

指数変化率がプラスに大きい金融機関ほど企業の経営指標を向上させる力がある。いわ

ゆる目利き力のある金融機関であると判定するように工夫している。これは、対象金融機関

の取引先の企業の発展・育成への貢献度を定量的に示す評価指数であり、対象金融機関の実

力を利用者に客観的に示すことができる。 

具体的手法としては、外部機関の業績平均指標等24と比較しようとするものである。これ

は公的機関、私的機関の両方から業績指標の平均値の公表を行っている。 

しかし、どの指標を採用するかについては、地域金融機関のマーケット、顧客層等により

状況は大きく違う。都道府県単位の指標や市町村単位の指標を実態に則して組み合わせる

ことも望まれる。又、地域金融機関の貸出ポートフォリオに応じて業種セグメントする等、

妥当性が担保されるのであれば選択は委ねるべきであると考えている。特に信用組合など

                                                      

24 中小企業の成長に資する比較可能な財務指標は本章の最後に付録として一覧表にした。中小企業の代

表的指標の採用として、成長性（経常利益増加率）、収益性（売上高経常利益率）安全性（自己資本比

率）等が考えられる。妥当性が担保されるのであれば拘る必要はないと考える。 
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同一業種の金融機関がこの対象となろう。 

場合によっては、地域ごとに景気の変動も違うことからその増減率を控除してもよいと

考える。この場合 GDP の増加率も考量することができる。大事なことは（式１０－１）が

全国平均よりマイナスであっても（式１０－２）の変化率がプラスであれば評価できること

である。これが地域金融機関として誇れる中小企業貢献の証拠となる数値である。 

 

第 4 節 新指標存置の必要性 

 

地域金融機関の活動と顧客企業の発展の因果関係を認める。そして、地域金融機関側が取

り組んだ現象の紹介ではなく、それらが及ぼした効果を理解可能な数値でもって説明する

ことが必要である。感謝されたとか、利用度が増した、と言った非財務的な評価に使われる

手法は用いない。 

地域金融機関自身の過去の業績やライバル金融機関の業績との比較に留まるべきではな

い。よって、この新指標は単体指標も意味を持つと考えるが、従来の指標（顧客のことは考

慮しない）に加えるべき指標を想定している。 

昨今では、中小企業側の表面的に見えづらい非財務の部分を見逃すことなく活動に役立

て、その事業性を評価する眼力を養い、企業評価の柱に据えるとある。これは一般に担保保

証に過度に依存しない手法とされている。そして、これらのことを踏まえたうえで貸出及び

貸出に付随する業務を行うのである。 

貸出金が企業の負債になり収益を生み出す資産になる。そして純資産に転じる。この毛細

血管のような経路を、資金が通過していく過程を追跡できれば明らかになるが、お金に色は

付けられない。 

優良な事業者がこの資金に出会うと、シュワルツの PDCA サイクルを利用し最終純資産

の増加に行きつくであろう。また、優良な金融機関がこの資金を提供すると、事業者（債務

者）と帯同して純資産の増加に行きつくまで伴走するであろう。 

つまり、今まで目に見えにくかった活動の成果物を表すのが地域金融機関の新指標のベ

ースとなる。新指標の概念は金融機関自身から発信されたものではなく、担当する企業の業

績指標の改善の度合いでもって、その金融機関を評価するところに特徴がある。極めてシン

プルで、単なるツール（道具）ではなく主体的に使いこなせると考える25。従来の指標の問

題点は担当企業への貢献については間接的にしか見ることができないと考える。 

地域金融機関と中小企業発展とは実は大いに関係していたのかもしれない。その効果の

                                                      
25「金融仲介機能のベンチマークについて」（平成 28 年９月 15 日金融庁公表）の中に金融機関がメイン

バンク（融資残高１位）として取引を行っている企業のうち、経営指標（売上・営業利益率・労働生産性

等）の改善や就業者数の増加が見られた先数を示すものがある。本章との違いは、具体的モデル式を示

し、増加率や平均指標との乖離率を現在ある金融機関評価指標に加えることを目的としている点である。 
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測定と利用法が不明確であったのかもしれない。これをはっきりさせるのが目的である。 

 想定される範囲内で期待される役割りを七つと改良が求められる点五つを（表１０－４）

の一覧表に示した。 

 

表１０－４ 期待される役割り一覧 

１．最大のメリットは得られた数値を従来の指標に加えて公表することにより利用者に

対し今以上の信頼関係と活動の品質保証が可能となる。 

２．営利株式会社金融機関と非営利協同組織金融機関、大型広域金融機関と小型狭域金融

機関の評価方法にも平等な評価が可能となる。メガバンクの中小企業部門との比較も可

能となる。特に協同組織金融機関については税制優遇の裏付けとなる。 

３．対象が、税理士事務所、会計士事務所等の経営指導能力の測定であってもよい。 

４．対象金融機関をメインバンク又はサブメインとしている企業の全ての経営指標情報

を取得するようにしてもよい。金融機関側の貸出業種別に算出することも可能である。 

５．金融機関を含めたこれらの事務所の支店ごとの評価や業種を選定して評価をしても

かまわない。経営指導を行う業態の能力評価指標まで拡張することができる。 

６．この新指標を長期のレンジで比較でき、金融機関自身の特徴点（癖）も検証できる。

同地域内で活動する金融機関との比較も可能である。 

７．既存の指標に拘らない大胆で新規性のあるものも利用できる。例えば、取引年数の長

さ、取引企業の寿命の長さ、従業員の増加、新規開業企業数、事業承継数、倒産数、廃業

数、海外進出数、特許取得数、など今までに見られない経営指標が示せる可能性がある 

 

特に、１．２．に示したことは社会的、今日的に求められる行動を評価することが可能と

なる。３．は一例を示したが使途は無限大であると考える。 

次に改良が求められる点も（表１０－５）に列挙している。これは実務家に本論を示しコ

メントを頂いたものを研究の流れに沿って取りまとめている。 

 

表１０－５ 改良が求められる点 

１．無借金会社の取り扱いである。金融機関は財務指標の取得ができていないケースが多

い。よって、金融機関の取引先のうち借入のある企業に限定されていることに注意する必

要がる。本来は借入がなくとも金融機関のアドバイスにより成長に貢献しているケース

は多い。しかし金融機関側からすると財務諸表の入手は通常借入発生前になり、無借金会

社の数値は含まれないと考えるのが相当である。しかし、中小企業の多くが過小資本であ

ることを考えると借入のない企業は少ないことが予想され、現時点ではこれらは無視し

ても差し支えないと考えられる。 

２．メイン行庫とサブ行庫となっている場合の取り扱いである。中小企業金融の現場では

複数行のアドバイスをもらうことにより、より良い結果を得ている場合が多い。現実にメ
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イン行庫に食い込む戦略の過程でメイン行庫にも勝る有益な金融サービスを受けること

はよく見られる。企業側からするとすべての取引行の有益な部分を利用し成り立ってい

ると考えられ、メイン行庫の力量のみが対象企業の財務指標と関与していると考えるこ

とは適当でない。政府系金融機関の利用率が高く貸出残高シェアからするとメインにな

っているところもある。 

３．信用保証協会保証付き融資をどのように捉えるかである。これは企業側から見れば金

利が安ければどこでもよいとも考えられ、メイン行の本来の武器ではないと考えられる。

信用保証協会がメインと考えている企業もあるが、金融機関からの提案により保証協会

付き貸出が実行されている現状を考えると問題視する必要はないのかもしれない。 

４．倒産先を指標に織り込む場合の対処である。信用リスク計量も破綻懸念先になった場

合をデフォルトと認識させている。しかし新指標では倒産先は財務指標の入手ができず

平均から除外されることが想定される。しかし、最悪のイベントとして認識させる必要も

ある。現時点では、倒産先（破綻先、実質破綻先に該当）は従来の財務指標（不良債権比

率や引当率が想定される）に組み込まれており意識する必要がないと考えている。 

５．法人と代表者が一体となった企業が多くみられる。この場合の取り扱いは個人事業者

や代表者借入に場合の確定申告者はこれを一つのグループとして比較調査することを想

定している。規模が小さく個人事業主が主力となっている地域金融機関に該当する。 

 

 この中では４．５．に示した点は金融機関内部でも取り扱に苦慮する点であり、実際のサ

ンプル調査などの結果を待って調整する必要があると考える。再掲になるが、現在の評価基

準にこれを加えるのであって改編、変更を目指すものではない。 

 

最後に利用法を二つ示す。 

一つ目は、中小企業業績指標（新指標）の推移と当該担当金融機関のシェア（貸出金に

限定されないと考えている）を遷移状況に応じてその戦略を確認する。これは金融機関の

経営戦略にも拡張できる。新指標の推移が上方遷移か下方遷移かに対して金融機関の貸出

金シェアの増減を対応させ四つのパターンにつき検討する（図１０－３）。 

１．は、中小企業の経営指標の上方遷移と共に金融機関のシェアも増加している。これは

企業側、担当金融機関側の戦略は一致している。２．は、経営指標、金融機関シェアとも低

下している。この場合は金融機関の意思決定としては正しいが企業側としてはさらに状況

が悪く成ることを意味する。このケースは悪意（育成という点で）ある金融機関とも考えら

れる。３．は、業績が向上しているのにシェアを落としている例である。単純に判断すると

間抜けな金融機関とも言える。これはどちらにとっても不幸な結果である。４．は、業績が

悪化する局面で金融機関がシェアを増加させている例である。短期的な意思決定としては

金融機関に負荷をかけるが、育成、指導に自信がある金融機関を表していると思われる。 

このように新指標を個別の企業、業種別、地域別でグループ化することによって経営戦略
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や戦略評価にも応用できると考える。 

 

図１０－３ 金融機関の戦略から見たイメージ図 

 

 

 

二つ目は、従来の経営指標との組み合わせを想定した概念である。新指標は従来の指標の

一つと位置付けている。よって全国的な数値が得られると最終的には全国金融機関との平

均値をマトリックスの中に落とし込み、自行庫のポジションを確認するツールとすること

に拡張できると考えている（図１０－４）。 

 

図１０－４ 新指標と従来の指標を加えた金融機関評価の変換イメージ図 

 

 

 

従来指標の三角表示の中心点の平均より上位なのか下位なのかだけではなく、従来の指

標と新指標（中小企業発展・成長に資する力量）を掛け合わせることにより新たな金融機
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関（金融機関の経営状態）の傾向と立ち位置が検証できる。新指標は高いが従来の指標は

低い場合など問題点も浮き彫りとなる。 

従来の金融機関経営指標は代表的なものを投入することを想定している。例えば、自己

資本比率、不良債権比率、業務純益関連の指標を投入してもよい。その場合、生産性、損

益分岐点分析、債務償還能力、成長性、安全性比率、収益性などを考慮して投入すること

が望まれる。 

全国的数値の比較により金融機関経営の目安、すなわち自己資本比率の縛りが中小企業

発展・成長に資する力量を低下させる傾向にあるかなど、回帰分析させることにより将来

の金融機関経営の一助になる概念が生まれるかもしれない。 

またこのマトリックスの比較上のメリットは株式会社金融機関、協同組織金融機関、広

域金融機関、狭域金融機関などの業態を横断した評価ができる点である。 

最後に投入すべき中小企業の経営諸指標を一覧表にした。前段の期待される役割りでも

述べているように整合性があれば拘る必要はないと考える。 

新指標との照合可能指標一覧は、（付録１０－１）、（付録１０－２）に整理している。 

 

付録１０－１ 新指標との照合可能指標一覧（公的部門） 

中小企業の代表的指標 

１．財務省実施の法人企業統計調査 

統計法に基づく基幹統計調査として「法人企業統計調査規則」（昭和 45 年大蔵省令第 48

号）に基づいて行う。資本金階層別、業種別に「年次別調査」は 9 月に、「四半期別調査」

は 3 月、6 月、9 月、12 月に発表される。業種別売上高、資産・負債及び純資産、損益、

剰余金の配当、減価償却費、費用、人件費。 

２．中小企業庁：中小企業実態基本調査 

総務省が実施している「事業所・企業統計調査(基幹統計)」(総務省)(別ウインドウ)の結

果をもとに、中小企業約 420 万社の中から約 11 万社を選出している。日本標準産業分類

により公正に選出した企業を調査している。資産及び負債・純資産、売上高及び営業費

用、設備投資等。 

３．経済産業省：ローカルベンチマーク 

企業の経営状態の把握、いわゆる「健康診断」を行うツール（道具）として、企業の経営

者等や金融機関・支援機関等が、企業の状態を把握し、双方が同じ目線で対話を行うため

の基本的な枠組み。事業性評価の「入口」として活用されることが期待されるものとされ

る。 

6 つの指標：①売上高増加率（売上持続性）、②営業利益率（収益性）、③労働生産性（生

産性）、④EBITDA 有利子負債倍率（健全性）、⑤営業運転資本回転期間（効率性）、⑥自

己資本比率（安全性）。4 つの視点：①経営者、②関係者、③事業、④内部管理体制。地

域経済分析システム CRD 協会が持つ中小・小規模企業の財務データを搭載する。 
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付録１０－２ 新指標との照合可能指標一覧（民間部門） 

中小企業の代表的指標 

１．日経メディアマーケティング株式会社 NEEDS-Financial QUEST 

上場会社、有報提出会社の有価証券報告書から財務項目（貸借対照表、損益計算書、CF

計算書、附属明細項目等）の原データ。本決算・中間決算のほか、四半期決算データも対

象。収録期間は原則、単独本決算で 1964 年４月期から、連結本決算で 1984 年３月期か

ら。また、上場会社の決算短信のデータも収録。データは日次で更新。原データの他、財

務指標、LTM 値、業種集計値も収録されている。 

２．日本政策投資銀行設備投資研究所 産業別財務データハンドブック  

東京・名古屋の二証券取引所の第一部・第二部のいずれかに 11 年以上上場を継続する企

業（金融・保険業を除く。ジャスダック等への上場期間を含む）を、個別・連結それぞれ

107 業種に分類して収録されている。個別決算は 62 項目、連結決算は 66 項目の財務指

標（損益指標、財務構成指標、財務比率、連結キャッシュフロー計算書関連指標等）で構

成されている。 

３．株式会社 TKC『TKC 経営指標（BAST）』 

TKC 経営指標（BAST）は、TKC 会員（税理士・会計士）の関与先企業の経営成績と財

政状態を分析したものです。TKC 会員が毎月継続して実施した巡回監査と月次決算によ

り作成された会計帳簿を基礎とし、そこから誘導された決算書(貸借対照表及び損益計算

書)を収録データとしている。 

TKC 経営指標（BAST）とは、TKC 会員が関与する中小企業（76 万社超）のうち TKC

財務システムを 2 年以上継続して利用している年商 500 万円～100 億円の青色申告法人

の経営成績と財務状態を分析したもの。平成 25 年版の収録法人数は約 22 万 5,000 社で、

分析対象は 1,003 業種に及ぶ。（3 年連続黒字企業は 46.696 社 本年黒字は 104.431 社 

欠損会社 120.237 社） 

４．東京商工リサーチ 

日本国内のデータベースは、現在日本最大級の 400 万社以上。 

TSR 財務情報ファイル：決算期、流動資産、固定資産、資産合計、流動負債、固定負債、

負債合計、純資産合計、負債・純資産合計、売上高、営業利益、経常利益、当期利益、販

管費等。 

５．帝国データバンク 

全国企業財務諸表分析統計として、「収益性」、「効率性」、「安定性・流動性」、「成長性・

生産性」、「採算性」を 示す 56 の財務比率項目を産業（業種）別・規模別に算出してい

る。「建設業」、「製造業」、「卸売業」の 3 業種については都道府県別の財務比率がある。

業種の検索に便利な「帝国データバンク産業分類表」を収録している。 
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第 11 章 結論  

 

本論では地域金融機関の中小企業経営を向上させる能力について調査し経営への貢献効

果の指標つくりまでを研究領域とした。 

すでに本論の中でも度々取り上げているように、貸出側のスタンスで中小企業を成長に

導くのか。これは、主要行ではできない中小企業の苗床の育成には不可欠のものである。こ

の行動は主要行が行うには容易ではなかったが、地域金融機関（当時は中小企業専門金融機

関）は技術を身に着けていた。 

本論では、金融業務に対して従来とは異なった評価をしている。金融業務の中の中小企業

育成力にフォーカスしている。この分析に当たって、第１章で問題を二つ定義した。それぞ

れの課題にどこまで近接できたかを述べていく。 

 

第１節 研究の総括 

 

従来のように地域金融機関と中小企業の関係ではなく、支援者である地域金融機関とそ

の受援者である中小企業と規定し、その支援の内容と効用を歴史的に統計的に分析した。そ

の際に、実務者の見解も一部において参考にしている。そして、極めてシンプルな問題に答

えを出すところに独創的で新たな知見が具備されていると考える。 

冒頭で述べているように一つ目の問いは、中小企業を成長に導く力量があるのかであっ

た。二つ目の問いは、それがあるとするなら、それらが及ぼした効果を誰もが理解可能な数

値でもって測定する手法を示すことである。 

中小企業に対して、地域金融機関側も支援している旨、監督官庁も支援内容のチェックを

する旨、法律面も支援を求める旨（銀行法、信用金庫法に留まらず、支援者の一角を担う協

同組織金融機関には税制優遇を付与して）、を表明していることからして、向上させる能力

が存在すると位置付けた。 

その存在を探すべく、定性的、定量的の二方向の視点からその要素の分析を行った。そし

て、最後にその測定を行う方法を例示した。 

第１章では、この課題に取り組む背景、構成、貢献の独創性をまとめた。第２章で先行研

究を概観したうえで、知見をまとめ本論の検証の骨組みとした。 

理論的メカニズムを担当するのは前半部分の第３章、第４章、後半部分の第８章、第９章

である。実証的エビデンスを担当するのは第５章、第 6 章、第７章であり各統計分析を行っ

た。そして、後半部分の第８章、第９章の理論的枠組みを基に、第 10 章で成長金融の測定

方法の提案を行う構成である。第８章が一つ目の答えに相当し、第 10 章が二つ目の答えに

相当する配列である。 
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ここであらためて章立てに沿って列挙すると、第２章では、先行諸研究の一部を切り出し

紹介し次章からの検証の骨組みを示した。多くの中小企業の成長の実例が、中小企業と中小

企業金融との相互作用と推測できた。しかし一方で、様々な見解が示されていることも分か

った。 

第３章では、監督行政、企業を見る眼の変化に焦点を当て、金融の転換点と思われる 1999

年で中小企業金融の活動がどのように変わったかを概観した。かつて、金融がタイトな時期

で、貸出金利と預金金利が固定され量の拡大が確保できれば必然的に収益が上がる時代と

の違いを確認した。 

1999 年、不良債権の定義が定まった後の金融再生プログラムは、金融機関に厳格な資産

査定を促し、その過程で自らも痛みを伴いながら貸し剥しや企業倒産を誘発した。貸し剥が

しと緊急経済対策融資（保証協会付き融資）の推進は金融機関の償却・引当を減らす効果が

あることについて二者の濃淡はない。 

当時の過剰引当により失われた企業があるとするなら、現在の戻益の発生で利益を計上

している姿をどのように説明すればいいのか考えさせられる。2009 年の金融円滑化法は従

来なら不良債権であったものが、そうではなくなり、顧客（企業）から不良債権の回収をし

なくても金融機関の決算上の問題を解決し、金融機関側に滞留させることを可能にした。 

企業を見る視点が大きく変わったことで現場サイドは追い付くのに精いっぱいの状態で

あったと思われる。 

第４章では、情報の生産の手法調査と実務者へのフィールドワークを行った。企業を育成

するという考えには至らなかったが、組織の行動がそれを目指す形ができ上がっており、結

果的に中小企業者に過度な預金を推奨し疑似自己資本の蓄積に貢献したともいえる。又、こ

の過程で中小企業の信用度合いの測定が運よくでき、安全な貸出先の発掘につながったと

もいえる。経営者には意図があった。又、現場の職員は意図するとしないにかかわらずそれ

らのことを実行していた。しかし、現場は理解していないが組織の戦略としてできていたよ

うに思われる。そして、実践しているが本筋を間違っていたのかもしれない。 

第５章での回帰分析の結果だけでは中小企業に対してポジティブな関係にあるとは言い

尽くせない。Ⅲ期だけが正の関係を有することが 2003 年以降の活動の変化を端的に物語っ

ている。Ⅲ期以前は中小企業の発展に能動的に貢献していたかというと疑問符の付く統計

結果となった。では、関係があるとみられるⅢ期以降に、Ⅰ期、Ⅱ期にはないどのような活

動が見られるのであろうか。筆者は、貸出金そのものの中にすでに監視機能を忍ばせている

と考えている。 

第６章では、先行研究でカバーできていないない金融圏と地域圏を一致させた分析を行

っている。地域の中小企業力と地域金融との関係を探るには何を持って中小企業とし何を

持って地域金融とするかという問題がつきまとう。これを少しでも解決するためには、計測

するお互いが、同一地域にできるだけ重なり合う経済圏と金融圏であることが望ましい。こ

の検証期間はリーマンショック金融危機を通過する。それでも有意水準は低いものの正の
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符号条件を得たことは、必ずしも「地域と運命共同体」とはいえない結果となっている。経

営力如何で、厳しい地域経済下でも、活動できるノウハウの蓄積ができており、一定の存在

価値が確認できた。色々な困難な局面がある中で真剣に地域と向き合ってきたとも考えら

れ、その中で一定の関係が正の符号条件で得られたことは、今後の地域金融機関の方向性を

考える一助になると考える。発祥の地で地域の信頼を得ながら拡張していくことは、類まれ

な金融熟知地域が必要であることを物語っている。 

第７章では 10 年間のパネル分析を行った。再掲は避けるが、大がかりなデータセットを

行ったが、残念ながら回帰式の精度を表す自由度修正済決定係数は決定力の弱いものであ

った。この調査は変数の予測を重視するものではなく影響の有無の確認（金融機関→中小企

業）が目的である。 

この中で信用金庫の分析ですべてのモデルのパラメータが注目される。地方銀行と信用

金庫でやや違う結果を証明している。これは、地方銀行と信用金庫の役割の考え方を変える

ものであり、わが国の基幹産業である製造業に対して信用金庫が正の関与があるとするな

らば、自らの地域を理解した経営展開を行っていることが現実のものとなる。信用組合を加

えても有意水準が下がるものの結果に大きな相違はない。 

地域金融機関として、地域経済の核となる製造業との取引を推進する重要な要素の一つ

に“ケイレツ”取引に発展することが期待できることがあげられる。 

それは、第一次下請けから二次、三次下請けへと取引拡大させることを意味する。この流

れに参入するには、川上からと川下からのルートが考えられる。もし、主に地方銀行は川上

から、信用金庫は川下からが多いと考えられるとするならば、これらが経営諸指標に対する

正の関係を有する違いの根拠になっているのかもしれない。 

信用金庫の顧客は個人取引も含めて、恒常的に過小資本であり、借入金の一部分はすでに

資本勘定である。よって、市場シェアが低く、業界の川下をマーケットすることが多い。そ

のために、市場競争の原理の下で外圧や景気変動など、最終的にそのバッファー役になりが

ちである。これは信用金庫自身が景気変動の下降局面でのバッファー役になっているとも

解釈できる。 

わが国の基幹産業である製造業を含めた地域経済に正の関係を検出しかものの、この結

果がすべてを言い尽くせるものではない。モデル式に主要行のプレゼンスがコントロール

されていない。破綻・合併した金融機関をモデルの中に織り込む工夫は行ったとは言えサバ

イバルバイアスの問題も残る。 

又、都道府県単位に修正することによって地域が限定しているとはいえ、最大手の信用金

庫は 2 府 2 県で営業を展開する。支店別の経営指標があればさらに精度の高い金融圏と経

済圏を一致させた検証が可能となるがこれも公表されていない。 

このようにデータ取得上の制約から、信用金庫側の活動範囲と地域経済エリアのマッチ

ングが必ずしも完全とは言えない。このことは地方銀行に於いては一層深刻的である。株式

会社である以上、信用金庫以上に利潤を求め大都市へ活動範囲を拡張するのは当然である。
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結果としてここにあぶり出されたものは信用金庫の貢献であった。そして、有意水準はさが

るものの地域金融機関全体としては正の関与が裏付される結果を検出した。 

第 5 章、第 6 章、第 7 章とも担当分野において正確な解答を検出しているとは理解して

いないが、三つの調査結果を総合すると正の影響を及ぼしているといえそうである。 

第８章は、人的資源、情報の非対称性、品質、をキーワードに地域金融機関の価値につい

て持論をまじえて考察した。地域金融機関は地域的な（物理的な）シェアが必要である。そ

のシェアとは、ある一定の地域的情報が吸収でき、運用とリスクを見分けられる最高限度と

最低限度の間のゾーンであると位置づける。小規模の金融機関はこの規模までは大型化す

る必要性がある。 

また地域金融機関化する（地元回帰や金融熟知圏への資源集中化において小型化する）場

合も、ここまでは縮小する必要がある。これはその金融機関に属する人材（人財）のボリュ

ームとパフォーマンスによってもゾーンの大きさが変わると言える。 

地域経済の発展は大企業が牽引するのではなく、地域金融機関の多くの得意先である零

細企業が、開業廃業を繰り返しながら、中小企業に進化し、やがて中堅企業、大企業に発展

するエネルギーの増幅にあると考える。中小零細向け支援はリスクの高い企業が対象とな

る。しかも過小資本であるために絶えず発展に導く支援が必要となる。 

無意識のうちに顧客との隙間を埋め、情報を蓄積してきた。現在もオフサイト、オンサイ

トのモニタリングを通じて、金融に関係の無いことも含めて顧客を知り、また顧客側も知っ

てもらっていることをステータスと考え、取引を行なってきた。預金金利が同等で、貸出先

を選別できる時代はこれによって他の金融機関との差別化を図ってきたのである。意識す

る意識しないに関わらず収集した情報を最大化して企業を見る眼を養うのは、地域金融機

関として当然ことである。 

日本銀行［2017］にて、金融機関収益と金融システムの潜在的な脆弱性の両面の問題点を

指摘している。企業が借入を行う際に、これまでの取引履歴や企業支援力にかかわらず、複

数の取引金融機関の中から貸出金利の一番低い金融機関を選択することが常態化すれば、

中長期的には金融機関の情報生産活動の停滞を招くとしている。 

又、金融庁［2016］の金融行政方針では「日本型金融排除」の実態把握を示している。企

業の事業内容の理解なしに「担保・保証があるか」、「信用力があるか」の定型的な融資基準

により与信判断・融資実行をすることで、そうした基準に適う一部の企業に対して融資拡大

への過当競争が行われていると指摘している。これは第８章で示したボックス内の人材移

動を述べているといえる。 

顧客との関係を基礎づけるモニタリング能力、スクリーニング能力こそが、地域金融機関

が存立する上で、ことのほか重要な要素である。主要行では得られない情報密度を達成し、

営業を有利に展開できるからである。地域貢献に働き甲斐を求める職員のモチベーション

を引き上げる。地域のから疎まれる先への貸出は、信用が揺らぐバイアスになるため、結果

的には実施されない。このような地域金融機関としての活動は地域に存続する上で必要不
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可欠のものであった。 

第９章で述べる管理会計の視点は、この指標作成時の理論的根拠を構成している。 

第 10 章は、本論のハイライトである。地域金融機関の活動の最大の貢献の一つが、中小

企業業績の浮揚へのイニシアティブであるとするならば、大いにこの営みが自身の活動と

関係を持っているのかどうかを探る必要性がある。さらに、税制の優遇を受けた信用金庫は

誰よりも先にこの答えを明確にしなければならないと考える。 

そして、地域経済に正の影響を与えていることを誰もが理解可能なモデル式でもって自

らが明快にその説明をしなければならない。本論の課題に示した測定はモデル式にして取

り上げた。それまでも評価指標とすべし論はあった。しかし、本論の示す数値化と併せて直

接的に論じるものはなかった。 

これは、長年にわたり（少なくとも 2007 年から）指摘と要望を繰り返してきたことと大

きな相違はない。本論を通じて地域金融機関をその産業としてみるのではなく、中小企業の

発展・育成の力を有すると規定したうえで、その活動結果の実証的エビデンスと理論的メカ

ニズム視点から分析した。 

本論の分析ですべてのプロセスが説明できているとは思わないが力量の大きさの測定が

できるようになると思う。地域金融機関のパフォーマンスを強調するより、むしろそのパフ

ォーマンスの向けられる先である中小企業のパフォーマンス変化率に焦点を当てるべきで

あると考えている。 

 

最後に、各章から得られた結果をもとに、地域金融機関行動と中小企業の経営諸指標との

間の関係を一覧表にしている（表１１－１）。年代は本論の検証から得た期間区分（Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ期）に規模重視期、収益重視期、顧客重視期と名前を変更して割り振ってみた。これによ

り全体を鳥瞰すると、2003 年以降は肯定的な内容であることが観察できる。 

 

表１１－１ 期間別結果整理一覧 

 

 

実務家が規模重視期において育成の活動がある旨の意見を持っていたが、これは資金付

を行っていたものと考えている。 

この間、学際の研究を背景として、中小企業に与える影響の高さやその結果としての効果

がしばしば指摘されてきた。2003 年以降は本文でも述べたように、地域金融機関が自身の

時期 1975 1989 2003 2017

第2章　先行研究

第3章　監督官庁の見解　

第4章　実務者へのフィールドワーク 

第5章　時系列分析1975年から2017年

第6章　金融と経済が一致した地域の分析

第7章　財務データを使った分析

○有意に正の符号1999~○有意に正の符号

○有意に正の符号― ―

×相関なし ×相関なし ○有意に正の符号

―

〇預金吸収専念 ×回収業務専念 △貸出業務専念

△多様な見解 △多様な見解 △多様な見解

×銀行監督重視 ×銀行監督重視 〇企業配慮重視

安定成長～バブル期

規模重視

金融混乱期

収益重視

自己責任期

顧客重視
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考えで意思決定を行なった時期でもある。そして、肯定的な見解ばかりを強調さてきたが、

地域金融機関の役割を無条件で評価することはできない。中小企業の繁栄の恩恵をどの部

門が得るのかはわからないが、結果としてこの大役を彼らに委ねたのは中小企業の傍で活

動してきた歴史があったからであろう。そして、大きな痛みを伴いながらも中小企業を育成

する能力を身に着けつつあるのではないかと結論付ける。 

論文を貫く考えとモチベーションを再掲して結論としたい。地域金融機関の新指標の概

念を示した。運用に際しては複数の採用が望ましく、バリエーションが考えられることを指

摘した。今後、金融機関と協力して、メリット、デメリットを整理の上、精度を高めて行く

必要がある。 

A 銀行 B 銀行が同じ金利、期間、金額の条件で貸出した場合に、地域金融機関のパフォ

ーマンスによって同じ企業に注入される資金であってもその効能に違いがあるのか。貸出

側のスタンスで成長金融に成りうるのか。 

同じ銀行から資金を調達しても a 企業と b 企業のパフォーマンスの違いで成長と衰退に

違いが現れるのか。これは、企業活動するのは文字通り企業であり資金さえ受領できると後

は企業任せになるという考えに基づいている。 

筆者は前者の意見である。大企業については後者の意見が考えられる。しかしすべてでは

ないまでも中小企業はあらゆる面で応援の必要がある。こう考えると前者を実現する地域

金融機関が利用者の業績指標の上方遷移を実現している地域金融機関といえる。成長金融

にする工夫はあり、企業貢献に向けた金融サービスへの転換ができているといえる。 

地域金融機関の従来の経営指標にこの新指標に加えることにより、将来の金融行政にお

ける中小企業育成力の事後監査指標となりえると考える。そして、この指標こそが地域金融

機関が誇れる企業価値そのものである。 

 

第２節 今後の研究課題 

 

今後の研究課題として、以下の 3 点を掲げたい。 

一つ目は、実際に新評価指標を運用してみることである。その優劣で金融機関活動の行動

様式に相違があるのかが次の検討課題である。論じることができなかったこの新指標の試

運転は金融機関行動の分析の幅を広げると考える。 

本論は新指標の作成までを目的にしているのでその意味からは完成している。これは本

論の範疇では収まらない検討事項であり今後の研究に委ねたい。 

地域金融機関行動が中小企業財務指標改善に役立っているのであれば、どのようなタイ

プの金融機関がそれに該当するのか。またそれは活動に特徴がるのか。どのような経営指標

を持つ金融機関なのか。これは残された課題であり実際にこの新指標でもって数値を検出

し再度判別分析に掛ける必要がある。これは本論の研究範疇を超えるものであるが是非と
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も取り組みたい研究領域である。 

なぜなら、これが検出できると地域金融機関のモデルケースとして示せる。その時が来れ

ば中小企業育成に真剣に取り組む金融機関が評価されることを願う。新指標により検出さ

れた数値が予想に反したものであっても、それは地域企業発展に資することがない行動と

判断でき中小企業、当事者、監督官庁、にとっては意義あるのもとなる。 

二つ目は、筆者は株式会社金融機関と協同組織金融機関の両方の存在が必要なのではな

いかという仮定を置いている。なぜなら、わが国には長年の歴史の中でこの二つの制度と四

つのタイプの金融機関が存在するからである。 

日本の地域金融は「二つの制度と四つの形態」すなわち地域銀行（株式会社金融機関）と

協同組織金融機関、地域銀行に属する地方銀行と第二地銀と協同組織金融機関に属する信

用金庫と信用組合より構成される。これは世界の多くの国で採用されているシステムでも

ある。そもそもなぜ一見複雑とも思える制度になっているのか。それは、理由があるはずで

ある。 

株式会社金融機関と協同組織金融機関とが並存する社会的必要性を述べるとするならば、

株式会社金融機関と協同組織金融機関のどちらか一方が独占している地域と並存し競合し

ている地域と比べた場合に、競合している地域の方が中小企業の業績が良好であるという

ことを言い当てなければならない。 

協同組織金融機関に税制優遇を残したまま現在の地域金融機関制度を維持するには、協

同組織金融機関の組織変更の前に、この二つの制度が共存して初めて中小企業は発展・育成

しているかどうかを点検してみる必要がある。 

少なくとも中小企業に対しては、二つの制度体制が株式会社金融機関単体体制、協同組織

金融機関単体体制より有意義でなければならない。 

例えば、株式会社金融機関だけにした場合は、金融制度に包摂されない底辺の企業体があ

るのか。協同組織金融機関だけにした場合は、伸び盛りの企業をさらに高みへ押し上げ導く

部門がなくなるのか。これが先に検証を要することがらである。 

 

１．株式会社金融機関 ＜ 株式会社金融機関＋協同組織金融機関 

２．協同組織金融機関 ＜ 株式会社金融機関＋協同組織金融機関 

 

上記、１．２．共に右辺が中小企業を育成・発展させると言い当てなければならない。 

 

これらの問題も、本論の研究範囲を超えるものであるが、将来に於いて避けることのでき

ない問題となる可能性があることを記しておく。 

 

最後は少し野心的であるが、本論はわが国の地域金融機関に焦点を当てたが、海外の事

例も研究対象としたい。特に新指標の理念は低開発国で効果が発揮されるように考える。今
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一つは、株式会社金融機関と協同組織金融機関の比率である。本論の結果をきっかけに一国

の経済とこの比率が関係するのかどうかを調査したい。 

これは株式会社金融機関と協同組織金融機関がどのような比率で中小企業取引シェアを

持つことが最適であるのかという考えである。この最適比率の調査を海外で行いたい。 

大規模金融機関と小規模金融機関、これに相対する大企業と中小企業、という括りで共通

点と相違点の摘出を行うのではなく、株式会社金融機関と協同組織金融機関のように営利

と非営利が存在することが中小企業の発展を決める技にならないかを検討することが必要

であると考える。このことは海外の中小企業金融や協同組合研究の方に蓄積があると思わ

れる。 

 

第 3 節 展望と提言 

 

アトキンソン［2015］は、不平等に注目して多くの要因を指摘してきた経済学者を称賛し

ている。その中に金融サービスの発達が含まれている。金融部門の形態と業界に対する規制

は政治、経済的選択の影響下にあるとしている。 

バブルを発生させるメカニズムを持った金融機関は存在する。しかし、様々な世界的な規

制がこれらに歯止めを掛ける役割を果たしている。この中に中小企業の業績向上を測定で

きる新指標を含めることは中小企業の健全な発展の見地からも極めて有効であると考える。 

新指標の Intelligence Bank index (ⅰBank index )は、１年間に金融機関が資金（最終財）

や発展・成長に資する活動（サービス）を提供した対価であると考えると金融機関の GDP

とも表現できるかもしれない。しかし、指摘したように欠点と限界もある。 

一方、育成の角度から見た場合、財務会計の利益科目より重要という側面がある。企業評

価モデル間の競争も激しいが EVA、WACC、CAPM とは違い相手の指標を基に算出すると

ころに特徴がある。 

事業性評価と目利き力とは企業の選別力のみ有する金融機関を含んでしまう。この意味

からは全面的な解決ではなく部分的な解決であるのかもしれない。 

伊藤［2016］は企業にとっての経営資源は、ヒト、モノ、カネ、情報としたうえで、財務

諸表に記されるのは、モノとカネであり残りは基本的に計上されない。客観的測定の困難さ

が理由であるが企業の実力はヒトと情報で決まるとしている。 

中小企業融資はリスクが正規分布を想定できない。左側しか山がない場合がある。本論の

検証に沿って再定義すると、中小企業の発展・育成が可能な力量を有する金融機関とするべ

きである。誰もが理解可能な単純明快な数値で示せるということは問題の解決に意義があ

ると考える。 

村本［2014］によると、「いずれにしても協同組織という組織の故に、税制上の軽減措置

が採られていることをいかに地域金融で実現するかが重要である」としている。 
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この指標を利用して、税制の優遇率を変化させてはどうかと考える。インセンティブを与

えることにより、地域金融機関本来の姿を見出せると考える。 

ローカルバンカーにヒーローインタビューがあるとすれば、現在の大企業の創業期の少

額の支援であり、短期的であれ長期的であれ、大きな利益の獲得ではないのは通説となって

いる。混乱期があったが現代のテクノロジーに合った姿で再び日本の金融を担うようにな

った。しかし、中小企業の開発・育成の力量を持っている地域金融機関は将来にわたるビジ

ネスモデルを有しているかといえばそうではないことを述べておかなければならない。 

最後に、1939 年の中小金融読本に貸付け手続きの簡素化につき示唆的な予言をしている。

「お互いの連絡が一層緊密になり、実情が常時反映すると簡素化は自ら解決する。将来は電

報一通や電話で融通ができる時世になるであろう」 

筆者も一つ展望したい。序論でも触れたが、将来は金融機関ではなく“知融機関”であって

ほしい。「地域金融機関の貸出及び貸出に付随する金融業務という経済活動のうち付随する

プラスα部分」と表現したものは、将来は「付随するプラスα部分が主な経済活動となり貸

出は付随するもの」と変わる。例えば、人材とノウハウを提供し必要とあればお金を融通す

る。そして、収益の一定割合を得るといった事業なら現実味があるのかもしれない。 
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