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2015年9月15日発行

Yoshin-Kanri NEWS
一般社団法人与信管理協会　会報

開 会 挨 拶

ご存知のように、5月
から会社法のいろいろな
改定が行われています。
私もコンメンタール（日
本評論社）の編者をやっ
ておりまして、作業がほ
ぼ終わるところですけれ
ども、これまではコーポ
レートガバナンスという

問題については、企業の不祥事を防ぐという意味で、もっ
ぱら守りのガバナンスということが問題になっておりまし
た。守りのガバナンスとは、内部統制を中心とした会社
内部の不正防止の体制整備でありますけれども、ところ
が今度はアベノミクスに乗じて日本が世界に攻める姿勢
の改革をやっていこうということで、今回の会社法改正で
は攻めのガバナンスという方向の強化です。
攻めのガバナンスとは、それぞれの企業が頑張ること
によって企業価値をどうやって高めるか、その点でオープ
ンな経営が求められる。つまり経営者側の姿勢が投資
者に向けて開かれた透明度の高いものであることが信頼
を高め、企業価値を高めていくという、その方向がいま

までの守りのガバナンスから攻めのガバナンスへ、今回の
会社法の大きな方向転換であると言えます。
何を考えなくてはいけないか、決め手は何かというと、
いわば会社のモラルです。モラール（士気）では無くてモ
ラル（倫理）です。経営者はモラールばかり考えるが、基
本的な道徳がしっかりしていなかったら、企業は社会か
ら信頼される経営というのはとうていできないということ
でありまして、そういう意味では、今頃になってようやく
改めてモラルが問われるような時代がきている。
結局、人間行きつくところは、単なるスキルだけでは世
の中というものはうまくいかない。経営者の言うモラール
も大事ですけれども、しかし本来の企業というものが社
会的な責任を果たす姿勢、そういうモラルというものが大
事だということを最近つくづく考えております。与信管理
協会の事業が少しずつ皆様に浸透していき、理解されれ
ば嬉しいですけれども、しかしそこには限界があり、法
律だけに頼っている経営は危ういところにある。これは
しっかりと腹をくくって立ち向かって行くよりしようがない、
ということになるのではないか、などと非常に悲観的な話
でありますけれども、最近そんなことを考えながら会社法
改正の問題に取り組んでおります。

第4回クレジット・カンファレンスが、5月25日、早稲
田大学9号館にて開催されました。
まず奥島孝康代表理事より開会のご挨拶、菅野健一専
務理事より昨年度の事業報告および本年度の事業計画
が説明されました。また本年度の活動の目玉として、新
たに発足した4つの「分科会」の取組みについて、各分科
会の責任者によるプレゼンテーションが行われました。古

川英太理事より「ASEANリサーチ＆マーケティング研究
会」、尾木研三氏より「みらいの信用リスク管理を考える
研究会」、堀龍兒副会長・山田秀二氏より「専門職予審
管理実務研修会」、菅野専務理事より「（仮称）戦略的取
引先管理実務研究会」と、多様で個性的な分科会となっ
ております。

第４回クレジット・カンファレンス開催

代表理事・会長　奥島　孝康
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2014年度の事業報告および2015年度の事業計画につ
いて、簡単にお話させていただきます。

■2014年度事業報告

先ずは会員数の報告です。2013年度末で115名の会
員が昨年度一年間で194名になりました。内訳は個人が
156名、法人が38社となっております。この一年で個人
が69名、法人が10社、合わせて79会員が増えました。
また活動内容の一つに大学の授業があります。2013年
度は山形大学と宇都宮大学の2校だけでしたが、2014年
度は、千葉商科大学の学部と大学院で授業を展開いたし
ました。千葉商科大学についてはオムニバス形式で講義
を行っておりますので、本日出席されている方の中には、
講師として教壇に立っていただいた方もお見受けいたしま
す。今後もこのような大学との取り組みを積極化させて、
会員の皆様に教壇に立って頂く機会を増していきたいと考
えております。
次に定期的な活動で勉強会を毎月開催しております。
この勉強会の会場は、協賛会員の株式会社ストラテジッ
ク・デシジョン・イニシアティブ様に毎回無料で提供して
いただいております。この場を借りて御礼申し上げます。
このようなご協力もあって、経費を抑えられています。
一般社団法人化後、2014年で2年目を迎えましたが、
勉強会21回に対して32回開催し、11回の増加となって
おります。延べ人数は倍増で、491名にご参加いただいき
ました。この勉強会で参加者が大きく伸びた要因は、一
つは昨年7月に協賛会員の株式会社ジンテック様と合同
で金融機関・金融関連の方々向けに合同セミナーを行っ

たことと、もう一つは、昨
年の7月に関西支部を立ち
上げて、8月から勉強会をス
タートしたことです。
今回は第4回目のクレジッ
ト・カンファレンスですが、
初年度は1回のみの開催で
した。昨年度から年2回開
催する体制となり、第2回と
第3回を行いました。第2回

は作家の江上剛先生に金融問題の話や某銀行の内部事
情など、かなり濃厚なお話をしていただきました。昨年11
月に開催した第3回は、授業を行っている関係で産学連
携協力協定を結んでいる千葉商科大学の島田学長にご登
壇頂き、奥島先生と島田先生というビッグネームのお二人
によるパネルディスカッションで盛り上げました。今回の
第4回は、分科会というものを新しく発足しましたので、
その説明の機会にさせていただいております。いずれにせ
よ、昨年度で少なくとも年2回、春と秋に行うという体制
が組めました。
会報誌も、基本的には年2回それぞれのカンファレンス
を特集するよう内容で発行しております。特に今年2月発
行の第4号から広告掲載を開始したことと、会員の方から
の出稿・コラムを書いていただくようにしました。会員の
方々のオピニオンや簡単なコラム、場合によっては、もう
少し進展して論文等を発表する機会になっていければと
思っております。あとは海外展開も行いました。2013年
度の3月にはインドネシア視察を直前まで企画しておりま
したが、火山噴火のため延期し、昨年9月にインドネシア
視察ツアーを実施しました。

■2015年度事業計画

それに対して本年度はどんなことをやるかということで
すが、今年はもう少し会員を増やしたいと考えております。
また収益事業を開始することで、いろいろな大学の授業
であるとか、外部の関連機関からセミナーや勉強会等を
受注して、講師として派遣することなどで一部運営してい
くことを考えております。会費収入ないしは収益事業収入
を増やし、独立して運営していけるような状況にこの2～
3年でもっていきたいと考えております。
また各大学の授業に追加して、八田副会長のご尽力に
より、この4月から私と関西支部事務局長の北詰先生で
同志社大学の授業を受け持っております。これが軌道に
乗ればいずれは関西支部の方々で講義を行っていただき
たいと思っておりますが、関西も同志社大学を核に他大
学をご紹介いただけるそうですので、複数校受け持てる
ようにしたいと思います。クレジット・カンファレンスは、
今年度から3回開催するということで、春と秋の東京の2

専務理事　菅野　健一

2014年度事業報告および2015年度事業計画

事業報告・事業計画
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開催の他に、もう1回を9月あたりに関西で開催したいと
考えております。
書籍は2013年に与信管理入門を出版しましたが、こ
の与信管理入門は皆様のご協力ときんざい様のご配慮も
ありまして、なんとか増刷に漕ぎ着けることができました。
今後の大学での授業やセミナーでのテキストとして使用
し、さらに増刷して、できれば民法改正などの時機を捉
えて改訂版を出せればと思っております。新入社員や社員
研修の教材としてご利用頂ければ幸いです。
次にホームページとロゴをリニューアルいたしました。
今回理事に就任されました株式会社リーガルブライトの山
田社長に格安でお願いし、新しいホームページを作って
いただきました。かなり良いホームページとなっております
ので、是非一度ご高覧いただければと思います。
新役員体制についてもご説明いたします。このカンファ
レンスの前に行われた社員総会で新しい役員体制が決議
されました。理事12名、監事2名というのがこれまでの
体制でしたが、新たに2名追加し、理事・副会長に九州
大学の西山先生、理事に先ほど申し上げましたリーガル
ブライトの山田社長が入りました。これで理事14名、監
事2名、全部で16名という非常に重厚な陣営となりました。
引き続き理事・監事一同、協会運営の発展に努めますの

で、よろしくお願い申し上げます。
また、九州支部の設立については、新たに理事・副会
長にご就任いただきました九州大学大学院法学研究院の
教授で博士（法学）の西山先生に九州支部長に就いてい
ただきます。事務局は九州の博多地区では最大手のエス
ペランサ税理士法人の藤本理事長が引き受けていただく
ことになっております。西山先生、堀先生もご参加頂ける
ということなので、日程を10月16日に確定し、発足記念
パーティを博多で開催することになると思います。博多に
支店がある法人会員の方など、是非ご参加いただければ
と思っております。

■当協会発展のために

最後に課題ですが、会員数がまだまだ少ないというこ
とです。この会員数を増やすことこそ、協会の力だと思い
ます。与信管理関連業界のお知り合いの方を是非ともご
勧誘頂ければと思います。ひとりひとりの会員の方が自分
の為に仲間を増やす、そうすれば自分の属している団体
が良くなる、良くなればその分自分にも何かが還ってくる
という、そのような発想でご協力頂ければと、このように
思っております。

今回会員様を増やす活動の一つとして、海外展開とい
うところでより質の高い情報提供をしながら会員様に価値
を感じて頂ける会として「ASEANリサーチ＆マーケティン
グ研究会」を発足いたしました。
まず私が属しております株式会社ストラテジック・デシ
ジョン・イニシアティブという会社を少しご紹介して、我々
が実際にやっている事業の中で持っている情報を活用で
きるという点を、簡単にご説明させていただきます。

■海外における質の高い情報を提供

弊社は、海外、特に新興国における各種調査で、そ
の情報を使ったコンサルテーションで作った戦略を実行す
るといった領域でご支援しております。
特に皆さんが海外事業を展開される上で、まず必要に

なってくるのが情報ですが、
我々はこういった国々での
情報収集に関するところに
強みを持って、事業・サー
ビスを提供しております。今
回のリサーチ＆マーケティン
グは、まずは知ってもらう、
情報を集めるということが、
入口になります。そのような
リサーチを主体に色 と々勉
強をしていこうということで、今までに過去に携わってい
る調査のデータなどもできる範囲で活用させて、皆さんと
共有していければと思っております。
過去の調査で特に我々がフォーカスしているものでは、

理事　古川　英太

ASEANリサーチ＆マーケティング研究会

分科会プレゼンテーション
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消費者調査、どちらかというと産業調査で皆さんが海外
事業を展開される際にどういった問題であったり、どう
いった規制があったり、どういった競合がいたりなど、い
わゆる産業にもう少し寄った調査をしております。中国に
おけるLED省エネ照明がどうなっているのかとかそのよ
うなものから、ベンチマークで実際に競合企業にどんな
企業がいて、どんな事業をやっているのか、そもそも産
業構造自体が日本と異なってきているので、誰がキープ
レイヤーで、どういう流通を握っているのか、といったよ
うな調査を特に展開しております。
今回の研究会での目的であるリスク管理の領域での調
査というのは非常に重要であり、ここで集めた情報・デー
タというのもフル活用させて、研究会で皆様とシェアでき
ればと考えております。
この研究会の目的ですが、皆様が特にASEANでの
事業展開をする上で、いま抱えている課題という点で、奥
島先生からの話にもありましたが、コーポレートガバナン
スコード、それに伴ってもう一つ言われているのがスチュ
ワードシップコードというものがあります。その辺の領域
に関して、企業が特に投資をする上でどうリスク管理をし
ていくかというところが非常に重要になってきます。特に
リスクマネジメント、それとCIということで競合を含めた
環境というのを理解していくために、こういった二軸での
しっかりとした活動の重要性を訴えながら、現地で行うビ
ジネスを支援できる研究会として立ち上げました。
次に実際の活動で、二つ大きく掲げております。

■日本と現地をつなぐインタラクティブなセ
ミナー

一つがセミナーです。我々が独自に考えた現地と繋が
れるセミナーということで、インタラクティブに取り組んで
いるものがあります。先日5月12日に開催いたしましたが、
ASEANでの現地のいろいろな専門家の方を日本とウェ
ブで繋いで、実際に様 な々交流ができるようにしました。
一般的にセミナーに参加される際には、一方向で話を
聞いて終わることがほとんどですが、我々が今回取り組
むセミナーというのは、向こうからの話に対して参加者も
実際に質問があればその場で対話して頂くという、イン
タラクティブなディスカッションができる場となっておりま
す。この発想は、我々が実際に調査を行い、調査の結果
を持って現地に行って色 な々方たちにインタビューしたりヒ
アリングしたりということを、日本にいながらバーチャル
でできればと思い、こういったセミナーを考えました。
12日のセミナーの内容としては、日本の様々な文化を

シンガポール・ベトナム・香港において輸出販売され、特
に日本で100年以上続くような伝統・老舗の商品を販
売されているスターマーク社の林社長という方で、実際
にASEANで商品を売っていらっしゃる実務家をお呼び
し、お話をしていただきました。またマレーシアにも数年
おられて、その後シンガポールで独立された公認会計士
のシゲモト先生にも、日本の会計の給料などの問題点や
日々いろいろな相談を受ける中で、シンガポールでのこと
をお話ししていただきました。シンガポールだとこんな優
遇制度がいま出ているとか、それを活用することによって
こんなメリットが出た、というようなお話をしていただき、
参加者の方から質問を受けて進行するセミナーとなりま
した。
今度の7月14日は、同じようにインドネシアから繋い
で、様 な々ビジネスの動向、リスクの管理の専門的な方や、
実際ビジネスをやっている方にもご参加頂いて、色んな話
をして頂こうと思っております。

■本年度もASEANツアーを開催

昨年度はインドネシアで行いましたが、8月31日から9
月5日に「リスク管理インフラ視察ツアー」を開催します。
今回は、インドネシアにシンガポールを加えたツアーを企
画しております。この視察ツアーは、昨年もジャカルタ、イ
ンドネシアで行いました。こちらも日本から20名強ほどご
参加いただき、非常に満足度の高いツアーとなりました。
内容としましては、現地の様々な金融機関、地場のイ
ンドネシア銀行などに今のインドネシアの事情をお話しい
ただき、また在インドネシア二十数年の会計士にもお越し
いただいて、その実態と今までの過去の歴史的な話など
の話をしていただきました。地場の与信管理調査をやっ
ている会社にも実際に訪問して、いろいろな話を聞かせ
ていただくというツアーを行ないました。また実際に現
地でビジネスをされているインドネシアの企業、また日本
の企業の方たちを集めた交流会というのを行ないました。
今回はインドネシアだけでなく、シンガポールということで
ご案内させていただいております。
シンガポールを加えましたのは、やはりASEANのそう
いった国々の統括エリアとして選ばれているからです。そ
こに統括会社を置いてASEAN全体のビジネスをコント
ロールするといった傾向も強い中で、様 な々情報を肌で感
じていただき、皆様の実際のビジネスにお役にたてるツ
アーになればと企画したものです。このようなツアーは11
月と2月に予定しており、ツアーに向けた勉強会・セミナー
を行なおうと思っております。
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まず1回目の11月18日は、視察後の情報共有というこ
とで、シンガポールを実際に視察して、皆さんとシェアで
きる様 な々情報をご提供しようと思っております。
続いて1月に関しましては、2月にタイ・ベトナム辺りで
検討しております視察ツアーの前段となるようなビジネス
のお話を、先ほどのようなウェブを使って実施しようと予

定しております。ここで勉強して頂いて実際にツアーに行
く、ツアーではより深い情報を取って頂くということを繰
り返し行い、またツアーに参加できない方も実際にウェブ
でつながって現地の方達と直接話しができるという場を
提供するというのが、リサーチ＆マーケティング研究会の
今後の大きな活動となっております。

「みらいの信用リスク管理を考える研究会」の内容をご
説明いたします。この分科会長を務めます、日本政策金
融公庫の尾木と申します。まず始めに分科会の概要につ
いてご説明いたします。

■信用リスク管理を科学する

この「みらいの信用リスク管理を考える研究会」のコン
セプトは何か、一言でいうと科学ということです。科学と
いうのは化学ではなくサイエンスです。具体的には、信用
リスク管理を科学してこれからの未来の信用リスクの在り
方を考えていこうというものです。内容としては、スコア
リングモデル、そういう道具立てを使い、信用リスクを計
量化して、与信ポートフォリオ管理といったものをやって
いこうという事であります。スコアリングモデルというもの
が無ければリスクの計量化もポートフォリオ管理もできま
せん。今後の信用リスク管理というのは、スコアリングモ
デルをどのように使っていくのかということが鍵を握って
いる、と私は考えております。
もう一つのテーマとして、スコアリングモデルとかリス
ク計量化とかポートフォリオ管理とかという話をしますと、

数学や統計学、そういった
道具立てがどうしても必要
になってきます。理系の方
は非常に少ないと思います
ので、分科会では数学や統
計学の知識が無くても議論
できるように、できる限りわ
かりやすく解説をしていき
たいと思っておりますので、
幅広く皆さんのご参加をお

待ちしております。運営スタイルですが、勉強会方式を採
用したいと思います。最初に私もしくはゲストスピーカー
の方に、リスクの計量化の手法やポートフォリオ管理の方
法、そういったものを解説していただき、その後皆さんと
ディスカッションしながら、その課題や課題に対する解決
策を議論していきたいと思っております。
私は、日本政策金融公庫の国民生活事業本部のリスク
管理部というところにおります。日本政策金融公庫という
のは100％政府出資の政府系金融機関です。そこの国民
生活事業本部というところで、主に何をやっているところ
かといいますと、従業者数でいうと20人未満の小零細企
業、そういったところに事業資金を融資しております。88
年に入行しまして、審査業務や債権管理、債権回収など
もやりました。どのような審査かといいますと、小零細企
業に無担保で融資するわけですから基本的にはいわゆる
「目利き」を使った審査というものをやります。決算書の数
字も重要なのですが、それにとらわれることなく、基本
的には社長や経営者の資質とか、店舗、工場、そういっ
た現場に足を運んで、実際に商売の状況をよく見て、経
営者の話をよく聞いて、そこから融資をするかしないかと
いうことを判断する、ということをやっておりました。無
担保ですので、当然そういう目利きが重要になるというこ
とです。
その後、は総合研究所にて中小企業の経営問題や
構造問題を研究し、総合企画部で経営の仕事を経て、
2008年からリスク管理部におります。基本的にはスコア
リングモデルの開発、スコアリングモデルを使ったリスク
の計量化ということを仕事にしていますので、実務では目
利きによる審査からこういう信用リスクの計量化まで一通
り信用リスク管理といわれることについて全般携わってき

日本政策金融公庫　尾木　研三 氏

みらいの信用リスク管理を考える研究会

分科会プレゼンテーション
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たという経験があります。
さて、「みらいの信用リスク管理を考える研究会」を立
ち上げるきっかけを少しご紹介したいと思います。皆さ
んご存知かどうかわかりませんが、一昨年前、オックス
フォード大学のマイケル・オズボーンという学者が「雇用
の未来」という論文を発表して、世界中で注目を浴びまし
た。日本の雑誌や新聞でも取り上げられ、ネットでも議
論されて相当話題になっていました。どういった論文かと
いいますと、現在人の手で仕事が行われているうち、今
後十年の間にコンピューターやロボットに代替される仕事
は何か、その確率は何パーセントか、というのを分析した
ものです。702の業種を分析した結果、なんと半数の仕
事がコンピューターやロボット代替されるという結果が出
ています。その中で私としてショッキングだったのは、銀
行の審査で、その確率がなんと98％でした。702業種あ
るうち悪い方から数えて17番目ということで、10年後に
は私の仕事は失われるのかな、という危機感を覚えまし
た。またこの中には会計士の先生もいらっしゃると思いま
すが、会計士の仕事は94％の確率でなくなる、という分
析結果なっています。また弁護士は何と3.5％で、弁護士
の仕事はコンピューターでは代替できないという分析結果
になっています。非常に興味深い論文ですので、是非皆
さんご一読頂ければと思います。

■与信管理は機械で代替できるのか

この論文を読んだときに果たしてそうなのか、と思い
ました。審査というのは判断業務です。与信するかしな
いかとかの判断業務が本当にコンピューターで代替でき、
しかも十年以内になくなるということに非常に驚き、まさ
かと思いましたが、よく考えてみるといま金融機関の現場
は十年前と一変しているということに気づきました。例え
ば融資制度や商品の説明などを、それまでは当然銀行の
担当者がお客様に対してパンフレットを使って説明したわ
けですが、今はパソコン画面のところに行って自分の知
りたい商品をタッチすると、動画でその説明が受けられま
す。インターネットを使えば、いちいち窓口に行かなくて
も、商品説明や契約・解約、預金口座の開設も出来てし
まいます。以上のように、ITの進展によって銀行の窓口、
特に定型業務はほぼ自動化され、コンピューター化され
てきた、という現状にあります。次に審査・信用リスク管
理はどうなのかと言いますと、こちらも相当自動化されて
きています。例えば住宅ローンは、今や店舗に行かなくて
も借りられるようになりました。カードローンなんかもそう
で、ウェブ審査なんかもやっています。これはみんなスコ

アリングモデルという道具立てを使っているので、ある一
定の点数の人はみな借りられるようになっています。
スコアリングモデルの精度は昔に比べたら格段に進歩
しています。ではそれが本当に信用リスク管理の世界で
十分活用されているのかというと、そこは否というところ
がありまして、事業資金の審査とか営業ではなかなか活
用が進んでいないというのが、実際に信用リスク管理、
金融界の中に身を置いている私が感じていることでありま
す。これはスコアリングモデルとかリスクの計量化という
と、数学とか統計学などの専門知識を必要とするところ
があり、金融機関の人間は、道具の性能とか使い方とか
よく理解できていないのです。道具の構造とか使い方を
全社員に理解させるためには、分りやすい解説書が必要
となります。家電製品も専門的なものかもしれませんが、
使い手に分かりやすい解説書、マニュアルというものがあ
ります。しかし、スコアリングモデルについては、そうい
うものをそもそも作らなかった。やはりスコアリングモデ
ルの解説書をつくる必要があるだろうと思います。スコア
リングモデルのしくみを理解したうえで、今度は審査・営
業など、戦略的に経営にこういう道具立てを使う方法を
開発していこうというのが課題解消のポイントだと思って
います。二つ目は、リスクを計量化したら今度は与信ポー
トフォリオ管理。この考え方を理解して、道具の使い方
を理解し、最後には審査や営業などにおける道具の活用
方法を皆さんとディスカッションしていきたいと思ってい
ます。

■スコアリングモデルによって判断が変わる

信用リスクをスコアリングモデルという道具で計量化す
ると何が変わるのかと言うと、リスクを測定する物差しが
「ゼロかイチ」という物差しだったものが、「ゼロからイチ」
の物差しに変わるということです。物差しがゼロかイチの
世界からゼロからイチの物差しに代わると、判断の仕方と
いうものが変わってきます。いままではゼロかイチの物差
しだったので、審査の判断というのは、「リスクが低いと
判断すれば取引する」「高いと判断すれば取引しない」の
二者択一。
ところがスコアリングモデルを導入すると、「リスクが1％
だったら金利1％で貸す」「2％だったら金利2％で貸す」
というような「何％で取引するのか」という考え方になり、
審査判断の仕方が変わってきます。このような審査判断
の仕方になると、営業の仕方がどう変わるのかというと、
貸すか貸さないかの審査だったら、焦げ付きを出さなけ
れば出さないほど利益が出るわけで、そうするとリスクを
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最小化するために、出来る限り焦げ付きを出さないという
審査になります。そうなるとできる限り焦げ付きが出ない
ような少数の優良企業との取引を重視するという営業に
なります。つまり優良企業の取り合いになります。今度は
ゼロからイチの審査ということになると、焦げ付きは想定
の範囲内であればいいので、信用リスクの高い企業との
取引も可能になり、想定の範囲内に焦げ付きを抑えるため
に、できる限り取引先数を増やすという営業になるという
ことです。
こんなふうにスコアリングモデルは素晴らしい道具であ

り、夢のような世界が待っていると思われますが、そう
はいっても道具ですから万能ではないということを一言申
し添えたいと思います。粉飾や偽装をモデルで見破れる
かというと、これは見破れません。やはり目利きが必要だ
と私は思うのです。できないこともありますので、機械を
使いながらも目利きによる良さなどもうまく組み合わせて、
新しい審査の在り方、信用リスク管理の在り方というのを
作っていかなければならないと思います。それがこれから
の信用リスク管理の未来像だと思います。それを皆さん
と議論していきたいと思っています。

■商社マンとしての経験を生かして

堀：尾木さんの方から審査業務の在り方という話がありま
したが、まさに変わってきています。
私が社外役員をやっているところでは、会社が取引先
との審査業務と与信管理とかどうするという場面が結構
あります。その会社から頼まれているのは、大学教授の
専門知識はもちろん、日商岩井時代における法務審査の
経験知識、それから営業経験というか、経営者を含めて
のいろいろな人脈がありますので、営業支援というような
ことなど多岐にわたり、いまも第一線で色 な々仕事をして
おります。コーポレートガバナンス、それから法務審査の
アドバイスというようなこともやっておりまして、今の商社
の審査業務の在り方というのを現場の皆さんとディスカッ

ションしながら、様々なこ
とに対応しております。そ
ういうような状況から従
来と違う審査業務の在り
方について少し申し上げ
ます。
まず一つ、審査業務に
ついては勉強をして仕事は
きっちり、これはもう絶対
です。それから原理原則。
いろんなデータ、例えば取

引先から財務諸表等をもらってそれを分析するとか、原
則論はきっちりやっていただく。そこのところは曲げたら
全然話になりません。
営業から限度申請とか信用の審査とかの依頼がきて、
そういう時の審査の業務としては、例えばこの取引先は
こういうデータでいくと限度1億円ですというような答えが
返ってきます。しかし営業としては2億円でやりたい、と
いうように葛藤することが多々あるわけです。そこで二つ
に分かれますが、私が本部長をやっている頃、審査部長
からいろいろな申請書類が上がってくる際に、営業のトッ
プの副社長や専務が言ってこようが、ダメなものはダメ、
これはきっちり強烈にやりましょうと言っていました。営業
に負けてはいけない管理部門の代表なので、やはりここ
はきっちりしないといけないのです。もう一つは、金額を
いくらにするかというこの点がいろいろあります。「数字は
これですから、営業の話は受けつけません」という堅いだ
けの審査は一番営業に嫌がられます。納得できるという
ようなところを示さないと、「数字はこうだけど実態はもう
ちょっと違う」というようなやり取りがあるわけです。取引
先の信用管理は、実は営業の業務です。取引先に焦げ
付きが発生したら営業が一番困るわけです。そこで営業
とのやり取りがあるわけです。審査に対してはあくまでア
ドバイスを求めるだけであって、決めるのは営業。そこで
審査として営業が納得できるかどうか、その時に表向き
の数字だけに頼らないということが大切。営業は癒着と

理事・副会長　堀　　龍兒
（株）リーガルブライト　代表取締役社長　山田　秀二 氏

専門職与信管理実務研修会

分科会プレゼンテーション

堀　 龍兒



8 Copyright©2015 The Association of Credit Management-Japan All Right Reserved

いう意味では無く、どこまで相手に深く入り込んでどれだ
け把握しているかとこういうことが大事です。
それから私が商社時代に、それこそ毎月、審査部長・
営業部長と机を囲んで、資金繰りで金が無い、銀行がお
金を貸さない、というやりくりをしていた会社も結構あり
ます。その時に私がいつも見ていたのは、この会社が将
来どうなるかです。応援することによって将来この会社が
復活してものすごい会社になるということがありますが、
その見極めというのは、これは審査としては単なる取引の
与信では済まない。この会社の経営をどうするかというと
ころまで営業と一緒に考える。その会社がよくなるために
支援しているわけですから、それでよくなった時に「あり
がとう」で済むのではこれはビジネスにはならない。今の
うちにこの会社の株を3割でも4割でも持っておかねばな
らない、とよく言っていました。金融では難しくても、商
社の場合は、しんどい時に一所懸命に応援して、それを
事業としてさらにプラスに持っていけるというチャンスが
あるわけです。そのような発想は単なる取引の与信という
ことではできない。
そのようなことから審査実務担当者は、いろいろな人
と付き合い、社外にできるだけ多くの人脈ネットワークを
持ち、いろいろな人の話を聞く。実務経験、実社会経験
を積んで自らで動く。つまり世の中にいろいろなことを良
く知ること、これは新人の社員では無理ですけれども、
少なくとも中間管理職の場合はそういうことも必要であろ
うと思います。

■審査マンが頼りにされる存在に

それからもう一つは、例えば5年前10年前の会社を見
て頂くと分かりますが、あれだけ有名で絶対間違いのな
い会社が、いまや経営危機に瀕している会社があります。
5年前では考えられないそんな時代。だからこれから先5
年10年どうなっていくか、そこを読める。読みは非常に
難しいです。営業でも難しいです。やはり審査の方でも、
いわゆるマクロの経済・経営がどうなっていくかという社
会勉強をもっとやっていただきたい。これがまた非常に面
白く大事なことであり、醍醐味だと思います。そうなると
審査業務というのは日陰ではなくて頼りにされる存在とな
ります。
法務でもそうですが、審査の場合自分だけの知識・経
験だけではなくて、アウトソースです。弁護士・公認会計
士・税理士・司法書士など専門家の皆さんに、アウトソー
スでいろいろなことを一緒にチェックするということも一つ
の重要な手法なので、審査業務の人はどんどん外へ出て

行ってほしい。社外あるい
は海外とのネットワークを
つくって頂きたい。いまや
経営に審査業務は必要で
ある、こういう時代なので
国内外の債権・与信管理
をぜひ威信を持って行っ
てほしいと思います。

山田：引き続き「専門職与
信管理実務研修会」の説
明をさせて頂きます。まずわが社の説明ですが、リーガ
ルブライトという会社を経営しており、現在9期目に入りま
した。取引先の8割は弁護士と司法書士の方が占めます
が、うちの会社としては、人材派遣と人材紹介を9年前
から行っており、そこから派生して求人広告の掲載を行
なっております。

■与信管理の向こう側

この研修会のコンセプトとして、与信管理の向こう側
という形で考えております。与信管理のみではなくて、与
信管理を通じてもっと向こう側に何か見えるのではと常に
思っています。
まず分科会の運営方針ですが、一つは与信管理の向こ
う側という一言に集約することができるのですが、与信
管理を題材にすることによって、意見交換をしたり、知見
を議論したり、そういったかたちで運営をしていきたいと
思います。それから士業と企業とのネットワークが構築で
きて、将来的になにか仕事がつながるとか、軽く相談で
きたりとか、そういった場になればと思っております。
士業の方はもちろん、企業の方も参加して頂いて、そ
ういった知識の吸収をもとより、いろんな人材、企業の
方や、私みたいな中小企業の経営者、弁護士といった文
化の違う人間の意見を基にして、情報共有し、人間形成、
対人能力の向上という場としても活用頂ければと思ってお
ります。
4月8日に第1回分科会を行い、公認会計士の林田さ
んに会計監査についての講師を担当していただきました。
会計監査の基本的な話をして頂いたのですが、それに基
づいて金融分野の議論、具体的な事例など活発な議論
があり、非常に面白かったと思いました。
次回予定されている内容としては、ある会社さんにいろ
いろデータ分析を手伝って頂いて、もっと与信管理的に
何か手は打てなかったのか、などの事業分析をしたいと

山田 秀二 氏
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思っております。それを基にディスカッションをして活発な
議論を伺いたいと思っております。
それからパネリストとして、与信管理士であるシオザワ
の加藤さんにも登壇頂いております。このように会を運営
していきつつ、私が与信管理の向こう側と言っているぐら

いですので、私自身も何か課題を立ち上げて、与信管理
を通じてモデルケースを一つ作りたいと思います。それを
今年度中に実行致します。その結果はどうなるか分かり
ませんが、楽しみにして頂ければと思います。よろしくお
願い致します。

■日本CFO協会とのコラボレーション

戦略的取引先管理実務研究会という分科会は、実は
まだ立ち上がっておりません。当協会の資格試験委員長
の末松先生が日本CFO協会で主任研究員を務めていらっ
しゃるということで、そのご縁から与信管理協会と何か
コラボができないかということを常々働きかけて頂いた結
果、グローバル化、子会社化などいろんな構造の変化に
よって取引先に対するリスク、これは単純に与信管理リス
クだけではなく、取引にかかわるリスクというのが非常に
多岐多様・複雑化してきている中で、どうやってその取引
先と戦略的に取り組んでいくのかを統合的に考えていくこ
とが必要ではないか、ということで始まりました。お互い
の協会の考え方やアプローチをミックスして考えていきま
しょう、と。どちらかというと上場している大企業を中心
にしたグループでやっていきたいと考えています。
分科会の位置づけとしては日本CFO協会と与信管理
協会の共同研究会という形にします。分科会の運営主体
は、日本CFO協会事務局と与信管理協会の本部の事務
局で共同運営を行いたいと思っておりますが、これは収
益事業のところに若干関連するので、スポンサーを募ろ
うと思っています。
研究会の幹事団としては、両方に所属されている末松
先生を中心にCFO協会から2～ 3名と、与信管理協会
からは専門家の堀先生と大宮理事にもご協力頂き、他に
商社の方やメーカーの方にも1～ 2名出て頂きたいと考え
ております。

■プロネクサスとの共同セミナーを開催

次にプロネクサスと与信管理協会と共同でセミナーを
行いたいと思っております。全11回開催、プロネクサス
の会場で、東京が浜松町、大阪が北浜の大阪証券取引
所ビルです。両方とも非常にいい場所で、与信管理協会
の会員とプロネクサスの会員については無料です。それ
以外の方々については、一人当たり一回三千円ほど、受
講料を取る形式で授業をやります。このセミナーのいいと
ころは、講義終了後もビデオ視聴できるという点です。受
講する方は受講票がないと受け入れませんので、きちんと
ルールを守って事前にファックスでお申し込み頂きたいと
思います。
東京会場は私菅野が、大阪会場は北詰先生が担当
します。全11回で与信管理の基本、いわゆる数字・
定量的な部分であるとか、格付けや限度設定という
ところは私が担当します。法律面、契約書とか担保、
不動産・商業登録簿謄本の見方などは、北詰先生が
担当しますので、それなりのレベルでやるつもりです。
こういうものを毎年行っていきますので、法人会員の
方は通常の有料研修に若手を行かせるよりも、かな
り割安です。是非若年層等の社員教育にご利用くだ
さい。
今年度の4分科会、新しい企画を盛りだくさんでやって
おりますので、是非とも皆さんご活用いただき、いろいろ
な業務にお役立て頂ければと思います。

専務理事　菅野　健一

（仮称）戦略的取引先管理実務研究会

分科会プレゼンテーション
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昔インドへ旅行に行った時どこのビル
にも入口で黙って立っている人を見かけ
ました。来訪者のためにドアを開けてく
れる人（ドアボーイ）なのですが、日本
では自動ドアが発達しているからほとん
ど見かけない光景でした。機械で出来
る事は機械にやらせれば良いわけです。
与信管理に携わっている我々の仕事

もコンピュータ等の機械の援助で大い
に助かっています。ご存知の通り情報
提供会社は瞬時にデータを提供してくれ
るし、企業の倒産確率、格付をも出し
てくれます。面倒な計算をしなくても与
信限度額も引当に必要な額も算出してく
れます。外部のデータを以て信用リスク
を把握し与信管理を行う事が出来るよ
うになりました。
しかし取引をする全得意先の詳細な

データが揃っているわけではありませ
ん。営業マンが日々活動する中で得ら
れた情報はより重要です。外部の情報
はあくまでも参考資料に過ぎません。
私の拙い経験の中でも外部情報に頼り

過ぎたために失敗したことが多くありま
す。それでも営業からの情報が少なけ
れば外部情報に頼らざるを得ません。
その辺りが悩みの常なのですが、この
際もう悩むことなく外部情報に全面的に
依存し、審査マンに人件費を掛けない
方がメリットがあるのではないか。そん
な事を時々考えるのです。　　　　
私が思う理想の与信管理とはパソコ

ンをたたけば誰でも必要な情報が手に
入り適切な判断が出来るようになること
です。外部情報と営業マンの持つ情報
を組み合わせることで結果が出せるシス
テムを作りたいと思うのです。しかしそ
うなれば専任の担当者は必要無く、必
然的に我々は絶滅危惧職になってしま
うのです。
そのような事を考えている時、驚くべ

き大事件が起こりました。日本を代表
する大企業の「不適切な会計処理」の
あの事件です。この事件を契機として
不適切な経営を監視するために外部取
締役や社外監査役を多くしようとする動
きが強まりました。ところが見識のある
立派な人に来て欲しいと思う余り企業
経営に携わったことのない人達が選ば
れる傾向が見られます。有名人を並べ
看板ばかり立派になっていないでしょう

か。そこで思うのです。与信管理をやっ
て来た者こそ最も相応しいはずだと。
与信管理は経営者を見ます。経営の

あるべき姿をいつも考えています。取引
の適正とリスクをいつも気にかけ不正な
決算に神経を尖らせています。過剰な
投資や無駄な金遣いに眼を光らせてい
ます。与信管理を末端まで徹底させる
ことに悩んでいます。危機に直面してい
る取引先を立ち直らせるための方法をも
考えます。このような思考習慣を持ち財
務諸表が読めて多少の法律的な知識も
持ち合せる者こそが、取締役（監査役）
としてその能力を発揮できるのではない
かと私は思うのです。与信管理者は単
に個別の企業の審査にのみ特化してい
るわけではなく経営に通ずる仕事をし
ているのです。
与信管理者は経験と勉強を積み重ね

ればまさしく役員に相応しいし、監査役
にもうってつけだとは思いませんか。い
ささか力み過ぎでしょうか。絶滅するか
どうかは我々自身の心構えの問題なの
だと思います。私は急に元気が出て来ま
した。

与信管理は絶滅危惧職か

COLUMN

加藤　比良夫
株式会社シオザワ

与信管理士

 新規会員募集 

　当社団法人では、新規正会員（個人・法人・協賛）を広く募集しております。皆様のお近くで当法人にご興味のある方がいらっ

しゃいましたら、是非ご紹介願います。入会手続については当社団法人のホーム・ページ（http://www.yoshin-kanri.com/）を

ご参照ください。その他詳細は、事務局（03-5829-4389）までお気軽にお問い合わせください。
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開催日　平成27年10月16日（金） 17：00 ～ 20：30
講演会
　17：00 ～　御挨拶

早稲田大学名誉教授／理事・副会長　堀　龍兒
　17：10 ～　支部発足趣旨説明

専務理事　菅野健一
　17：30 ～　記念講演「コーポレート・ガバナンスと与信管理」

九州大学大学院法学研究院教授／理事・副会長　西山芳喜
懇親会　19：00 ～ 20：30
会　費　会員：5千円

入会希望者：１万円（入会金・年会費込み）※懇親会費も含まれます
一般参加者：１万円

関西支部の勉強会は、与信管理の実務に精
通した方々が集まっており、毎回濃い内容の議論
を行ない、大変盛り上がっています。また、今
年度の新たな会員サービスとして、当協会と株式
会社プロネクサスとの共同セミナー「与信管理入
門（全11回）」を開催し、その大阪会場の講師を
関西支部事務局長、司法書士法人F＆Partners
の北詰先生が担当しています。当協会会員は無
料で受講でき、講義終了後はビデオ聴講も可能
です。関西地区の与信管理業界関係者の皆様、
ふるってご参加願います。

九州支部発足記念パーティーのご案内

この度一般社団法人与信管理協会は、九州支部を発足し新たな一歩を踏み出すこととなりました。
2013年4月に一般社団法人へ改組して以降、代表理事会長奥島孝康（早稲田大学第14代総長）のもと、役員・事務
局一丸となって協会の発展に努めて参りました。関東地方を中心に多くの法人・個人会員の皆様にご参加いただき、複
数の大学での提携授業やクレジット・カンファレンスの開催等の活動を行って参りましたが、更なる与信管理業界発展
のために九州地区へ活動の範囲を広げるべく、理事・副会長西山芳喜（九州大学大学院法学研究院・教授）のもと九
州支部を立ち上げることにいたしました。九州地区の与信管理業界関係の皆様にご支援いただければ幸甚に存じます。
つきましては、ささやかではございますが当協会九州支部の発足記念パーティーを開催いたしますので、何かとご多忙
とは存じますが、ご臨席いただけますよう謹んでお願い申し上げます。

アクロス福岡　608会議室
〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目1番1号
TEL：092-725-9113
FAX：092-725-9113
http://www.acros.or.jp/about/

講演会場

BLOSSO
〒810-0001
福岡市中央区天神1丁目16番1号
西鉄イン福岡13F
TEL：092-712-5775（直通）
FAX：092-712-5770
http://www.blosso.jp/

懇親会場

支部の活動　関西支部

支部の活動　九州支部
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協賛
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新興国進出を支援し、企業の課題解決をサポートいたします！

ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社（SDI）

ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社　　http://www.sdigrp.com/

＜お問いわせ＞
Tel:03-5577-3280 Fax:03-5577-3281
http://www.sdigrp.com/contact/

担当：松下 / 木村

現状の日本経済における各種産業マーケット規模は長期的には縮小傾向にあると

言われています。一方で海外、特に新興国は堅調に成長市場として推移し、あらゆる

業界各社は海外マーケットを見据えた展開を余儀なくされています。

ただし、成長市場は世界中の競合がひしめく競争マーケットです。その中で成功する 

企業には徹底的な「情報」戦略があり、「情報」が海外展開の成否を分けていると 

いっても過言ではありません。

SDI は世界中に広がる独自のネットワークと高品質なリサーチを軸に「リサーチ 

からマーケティング」までトータルでサポートすることでお客様の海外展開を成功に 

導きます。

中国、ASEAN（インドネシア、タイ、マレーシア、ベトナム、フィリピン、シンガポール）、

インド、メコン川流域経済圏（カンンボジア、ラオス、ミャンマー）、中東（サウジアラビア、

UAE）、中・南米（メキシコ、ブラジル、チリ、アルゼンチン）、アフリカ etc.

市場調査 競合調査 リストアップ調査

法規制調査 消費者調査 etc.

その他お客様の状況や対象市場の状況、環境、タイミングに合わせて
最適な調査手法をご提案いたします。

対象エリア

調査メニュー
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〒101-0032
東京都千代田区岩本町 1-3-2 日伸ビル 2F
TEL：03-5829-4369
FAX：03-5829-4235
Mobile: 090-7733-2405
E-mail:    k.hayashida@ssh-parners.jp 

hayashidacpa@gmail.com

所長／公認会計士／税理士

林田 和久
Kazuhisa Hayashida

株式会社SSHパートナーズ
SSH PARTNERS Co., Ltd.

林田和久 公認会計士事務所
KAZUHISA HAYASHIDA CPA OFFICE
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〒101-0032
東京都千代田区岩本町1-3-2　日伸ビル2階
TEL:03-5829-4389　FAX:03-5829-4235

一般社団法人 与信管理協会
The Association of Credit Management-Japan

URL : http://www.yoshin-kanri.com/

▶今回のクレジット・カンファレンスは、今年度から新たに発
足した4つの分科会についてのプレゼンテーションが主な内
容だったため、講義録形式で編集してみました。それぞれ
個性的な分科会となっておりますので、会員の皆様、ふるっ
てご参加ください。また前号に引き続き、（株）シオザワの
加藤さんよりコラムをご寄稿いただきました。コラム掲載ご
希望の方は、事務局までご連絡願います。今後は支部の活

動もさらに活発化させて、盛りだくさんの内容で紙面を充
実させていきたいと思っております。（編集担当　内田）
▶本編にも紹介させていただきましたが、10月16日に九州支
部の発足記念イベントを博多で行います。申込方法等の詳
細は別途ご案内しますので、九州地区の関係者の方へお声
掛け宜しくお願い致します。（菅野）
▶写真撮影：山本会里

編集後記


