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この頃、裁判所への倒産事件が減っているという話を
聞きます。裁判所の倒産事件は、2001年から2002年に
かけて史上最高件数となりました。しかし、2014 年の
数値は、最盛期に比べると、その15％にまで落ち込んで
います。私は1998 年から2003 年まで東京地裁民事20
部（破産再生部）で破産・民事再生事件を担当し、増加

する一方の時代の倒産事件を処理しました。民事再生事
件については、毎週1回水曜日に債権者集会をやるので
すが、2000年4月の施行以来どんどん事件が増えて、最
初は2時間に1件で悠然とやっていましたが、それでは収
まりきれないということで、1時間に1件としました。しか
し、それでも処理しきれない件数となりましたので、とう
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に早稲田大学9号館で開催されました。

まず奥島孝康代表理事よりビデオレターにて開催のご
挨拶をいただき、菅野健一専務理事より協会活動の報告
がありました。続いて、新分科会の「事業投資リスクマネ
ジメント研究会」のご案内をインテグラート株式会社代表
取締役社長の小川康氏より、『事業再生最前線（2016）―
現状と課題―』をテーマに説明がありました。また当協会
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実務や少額管財制度を確立した事業再生・倒産分野に
おけるオピニオンリーダーの一人である西村あさひ法律事
務所オブカウンセルの園尾隆司弁護士に『裁判所の庭に
咲き乱れていたあの倒産事件はどこへ行ったのか』という
タイトルでご講演いただきました。更に事業再生の現状
と課題を様々な角度から、倒産･事業再生のエキスパー
トである森浩志弁護士、金山伸宏弁護士、鈴木学弁護
士、柴原多弁護士（いずれも西村あさひ法律事務所パー
トナー、以上講演順）にご講演いただき、盛会裏に終了
いたしました。
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とう30 分に1件入れることになり、朝の10時から夕方の
4時30分まで30分おきに1日約10件債権者集会をやりま
した。今はその15％ですから、ゆっくりやっていられると
思います。

どうして最近裁判所の倒産事件がこんなに減ったのか
をお話しする前に、まず、2000年前後になぜ事件数が急
増したのかについてお話ししたいと思います。裁判所の
倒産事件が急増した経済的な原因は、バブルが崩壊した
ことです。バブルの崩壊は意外と早い時期、すなわち、
1991年に不動産の総量規制を始めたことをきっかけにし
て起こったといわれています。経済には浮き沈みがあるの
だからしばらくしたら元に戻るだろうと最初は思われてい
ましたが、次 と々バブルの崩壊現象が続いて元に戻らな
い。その最中の1996年に金融引き締め政策が行われた
ものですから、翌年から金融機関が次々に破綻していく
ことになりました。

1997年には三洋証券、日産生命、山一證券と、金融
機関が相次いで破綻し、翌1998年には北海道拓殖銀行、
日本長期信用銀行、日本債券信用銀行と破綻が続きまし
た。そのときに裁判所がどうしていたのかというと、1980
年代までは全企業倒産件数のうち、わずか4 ～ 5％しか
裁判所事件として処理されておらず、1990年にすら全企
業倒産件数のうちの8％を処理していたにとどまりました。
では法的整理の申立てをしない倒産企業はどうなってい
たのかというと、多くの零細企業の経営者は夜逃げをし
て債権者の追及を逃れました。夜逃げをするには大きす
ぎる会社については、経営が危ないという情報を察知し
た整理屋が言葉巧みに接近してきます。そして、倒産処
理を任されると、債務の支払を止めて債権を回収します。
そうすると多額のお金が入ってきます。整理屋はそれを不
公正な方法で分配することを業としていました。1890年
に日本に最初の破産法が制定され、裁判所の倒産事件
の歴史が始まってからおよそ百年間、世の中にはそういう
不公正な処理が横行しました。1997年、1998年に次 と々
金融機関が破綻した当時も、裁判所は倒産事件の処理
にほとんど寄与しませんでした。

このような中、金融機関破綻の経済への破壊的作用が
生じるのを防ぐべく、1998年に政府は公的資金を投入し
て、破綻した銀行を国家管理の下に置きました。これに
よってクラッシュは免れたのですが、国有化した長期信
用銀行がその2000年に外国ファンドに譲渡され、その際
に瑕疵担保条項（3年以内に20％以上減価したときは当
該債権を国が買い取るという条項）が付されていて問題
が起こりました。旧長銀を承継した新銀行は、自己をメ

インバンクとする企業への金融支援を拒み、これによって
当該企業が破綻すると、その企業向け債権を不良債権と
して国に買取りを求めました。支援を拒まれたライフ、第
一ホテル、エルカクエイ、そごうなどが2000年に相次い
で破綻しました。こうなると、さらに国費を使って破綻企
業を救済するというわけにはいきませんので、経営破綻
したライフ、第一ホテル、エルカクエイは相次いで会社更
生の申立てをしました。そごうは民事再生の申立てをしま
した。

ちょうどその頃である1998 年、私が東京地裁の倒産
事件担当部の裁判長になりました。裁判所はその当時、
企業倒産事件をあまり多くは受理していませんでした。破
産事件も予納金が高くて、お金のない破綻企業には申立
てが困難な状況でした。そこで弁護士会と協議を重ねて、
20万円を予納すれば破産管財人を選んできちんと債務整
理をするという少額管財手続の運用を開始しました。会
社の予納金は零細な会社だと100万円程度なのですが、
その場合に、会社が破産しただけでは済まないのです。
会社社長や奥さん、場合によっては長男までが個人保証
をしており、個人の破産申立てまでしなければ、その企
業の関係者は救われません。そこで全員の破産申立てを
すると、小さな会社でも300万円くらいの予納金が必要
だったのです。それを、手続を徹底して簡素化したうえ、
どの事件も総額20万円ということでやりましょうという仕
組みに変えると、破産事件がどっと増えました。20万円
は管財人報酬の最低額で、財団が集まればそこから報酬
を払いますから、管財人に20万円で働いてもらうのは財
団がない事案だけで、管財人にいつも20万円の報酬で
働いてもらうわけではありません。

なぜそんな方法を考えたかというと「整理屋」に学んだ
のです。整理屋は事件を受けると予納金など求めません。
債務の支払を止め、その間に債権を取り立てます。そう
すると相当額のお金が集まりますので、それを恣意的に
分配するのです。それを見ていて、管財人も同じようにやっ
て財団を作って、集まったお金の分配は公平にやればよ
いではないかと考えたのです。

それをやったところ、管財人を選任する破産事件が激
増しました。これに対して金融機関やその他の債権者の
方々が諸手を挙げて賛成してくれました。最初は「いい加
減なことやるのではないか」と警戒していましたが、やっ
てみると、零細な事件でも常に管財人が選任されて迅速
かつ公正に手続が進み、しかも、取立不能債権を損金と
して処理することができ、不良債権を迅速に処理するの
に役立つことがわかったからです。
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20万円の初期費用でできる少額管財手続が1999年4
月から始まり、破産手続が迅速に進行するようになった
中で、1999年6月に山一證券の破産申し立てがありまし
た。未確認情報ですが、実はこの山一證券について、そ
の前々年に裁判所に会社更生を申し立てたところ受理を
断られたという話があり、破産の申立ても断られるのでは
ないかと恐れる声がありました。しかし、その当時、東
京地裁民事20部では、どんな破産申立ても受理するとい
う意欲に燃えていましたから、当然のこととしてこれを受
理しました。破産管財人には、倒産弁護士の中の最も優
れた弁護士を選びました。その破産管財人の采配の下、
名立たる多数の倒産弁護士の協力を得て、約5年で世界
中の資産処分をして山一證券の破産をやり遂げたので
す。その結果、裁判所内に、どんな破産申立てを受理し
てもやり切れるという気概が醸成されたのです。

翌2000年に民事再生法が施行されました。民事再生
事件については、予納金基準を公表しました。原則とし
て全件について保全処分を発するというアナウンスもしま
した。標準スケジュールも公表して、原則6 ヶ月で処理す
ることもアナウンスしました。また、過半数の債権者の賛
成を得られない会社は残念ですが破産して下さいという
ことも説明しました。ここでの破産は公正な財産分配に
重点を置いており、破産者を処罰するというかつての考え
方からの脱却を目指していました。その結果、民事再生
事件が急速に増えてきて、2000年度内に東京地裁で400
件、全国で1000 件の申立てがあるという状況になりまし
た。2000年7月には、そごうが民事再生の申立てをして、
6か月後に再生計画認可決定を受けました。大会社も同じ
く6か月で再生できることが示されたわけです。

民事再生がそのように迅速化すると、会社更生事件を
担当する東京地裁民事8部でも「負けちゃいられない」と
頑張り始めました。2000年10月に千代田生命が会社更
生の申立てをしましたところ、それまでは会社更生では開
始決定までに2か月くらいかかっていたものが、3日後に
開始決定となりました。続いてやはり2000年10月に協栄
生命という生命保険会社が会社更生の申立てをしました。
金曜日の午後3時に申立てを受け付けて、直ちに保全管
理人を選任し、翌週月曜日の朝までにスポンサー契約を
締結して、週明けには新スポンサーの下での再建手続が
開始されました。この「金―月処理」をやってのけたのは、
敏腕の倒産弁護士でした。以上が、裁判所の倒産事件
数が急増した裁判所側の要因です。

これを見て行政官庁が黙っているわけはありません。
それまで金融機関が破綻状態になると、財務省・大蔵省

が指揮をして、合併等を主導し、必要があれば国費を投
入する等の方法で処理していました。また、一般の大会
社が破綻状態になると、経済産業省・通産省が指揮をし
て、金融機関の債権放棄を取り付け、合併等を主導する
などして問題を処理していました。

政府の中枢に位置する経済官庁が、急激に動いてきた
法的整理の様子を見て、それを経済官庁の政策の中に取
り入れられないかと考えたのは当然の成り行きであり、倒
産手続に堪能な弁護士に声を掛けました。これによって
動き出したのが、準則型私的整理です。

2003年2月に経済産業省主導で中小企業再生支援協
議会が作られました。そうなると金融庁も黙っていませ
ん。2003年4月には産業再生機構を作り、カネボウ、ダ
イエー等の再建を手掛け、強力で公正な私的整理を成功
させました。経済界、金融界と弁護士の関与により2003
年9月、私的整理ガイドラインが作られ、迅速な再生に
効果を発揮しました。このガイドラインを作る私的整理ガ
イドライン研究会の座長を務めたのは敏腕倒産弁護士で
すから、うまくいかないはずはありません。トップクラス
の倒産弁護士が経済官庁と一緒になって、私的整理を良
くしようとして知恵を絞った結果、準則型私的整理といわ
れる公正な私的整理が徐々に広がっていきました。

裁判所の民事再生、会社更生と、行政庁の準則型私
的整理とが切磋琢磨して動いていくという、倒産の世界
にとって理想的な形が2009年まで約5年間続きました。
その中で東京地裁民事8部の会社更生もさらに勢いを得
まして、2008年にはDIP型会社更生を発表しました。経
営者がそのまま残って会社更生がやるのも一定の要件な
らばいいという民事再生の会社更生版です。

園尾　隆司 氏
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しかし、2009 年 8月に予想外の事態が起こりました。
自民党から民主党への政権交代があったのです。新政権
も、当初は経済官庁のリードで準則型私的整理を推し進
める政策を承継しました。しかし、その年の秋にアメリカ
発の大不況、リーマンショックが起こりました。これを何
とか乗り切らなければ日本経済が危機に陥り、政権の将
来も危ないという事態に陥りました。

そこで出てきたのが、2009 年12月に制定施行された
金融円滑化法です。これは中小企業にターゲットを絞っ
て、経営破綻を起こさせないよう、金融機関や銀行に「出
来るだけ債務者の言う事を聞いてやってくれ」と指示する
ものです。この法律はリーマンショック後の短期間の緊急
避難策だと考えられていましたが、その1年あまり後であ
る2011年3月に東日本大震災が起こり、これを乗り切る
ためということで、その後存続期間が2度延長されました。

金融円滑化法で金融債務の支払猶予をするということ
を無制限にやっていくのでは適正な経済は導けないとい
う声が起こってくる中で、2012年12月に政権の再交替で
自民党が政権に復帰しました。自民党政権下の2013年3
月に到来した金融円滑化法の期限については、政府が筋
を通して、結局延長されることなく終わりました。

これで金融機関がずるずるとその債務延期を承諾する
ということがなくなり、法的整理が激増するのではない
か、という観測が流れました。しかし、その後1年経っ
ても2年経っても法的整理は激増するどころか、じりじり
と減っていっています。なぜ減ったかというと、法律が廃
止になっても金融機関に対する指導に変化はなく、相当
な申出があれば金融機関はその後も債務の延長申請を受
け入れているということなのです。

準則型私的整理の件数は、2010 年には405件でした
が、2014 年には2,491件に激増しています。このうち債
権カットがされる私的整理は数百件と推測されますから、
残る2,000件程度は債務の延長の承諾で倒産を免れてい
るのです。これらの企業の多くは、準則型私的整理がな
かった時代には民事再生の申立てをしてきたのだろうと思
います。2,000 件あまりの企業が中小企業再生支援協議
会の再生支援等によって債務延長を認められて生き延び
ているということになります。

では、準則型私的整理が増加して法的整理が減少して
いるという現在の状況が、企業の再生にとって悪いのか
というと、実はそうではありません。準則型私的整理の
増加によって企業再生という面から見て大きく前進した部
分があります。

第1に挙げられるのは、債権者、特に政府系金融機関

の民事再生に対する姿勢が一変したということです。政
府系金融機関である信用保証協会は、2000 年当時は、
再生計画案に賛成することはありませんでした。政府の
お金が入っている信用保証協会が債権放棄をすることは
許されないという一見もっともな理屈で再生計画に一切
賛成しなかったのです。良心的に反対票を投ぜず棄権す
ることが多かったですが、これも法的には反対になりま
す。政策投資銀行等のごく一部の例外を除き、政府系金
融機関は皆そうでした。ところがその後、「良い再建につ
いては賛成してよい」という政府の指導が行き渡り、今で
は準則型私的整理でも、法的整理でも政府系金融機関
は、良い計画ならば賛成、悪い計画ならば反対という是々
非々の姿勢となってきました。隔世の感がありますが、よ
うやく当たり前のことが当たり前に行われるようになって
きたのです。これは企業の再建にとって大変望ましいこと
です。

次に、経営者保証に対する姿勢の変化が挙げられま
す。金融機関においては、かつては、再生に賛成しても
経営者保証は解除できないという姿勢が一般的でした。
経営者保証はモラルハザード防止の最後の拠り所である
というもっともな理屈でしたが、事案に応じた柔軟性が
ないのが欠点でした。そのため、会社の再生計画が成立
しても、経営者は破産して債務整理をするほかないとい
う状況が見られました。この点に関し、経済官庁と全銀
協とが協力して、2013年に経営者保証に関するガイドラ
インが制定されました。これによって経営者の個人保証
についても企業再生の一環として考えていこうという機運
ができてきました。この基準は粉飾決算があった場合な
どには一律に適用外というような問題点もありますが、こ
れも企業再生にとっては大きな前進です。

準則型私的整理の増加によって、再建を目指す者に理
解がある環境が拡大しつつあります。我が国には伝統的
に債務者の再生を助ける風土がありました。701年の大
宝律令で債務拘禁を禁止し、お金を払わないからといっ
て拘禁してはいけないとことを法定しました。1700年代
に成立した分散（破産）制度も、当時世界に例のない職
権免責を認める法制でした。民事再生の手続も、やはり
同じように再建をしようという者に対して緩やかです。欧
州法制に基づいて作られた旧和議法では債権者の4分の
3が賛成しなければ和議が可決しませんでしたが、今の
民事再生法では2分の1の債権者が賛成すれば再生計画
案が可決することになっています。これは世界的に見ても
非常に緩やかですが、これが我が国に合うのです。

商取引債権については、法改正の議論があります。債
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権者の多数が賛成していれば、裁判所で簡易な手続で
商取引債権を保護しつつ再生手続を進めてもらえるとい
う法改正が数年程度で出来る見通しが出ています。それ
は大変結構なことだと思います。法的整理においても、
必要に応じて、商取引債権の弁済を認める運用が出てき
ています。ただ注意をしておかなければいけないことがあ
ります。それは、商取引債権保護という名のもとに、金
融機関だけが債権放棄をして再生を図るのが良いことだ
という考えが野放図に広まるのは正しい方向ではないと
いうことです。倒産手続において商取引債権の弁済を認
めれば企業価値が上がり、債権者にも債務者にも取引関
係者にも利益が生じるので、金融機関が債権放棄をして
破綻を回避することにメリットがあります。しかし、それ
には、債務者会社において商取引債権を弁済しつつ乗り
切るだけの体力を有していることが必要であって、単に金
融機関が債権放棄をして一時的に企業の延命を図るにす
ぎないのであれば、再破綻の際に大きな問題を抱えるこ
とに注意していく必要があります。

現在の準則型私的整理はその手法を大きく進展させて
おり、この点に着目する必要が出てきています。私的整理
の方法としてDES（Dead Equity Swap）により負債を資
本に変えて再生を図るとか、DDS（Dead Dead Swap）に
より負債を劣後負債に変えて再生を図る、あるいは第二
会社を作って債権放棄をしてもらえる債権をここに集めて

特別清算で処理し、従来の会社はそのまま存続させると
いう手法が一般化してきました。かつて特別清算は非常
に少なかったのですが、2014 年以降は特別清算が民事
再生の件数を上回る逆転現象が起こっています。これは、
第二会社方式が一般化したことを意味します。この私的
整理の手法の進展が弁護士間に必ずしも十分に受けとめ
られていないという問題があります。最近聞いたところに
よると、債務者が弁護士に相談すると破産手続を勧めら
れ、再生手続はあまり勧めてくれないといいます。一般の
弁護士が私的整理の新しい手法を勉強しておらず、安易
に破産を勧めることがあるとすれば反省する必要があり
ます。

最後に、国際化についてお話しますと、国際化という
のは大企業では起こってくるけれども、倒産事件の大部
分を占める中小零細企業の倒産手続は、国際化とは全く
関係なく動いて行くだろうと思います。中小零細企業の
再生に関しては、我が国独自の手法をきっちりと押さえ、
国際化に惑わされない方がいいと思っています。まずは、
我が国の今の特徴的な動きを捉えて、倒産処理をめぐる
環境と手法が最近大いに進展しているところを大雑把に
つかんで頂ければと思います。

本日は熱心にお聞きいただき、ありがとうございま
した。

弁護士の森と申します。よろしくお願いいたします。
園尾先生からいろいろと熱いお話がありましが、2002

年に22万4千件の破産があり、2002年で計算してみる
と、裁判所が空いている平日で毎日900 件ぐらい、今考
えるとよく処理したなと思うぐらい考えられない数の破産
だったという感じがします。その後ずっと破産が減少傾向
になっていますが、実際のところ特にここ最近において、
景気が良くなってきているという実感を皆さんはどこまで
お持ちでしょうか。私は仕事で地方に行く機会が多いの
ですが、地方で仕事していると、東京とはまた違った感
じを持つ場合が多く、破産は減ってきているけれども本
当に景気が良くなっているのだろうかという感じがします。

それではなぜこんなに破産が減ってきているのでしょう
か。リーマンショックがあった2008年ぐらいまでは、倒
産件数が実は若干増えていた時もありましたが、それ以
降は倒産手続、特に民事再生手続や会社更生手続といっ
た法的整理手続はずっと減少傾向にあります。一方で、
実は企業の廃業件数はずっと増加傾向が続いており、こ
れが意味するところは、言ってみると倒産手続はとらない
けれども、むしろどうしようも無くなった企業は廃業して
しまっているところが多く、それは地方においてより顕著
な感じがします。再生手続もしくは更生手続をとって再建
をするというようなことが出来る企業ばかりではなく、廃
業している企業が増えて来ているのです。

西村あさひ法律事務所　パートナー　弁護士　森　　浩志 氏

私的整理手続の外用と企業の抜本的再建が進まない背景

各論（現状と課題）



6 Copyright©2016 The Association of Credit Management-Japan All Right Reserved

また、法的整理ではなく、私的整理によって企業を再
建しようという動きも多くなってきていると感じられます。
私の方からは、私的整理の一般的なスキームを説明させ
ていただきたいと思います。私的整理の特徴ですが、原
則としては商取引債権者を対象外に出来るというのが大
きな特徴となっておりまして、信用リスクの既存を最低限
に抑えて企業の再建を行うことができるということが特徴
です。一方で、任意の手続ですから債権者調整に限界が
あり、全員同意が必要となりますので、一部の債権者は
ごね得といったことが生じる可能性があります。純粋な私
的整理については、あくまでも任意で債権・債務を整理
しようとすると、どうしてもごね得が発生してしまいますの
で、それを何とかできないかと、いろんな手続制度が設
けられています。これが私的整理ガイドライン、事業再生
ADR、特定調停手続などになります。

私的整理の手続の流れというのは、基本的には代理
人弁護士に相談をし、事業再建計画を策定するところか
らスタートします。この策定が一番のポイントであり、債
権者にとって受け入れ可能な計画を策定しなければいけ
ないということから、基本的には第三者が策定をサポー
トした信頼のある計画となっていなければなりません。ま
た、税務・会計のデューデリジェンスを実施して、実態の
債務超過額をきちんと把握した上で、一部債権放棄を要
請することによって十分に再建できるような姿を示す計画
を策定する必要があります。

それぞれの私的整理の特徴ですけれども、私的整理
のガイドラインは、実は現在はほとんど使われておりませ
ん。なぜ使われていないのかという理由ですが、一番の
ポイントは、メインバンクが主導して行う企業再建の手
続であることにあります。例えば一時停止の通知は、主
要債権者であるメインバンクと債務者が連名で通知を送
ります。要はメインバンクが主導して企業の再建を取り仕
切る、そういったイメージが強いのです。具体的な計画
についてもメインバンクと相談しながらつくるスキームに
なっており、逆に言うとあまりにもメインバンクが前面に
出るので、準メインや下位行からしてみると、メインバン
クが主導してきた会社だから基本的にはメインバンクが
相応に責任を取るべきだと主張しやすくなり、この手続
自体がいわゆるメイン寄せを呼びやすいスキームになって
しまったのです。メインバンクとしては、私的整理ガイド
ラインを使って、自分が前面に立って、矢面に立ってまで
債権・債務整理に乗り出すことについて、非常に消極的
になってしまったのです。今となっては私的整理ガイドラ
インを使って会社の再建をしようと動き出す金融機関が非

常に少なくなってしまったというのが現状です。ただそう
は言っても、ガイドラインは使われなくなってはいますが、
そこでつくられた精神、考え方というのはいろんな手続の
ベースになっており、債務超過を3年以内に解消しろとか、
黒字化を3年以内に達成すべきだとか、そういったガイド
ラインの精神が後々引き継がれているといえます。

次に、企業再建を支援するスキームとして中小企業支
援協議会スキームがあります。ただし、中小企業支援協
議会スキームのうち、平成27年第3クウォーターまでに開
示されているスキーム取り扱い事例786件の内の740 件、
つまり90パーセント以上はリスケジュールの支援となって
います。リスケジュールの中でも、抜本的なリスケではな
く、言ってみれば暫定リスケというようなものがほとんど
であり、メインバンクと協力して経営改善計画を策定す
ると、抜本的な収益改善策が無くても3年間はリスケ出
来るというモラトリアム的なリスケが支援協議会スキーム
の中心になっています。この3年間の暫定リスケというの
は、そもそも抜本的な経営改善はしなくてもリスケします
よ、というある意味ありがたい制度であり、経産省のホー
ムページに書かれている通り、「経営者の自覚の要請」、

「事業に専念できる時間の確保」、「最適ソリューションを
視野に入れた金融機関の準備」の3つが目的とされてい
ます。これは分かりにくいですが、実は重要なことを言っ
ていまして、要は3年間用意するから金融機関として引当
金を積めということを言っているに等しいと思っています。
このモラトリアム的な期間を与えることによって、「経営者
はちゃんと自覚せよ」、一方で「金融機関はより抜本的な
支援を出来るように準備をせよ」ということがこの暫定リ
スケの趣旨だったのです。この金融円滑化法を設けられ
て以降、何度となく延長されてきていますが、実はその間
に金融機関としてはそれなりの引当てを積んできていまし
て、リーマンショック後はなかなか引当ても足りないとこ
ろが多かったのが、毎年積み増すことによって引当ても増
えてきていますので、金融機関としての準備も大分出来て
いるのではないかと思っています。

実はそういった先を金融機関がどうしているかという
と、民事再生に追い込んで会社の再建を図るというより
は、むしろ引当金を積んできたのだから私的整理によって
会社の再建をしていこうという取り組みが徐々に出始めて
おり、法的整理は減っているけれども、私的整理によっ
て抜本的な再建を図る企業が少しずつでてきているとい
うことがいえると思います。私自身ここ数年、東京の案件
も含めて地方でも私的整理をかなりやっていますが、メイ
ン行は当然厳しく見て引当てを積んでいたりしますけれど
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も、準メインや特に地方であれば第二地銀、ましてや信
用金庫などはなかなか引当金を積めていないという状況
が過去には多かったように思います。そういった状況の中
で、その会社の再建に向けて抜本的な支援が必要だか
らということで、私的整理にメインが乗り出そうとしても、
だいたい第二地銀とか信金はついてこれていない状況が
多かったのです。それがここ1 ～ 2年になってくると、引
当金をだいぶ積んできている状況になってきていますの
で、地域にとってやはり再建させて活かすべきだろうとい
う会社をピックアップして、その会社について法的整理に
持っていくとインパクトが大きいので、むしろ私的整理の
中で再建を図って行こうという取り組みに徐々に変わって
きていると実感としております。

次に事業再生ADRの特徴ですが、これも産業競争力
強化法に基づいて制度的に用意されて、第三者が関与し
て私的整理を進めるという手続ですので、金融機関から
してみると非常に信頼性が高い手続であるという評価を
得ていると思います。手続自体がかなりしっかりと行われ、
計画の検証を手続実施者が第三者の立場から行いますの
で、非常に厳格に行われるというイメージが出来ていると
思います。

ただ一方で、しっかり手続をやる関係で、かなり時間
もかかりますし、コストも数千万円ぐらいかかってしまう
ことが多いので、費用的にADRをやるには資金的に苦し
い企業もあり、ADRも件数としては多い状況ではないと
いうことがあろうかと思います。

それから最近、中小企業向けに特定調停を活用しよう
という動きも出てきています。私的整理をやる場合に、特
定調停を使った場合は17条決定という手続がありまして、
仮に反対をした時も、裁判所の方で「もう、これでいい
じゃないですか」という決定をすることができ、この決定
が出た場合は、金融機関としては賛成と言わなくても裁
判所の決定に従いましょうという、ある意味消極的な同
意の手段をとることができ、それを使って金融機関の同
意を得ることがきますので、有用な手続の一つであると思
います。

またREVICの支援というものがありますが、やはり公
的機関の関与で非常に信頼性の高い手続と認められます
し、REVIC自身がデューデリを行って計画にも策定関与
していきますので、非常に信頼性が高いと言えます。手
続の透明性、公平性も高いと言われていますし、法律に
基づいた強力な手続が用意されていますので、一時停止
もREVICがやります。いろんなかたちでの支援があるの
に加えて、政府系金融機関等の協力義務規定まであり、

非常に強力な続きになっています。一方で国の資金を使っ
た手続ということもあり、責任追及を含めて、厳格な手続
を要求をされておりまして、株主責任や経営責任はしっか
りと取らせられます。ですから一部の企業からすると、非
常に厳しい責任追及をされるのではないかと躊躇してしま
う場合もあるかと思います。

以上のような私的整理において、金融機関からしてみる
と、個人保証人というのが最後の責任追及の対象となり
ますので、会社を再生する場合に、最後に責任を取るべ
き個人保証人は破産するのが当たり前、もしくは破産さ
せなければ、金融機関の担当者からしてみると銀行内で
説明できないということがありました。その結果、企業が
再建に向けて進み出すハードルが高くなり、本来は法的
再建手続を取ればいいものを、それを避けて問題を先送
りし、最後はもう廃業しか無いといってどんどんと企業が
減っていくのを見過ごすのが本当にいいのかという議論
がずっとありました。そのよう状況に対処すべく策定され
たのが経営者保証ガイドラインになります。これによって、
経営者としては必ずしも破産をしなくても企業再建、抜本
的再建に乗り出すことが出来るようになったのです。これ
は非常に大きなインパクトがあったと思っています。私的
整理をチョイスする要因というのは沢山ありましたが、そ
の中の一つ、個人保証の処理というところにおいて経営
者保証ガイドラインが整備されましたので、このガイドラ
インが出来て以降、かなり私的整理の選択肢が増えたと
思いますし、私自身いろんな案件をやっていて、私的整
理はかなり取り組みやすくなったと思っております。

まだまだこのガイドラインがそんな浸透していないです
し、件数も少ないと思いますが、いろんな事例を集めて

森　　浩志 氏
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金山と申します。やわらかい話をしたいと思いますので、
リラックスして聴いて頂ければと思います。

資金繰りに窮した会社の行動パターンのうち、伝統的
な対応として、資金調達に奔走しても資金繰りが改善し
ないため、取引先へ支払えなくなるというものがあります。
取引先から見ると、取引債務が延滞されました、あるい
は不渡りが出ました、と情報が入ってくることになります。
こういう会社は今でもあろうかと思いますが、取引先から
見ても分りやすく、業界でもすぐ噂になりますので、対応
はしやすかったかと思います。

次に、破産手続の迅速化、民事再生法の施行というこ
とで、2000年前後ぐらいから破産手続や民事再生手続
が非常に使い勝手の良い制度となってきました。そこで、
資金繰りに窮した会社が弁護士に相談した上で、再建が
難しそうであれば破産の申立てをして、再建が出来そう
であれば民事再生の申立てをして再建する、というケー
スが増えてきました。取引先からすれば、弁護士から申
立てのお知らせのFAXがいきなり届き、会社に行って売っ
た商品を持ち帰ろうと思っても、弁護士から「そんなこと
したら犯罪です」と言われたり、対応しづらい部分もあっ
たかと思います。このように取引先からは打つ手が限られ
るという面があった一方で、裁判所や弁護士が再建する
ということで安心して見ていられたかと思います。

さらに進んで、金融円滑化法による金融機関の対応の
柔軟化ということで、森弁護士から御説明があったよう
に、私的整理について色々な制度が出てきました。また、
昔であれば金融機関に「資金繰りが厳しい」といった情報
が伝わると、いきなり預金口座がロックされ、とどめをさ
されるという心配がありましたが、2009年12月の円滑化
法施行後は、金融機関が私的整理に協力的になってきた
ので、急にそういう対応をすることは減ってきたように思

います。このような金融機関の協力的な姿勢を踏まえて、
資金繰りに窮した会社も、ある程度は安心してメインバン
クに実情を開示して相談できるようになり、私的整理によ
る再建が図りやすくなりました。そして、専門家による財
務デューデリジェンスを受け、事業計画を策定して、再建
を図っていくという一つの流れができてきました。

このような手続は、一般に、取引先にはほとんど何も
伝えずに秘密裏に進めて行きます。もちろん無事に進ん
でいる限り、取引先としては何の影響も受けないので、こ
れはこれで望ましいやり方かと思います。ただ、このよう
な私的整理の増加によって取引先の信用不安に気付きづ
らくなったという側面もかなりあると思います。また、成
功すれば良いのですが、上手くいかない会社もあります。
私的整理では再建できず法的手続に至って初めて取引
先に情報が入ったり、事業の改善が進まないことで金融
債務の弁済を止めても資金繰りが改善せずに、取引債務
も払えなくなって初めて状況が分かるということもありえ
ます。

加えて、金融債務の支払を止めたものの、財務デュー
デリジェンスを受けたり、きちんとした事業計画を作った
りせずに、結局、資金繰りが回らずに取引債務の延滞に
至るという会社も出てきています。昔であれば、金融債
務の支払いを止めながら、事業計画等を作らないような
会社は、預金を拘束されて潰されていたはずですが、金
融円滑化法の影響か、金融機関としても厳しい対応をい
きなり取ることが減ってきましたので、こういう会社でも
かなりの長期間生き延びる状況にあります。もっとも、金
融機関へ弁済しないのに、資金繰りが厳しいというのは、
事業がキャッシュを生み出していない状態なので、長く続
くと再建が厳しくなってしまいます。本来であれば金融機
関への弁済ができなくなった段階で、専門家の意見もき

きて、個人の保証人にから見てもこれだけの財産を残せ
る、もしくは実は全然誰も知らない中で債務カットが出来
て今までと同じように生活が出来るということがもう少し
広まってくると、より弾力的に私的整理が広がるのではな
いかと思っています。実際に私がやったこのガイドライン

の事例でも、社長は全く何も無かったかのように生活をし
て、これまでと同じような生活を出来ているという事例が
いくつもありますので、そのような事例が分かってくると、
もう少し私的整理が進むのではないか、加速していくの
ではないかと思っています。

西村あさひ法律事務所　パートナー　弁護士　金山　伸宏 氏

資金繰りに窮した会社の行動パターンと対応策

各論（現状と課題）
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ちんと踏まえて、血を流すようなリストラを行い、抜本的
な対応を取るのが望ましいところではありますが、金融機
関の対応が柔軟になったことのいわば副作用で、こういう
形で生き延びてしまう会社が増えてしまっているのを、仕
事をする上で実感しています。

さらにもう一つの動きとして、事業再生コンサルタント
の増加があります。この流れは2000年ごろから始まって
きたと思いますが、事業再生を専門とするコンサルタント
が増えてきたように思います。昔は弁護士が中心になっ
て事業再生なり、倒産処理なりというのをやってきました
が、経営者としても、弁護士に相談するのは抵抗がある
し、メインバンクに相談するのも懸念があるので、まず
はコンサルタントに相談するという方が増えてきたのかと
思います。コンサルタントの増加についてはもちろん良い
面もたくさんあります。経営者が自分の会社についての客
観的な意見を聞く機会になりますし、金融機関はこういう
事業計画では協力できないですよ、といったような、色々
なアドバイスを受けたりして、円滑な私的整理に役立つと
いう側面が一つあります。一方で、金融機関と違ってあく
まで会社から雇われている立場にありますので、経営者
の説得が出来ずに抜本的な再建策が取れない場合もなく
はありません。そういった場合、結局、資金が回らない
ことになり、取引先に影響が生じることになります。

更に問題があるものとして、事件屋とか整理屋のような
人たちがコンサルタントと称して関与するケースも増えてき
ているようです。

ここで、一つめの事例ですが、この事件は私が破産
管財人として事後的に関与した案件です。ある銀行が債
権者として、会社とその保証人である元代表取締役の破
産の申立てをしました。それで、私が管財人につきました
が、この会社の申立時点の代表取締役も、破産の申立て
を受けた元代表取締役も、最初から「破産手続きには一
切協力しない」という非常に敵対的な態度を取っていまし
た。会社の本店所在地に乗り込もうとして確認したところ、
貸会議室のようなところで、電話を転送するだけで会社の
資料は一切保管なく、本店所在地も登記上載せているだ
けという状況でした。そのため、会社の資料が、ほぼ何
も無い状況でした。

その後、調べて分かったことですが、この会社は破産
になる2年ほど前に弁護士やコンサルタントがついて、私
的整理をしようとして金融機関への返済をストップしたよ
うです。ところが、金融機関への返済をストップしている
間に、破産した元代表取締役が個人の不動産の名義を
第三者に移したり、「3％だけ払うから残りの債権を放棄

しろ」というような無茶な要求を金融機関にしたりして金
融機関の反発を受け、結局1年ぐらいで弁護士が辞任し、
私的整理が頓挫しました。その後、代表取締役が変更さ
れた次第です。

この会社について、色 と々調べたところ、隠し口座が
見つかりました。その取引履歴を確認したところ、破産
手続開始決定まで、いくつかの取引先と数千万円単位の
取引を続けていて、破産手続開始決定後も、お金の出し
入れが続いていました。自己破産の申立てであればあり
得ない話なのでレアケースですが、債権者申立ての場合、
このような事態も生じ得ます。

このような事態への対応として、破産法上、破産手続
開始決定後に、破産管財人ではなく、破産者が預金から
債務の弁済をしても、無効になるというような条項があり
ます（注：「破産者が破産手続開始後に破産財団に属す
る財産に関してした法律行為は、破産手続の関係におい
ては、その効力を主張することができない。」。破産法47
条1項）そこで、隠し口座から振込を受けた取引先と交渉
をして、お金を返してもらっています。

取引先からすると、普通の会社と思って取引をしていた
ら、いきなり「もう破産していました」と話をされて驚いた
と思いますが、もともと2年ほど前に私的整理を始めて1
年前には頓挫しており、最後は破産したにも関わらず、全
く知らずに取引を続けてきた取引先がいたということで、
私も「私的整理とはそんなに分らないものなのか」と驚きま
した。私的整理が取引先には分かりづらい、ということ
の一例になるのではないかと思います。

また、私的整理が頓挫した後に、新たに代表取締役
に就任した方についてですが、調べてみると、少なくとも

金山　伸宏 氏
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十社以上の破綻しそうな会社の取締役になっていて、一
種のコンサルタントといえばコンサルタントですが、様 な々
問題を起こしているようでした。この方は、法人を作って、
今でもホームページで、窮境に陥った会社の相談に乗る
旨宣伝しています。弁護士法違反とならないように、自ら
取締役となって金融機関との交渉などをしているのだと思
いますが、コンサルタントと称していても、問題のある方
もいるので、気を付けなければいけないと思います。

このように、きちんとしたコンサルタントがついて経営
者と金融機関の調整を行って私的整理が成立するという
健全な流れがある一方で、病的な現象も出てきています
ので、経営が厳しそうな取引先があった場合、金融機関
に対する返済状況、メインバンクの有無やその意向など
のチェックポイントを確認して、どういう状態にあるかを
きちんと見極める必要性があろうかと思います。

次に、二つ目の事例をご説明します。これは、私があ
る上場会社から相談を受けて、取引先側・債権者側とし
て関与したケースになります。対象となった会社は、経営
が悪化して、上場会社に対する買掛金もかなりの金額を
滞納しており、金融債務についてもほとんど弁済しておら
ず、資金繰りに窮していました。一方で、私が相談を受
けた上場会社としては、この上場会社の製品を一定の地
域で独占的に販売している会社ということもあり、無策で
破綻してしまうと商品の販売ルートが途絶えてしまうため、
どうにか再建させたいという強い意向がありました。

そこで、この会社の経営者と交渉をして、上場会社の
方で株式を取得したり、事業譲渡を受けたりするスキー
ムで、私的整理によって再建しよう、という話をしました。
私的整理であれば、対象会社の経営者の個人保証も解
決できる可能性がありましたし、経営権は移るものの、
従業員や顧客に迷惑をかけないということで説得をした
のですが、自主再建が可能だ、経営権は手放さない、と

いうことで、うまくいきませんでした。この会社は、その
後結局資金繰りに詰まり、地元の弁護士に依頼をして自
主再建する方向で民事再生の申立てをしました。そこで、
申立代理人経由で説得をして、最終的にはその経営者も
納得をして、再生手続の中で私の依頼者の上場会社が事
業譲渡を受けるという形で、上場会社の事業にほとんど
支障が生じないような処理ができました。

このように資金繰りに窮した取引先について、事業を取
得してしまう、というのも、一つの対応策としてあろうか
と思いますが、この場合、債務者の経営者の説得が最も
難しいところかと思います。

最後の事例は、私が債務者代理人として関与した事件
です。債務者は上場会社で、2期連続営業赤字で3期目
も赤字になりそうで、売上もかなりの減少傾向にあり、ひ
どい状態でした。そこで、金融債務は残高維持をしても
らい、業績が好転すれば弁済するという事業再生計画案
を策定し、メインバンクとも協議・協力のうえでバンクミー
ティングを開いて、他の金融機関からも同意を得て計画を
成立させて、メインバンクから売掛金や在庫を担保として
資金支援を受けました。その後は景気の変動の関係で
予想以上に順調に業績が改善し、1年半か2年ぐらいで
借入金を全額リファイナンスし、正常化を果たして再建が
できています。

これは上手くいった事例ですが、ほとんどの取引先は、
一歩間違えれば法的手続に移行する状況で、陰でこうい
うことをやっていたことは知らなかったと思います。

伝統的な対応であれば情報が入りやすいのですが、私
的整理の場合、取引先からは本当に分かりづらくなって
きていますので、陰で私的整理をやっているのではない
かと、そういうような疑いを持ちながら取引先と対応して
いく必要があるのではないかと思います。

弁護士の鈴木と申します。自己紹介として申しますと、
他の講師からも少し名前が出ていました『㈱地域経済活
性化支援機構』、長いのでREVICと略称を用いますが、
REVICという会社の常務取締役の職に昨年まで就いてお

りました。REVICは実質的に国の資本が入っているいわ
ゆる官民ファンドという存在です。本日は、その当時の経
験もふまえて、お話をさせていただきます。

まずは転廃業型事業承継という言葉ですが、これは私

西村あさひ法律事務所　パートナー弁護士　鈴木　　学 氏

転廃業型事業承継

各論（現状と課題）
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の造語です。なぜこういう言葉を使っているかと申します
と、単純に転廃業支援と言ってしまうと私が提唱したい
サービスよりも暗く感じてしまうからです。利害関係者の
方々にとってあまり精神的な抵抗が無いような言葉にした
いという意図です。ではその中身は何か、と言いますと、
決して今まで存在しなかった新規サービスというものでは
ありません。一言で申し上げれば主に中小・中堅企業を
対象とした再生支援です。

例えば、会社は債務超過、経営者が高齢で「後継者
難」に陥っており、「立派な息子さんがいてもなかなか後
は継げない」という企業が典型的です。そのような企業
が、中小企業支援協議会の3年間の暫定リスケの間に事
業改善できなかった場合に、このまま自然にV字回復す
るとは思えません。むしろ、そのような場合、今日明日で
はないにしても、一年後、二年後には破産もしくは廃業
の懸念があります。このような中小企業に対してなんらか
のソリューションを示す必要があると考えております。

キーポイントは、再生手続が迅速かつ低コストである
ことです。今まで中小企業の事業再生はお金がかかって
いたり、もしくは時間がかかっていたりしていました。ま
ず迅速かつ低コストというのは非常に重要だと思っていま
す。もう一つのポイントは、このまま成り行きで放置をし
たら価値を失ってしまうけれども、今日現在はまだ何ら
かの価値を有するグッド事業、あるいはグッド資産を今の
うちにスポンサーに譲渡して、譲渡後に残った金融債務
を放棄してもらい、経営者や従業員がなるべくハッピーな
かたちで着地するということ。これらをモデル化したもの
です。

このようなモデルに対するニーズは何か。まず当事者
的、ミクロ的な視点で申し上げます。金融機関にとって
は経済合理性です。典型的にはその企業が破産してしま
うよりも多くの弁済を得られるということです。また、金
融機関の側には不良債権の債権管理コストがありますの
で、そのコストが削減されるというのも経済合理性と言え
ると思います。二番目は、経営者としては破産を回避しな
がら再チャレンジしたい、もしくは経営者の家族が再チャ
レンジしたいというニーズです。三番目は、ロールアップ・
ニーズ、これは地域社会のニーズです。事業性がない企
業、しかしながら金融緩和の中で倒産はしないで済んで
いる企業が多い地域では、同じ地域にいる成長性がある
元気な企業の成長を阻害します。例えば窮境の企業は、
不毛な価格競争を仕掛けたり、雇用をしていますので元
気な企業の人材不足がいつまでも改善しないことになりま
す。他方、低収益企業は従業員の給料をいつまでも上げ

ることはできません。そのような経営資源を元気な企業
へ集約させていくことが結果的に地域経済の活性化につ
ながりますし、個別の従業員のためにもなります。ただし、
退出する元の中小企業の経営者も悲惨なことにはしない。
生活は守ります。さらには経営者の再チャレンジも助け
る。この数年で、これらのニーズを満たすツールは既に
出来ています。ツールは出来ているけれども、個別具体
的な案件にどうやって適用するか、この点の実践がまだ足
りない段階です。

マクロ的・定量的な視点に移してもニーズがあることは
明白です。金融庁は、平成25年に金融円滑化法を適用
した企業がどれだけあって、またその中でどれだけの企
業が深刻な状態かということを試算しました。金融円滑
化法適用事業者は、推計ですけれども30万社～ 40万社
あったようです。その中に事業再生、転業等が必要な事
業者が、これも推計ですが5 ～ 6万社あったということ
です。現在平成28年ですが、この3年間で5 ～ 6万社が
実際に転廃業や事業再生を行っているかというとそうで
はありません。金融円滑化法は終わりましたが、金融検
査マニュアルもしくは金融モニタリング基本方針に基づく
中小企業対応は基本的に変わっておりませんでしたので、
この3年間は抜本的な事業再生は進展していないのです。
場合によっては5 ～ 6万社より数が増加しているかもしれ
ません。消費税も上がりましたし、為替の大規模な変動
やエネルギーコストの上昇など、中小企業の経営環境は
悪化しているからです。そのような中、先ほどのニーズを
満たすような事例が現れてこなかったのは何故か。もちろ
んそれに適する制度が法的に整備されていなかったのは
大きいですし、銀行などのカルチャーも徐々にしか変わら

鈴木　　学 氏
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ないというところが理由としてあるのだと思います。
もちろん今までも既存の制度がそのような役割を一定

程度果してきたとは思いますが、今述べた数万件のニー
ズを取り込むことは、なかなかできていなかったと思いま
す。例えば、民事再生手続は使いようによっては非常に
良い制度ですけれども、裁判所関係のコストだけでも数
百万円はかかります。弁護士や会計士などアドバイザー
に対する報酬は別途かかります。小さな企業ですとその
負担能力が無いこともあります。加えて、小さな企業は経
営資源も体力も脆弱なので、民事再生手続を利用したこ
とに伴う風評が事業価値を限りなくゼロに近づけてしまう
という恐れがあります。では破産手続はどうかというと、
破産管財人が選任されて裁判所の許可さえ得られれば、
破産手続の中でも事業譲渡は可能です。この方法も実は
非常に使い勝手が良いところもあるのですが、一般の方々
の感覚からすると、破産と聞いたら状態が致命的に悪く
なっているというイメージが強いため、やり方を間違える
と事業価値が大幅に毀損してしまうリスクがあります。結
果についての事前予測を立てづらいと言い換えることも出
来ます。先ほど申し上げた5万から6万社の中小企業の
組織再編を考えたときに、コストであったり、事前の予測
可能性が立ちにくいという理由で、既存の制度が必ずし
も完全な役割を果たせていなかったのだと想像します。

では、何があるのでしょうか。一つ考えられるのが
REVICの特定支援という制度です。特定支援は、経営
者保証ガイドラインが策定されたことに伴って始まった
REVICの新しい手続です。

この特定支援制度を利用した中小企業の事業承継事
例を一つご紹介します。この会社は、ある県で洋服のデ
ザイン・企画・販売業を営んでいた会社です。業態として
は、ショッピングセンターに十何店舗を出店させて洋服の
小売販売を行っていました。アパレル業界ではよくある業
態ですが、ご多分に漏れず厳しい状況でした。直近売り
上げ6.5 億円で、それほど大きくはない企業です。かつ
直近3年間の売り上げは激減していました。有利子負債
は約2億円です。売上減少を理由に、赤字は数千万単位
で累積していました。金融機関はもう追加の与信はしま
せんので、何をして資金繰りをつないでいたかというと、
大口の仕入れ先からの買掛債務を棚上げすることによっ
てやりくりしていました。ただ、それだけでは足りなくて、
さらに社会保険料も滞納しているような状況で、非常に
危険な状況でした。社会保険料まで滞納しているもので
すから、清算配当率、つまりこの会社が破産した場合の
配当率はゼロ％であることが比較的明確でした。社長は

40 代の方で、まだまだ若い方です。自宅のマンションを
所有していまして、住宅ローンの抵当権が付いていたので
すが、メインバンクに対して第二順位の根抵当権を物上
保証として設定していたという状況です。この会社をどう
したかといいますと、買掛の棚上げをお願いしていた大
口仕入先に対して、スポンサーとして事業を承継するよう
お願いしました。その大口仕入先の方で、事業承継後の
事業計画を検討してもらったところなんとか事業が成り立
ちそうだということで、スポンサーになって頂くことになり
ました。

事業承継とはいっても、承継する資産はほとんどあり
ませんでした。賃借店舗の保証金と在庫、そのぐらいし
かありませんでした。一方で負債は、社会保険料の未払
が優先債権として2千万円程度。一般仕入れ債権が8千
万円、あと金融債権が約2億円という状況でした。弁済
計画は会社の全ての事業をスポンサーが会社分割の手
法で吸収し、その対価として優先債権、一般債権を全
額払える程度の現金をまず出して、さらに金融機関の債
権、これが2億円弱になるわけですけれども、その1％に
相当する金額、すなわち200万円程度を金融債権の弁済
として支払いました。破産した場合の資産配当率はゼロ、
REVICの特定支援の弁済計画だと1％弁済、つまり99％
カットの弁済計画です。ちなみに従業員は全員スポンサー
に承継されました。

ここで1点だけ付け加えますと、先ほど触れた社長の
自宅の処遇です。具体的な数字は忘れてしまったのです
が、例えばマンションの時価が2,000万円で、一番抵当
権が付いている住宅ローンの残債は1,000万円、その後
ろに1億数千万円のメインバンクの根抵当権が付いている
という状況でした。すると単純計算でメインバンクが保有
する根抵当権の経済的価値は2,000万円マイナス1,000万
円で1,000万円ということになります。そこで、弁済計画
上、その1,000万円を別途調達してメインバンクに払えば
二番抵当権を解除できる、という内容にしました。社長
には息子さん、お嬢さんがいて、みなさん成人されている
ので、独自に1,000万円の資金調達をしてきて弁済に回し、
メインバンクの二番の根抵当権を解除してもらい、住宅
ローンの方は何もさわらずに今まで通りの弁済をしていく
ことによって社長は住宅を確保しました。

弁済計画のもう一つの内容は、経営者の保証解除で
す。いま、住宅を残すために1,000万円は支払うとご説明
しましたが、それ以上の私財提供はなく保証責任は全部
解除してもらうことになりました。社長の私財として、マン
ション以外にも解約返戻金がある積立型の生命保険など
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柴原でございます。最後はテーマの内容を少し変えまし
て、海外からの撤退が何故難しいのか、というところに
ついて若干ご説明をさせて頂きたいと思います。

前提としましては、経済環境が今どういうふうに厳しい
かというと、皆さんご承知の通り、少子高齢化やグローバ
ル経済の波というものを踏まえて、大企業のみならず中小
企業も海外に進出をしているというところです。ただ、進
出したのはいいものの、今年になって世界経済が全体に
苦しいなかで、簡単に撤退は出来るのかというと、なか
なかそういうわけにはいかないということを念頭に置いて
頂きたいところであります。

我々弁護士もそうですが、経営者の方も日本の状況が
当たり前だと感じている、日本は安全や水道がタダのよ
うな国ですが海外に行くと違う、というのは実は法的な
環境においても同じことが言えます。したがって日本であ
れば苦渋の決断とはいえ、何かあれば最後は破産する、
もしくは会社を清算するというような選択をするわけです
が、海外においては、そういった会社を破産させる、も
しくは会社を清算する、というのが非常に難しい場合が

あります。理由としては、簡単に言えば国家体制・法制
度・経済状況が異なるということに尽きるわけですが、振
り返りますと日本においても破産や倒産法制度を受け入
れるにあたっても、それはかなりの時間がかかったわけ

がありましたが、保険などは手元に残して今後の生活に
使っていくことができました。

この対象会社の社長は、スポンサーに雇用してもらい、
幹部という形で、外見から見たらほとんど変わらずに働き
続けることができています。REVICの特定支援では、ス
ポンサーが特に仕入れ先である必要はありません。同業
者でもいいですし、エンジェルのような投資家でも良いで
す。そういったスポンサーが、最小限の投資で、かつ迅
速に、かつ利害関係人の納得できるかたちで、事業を承
継する。これをREVICという官の性質を持つアンパイア、
審判、行司のチェックの元で行っていく、これが特定支
援の使い勝手が良いところだと思います。本日は、我が
国に中小企業の支援のためのいろいろな制度がある中で
も、こういった特色を持った制度が生まれていますという
ことをご報告したかったのです。

REVICの特定支援と同様な機能を持った手続として、
特定調停手続というのがあります。特定調停手続自体は
昔から存在する制度なのですが、数年前に日弁連が最高
裁と法務省と共同して、特定調停を小規模企業の再生に
より効率的に使うためのルール、これも低コスト、迅速に
という目的ですけれども、そういった運用ルールを作りま
した。

こういった新しい制度を使いながら、先ほどのボリュー
ムゾーンのところをどういうふうに独創的に、みなさんに
とって良いかたちで再生していくか。そしてひいては事業
の成長や社長の再チャレンジにつなげて行くか、実務の
積み重ね次第で面白い展開になると思います。皆様の会
社のお取引先管理という意味合いでも、何か応用頂けた
らと思いご紹介しました。

西村あさひ法律事務所　パートナー弁護士　柴原　　多 氏

「海外からの撤退は何故難しいか」
昨今のコンプライアンスの重視の影響を踏まえて

各論（現状と課題）

柴原　　多 氏
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です。昔は破産というとやはりブラックなイメージがあり、
なかなか使われませんでした。それは現在のアジアにお
いても同じであり、海外においては法制度的にも社会が
受け入れる環境としても、倒産制度というものはなかなか
受け入れられていない、ということを再確認する必要があ
ります。

World Bank Group が 出して い る 統 計 で Doing 
Businessの2016年度版に、ビジネスの容易度というもの
が毎年出ていますが、日本は34位、タイは49 位、中国
は84位、ベトナムにいたっては90位ということになってい
ます。日本というのは、法制度上は自由主義・民主主義
が採用され、三権分立が図られているわけです。したがっ
て、国会、内閣・行政と裁判所とがある程度距離をおい
ていますので、最後は苦しくなって裁判所に申し込めば
破産等の法的手続きによって何らかの処理が行える、と
いうことです。ところが必ずしもその他の国においては、
こういった自由主義・民主主義・三権分立というのが図ら
れていないという現実が、普段ビジネスを行っている時に
はあまり問題にならないわけですが、いざ債務を払えな
いとか、撤退をしましょう、という時にはまさに制度の違
いが非常に多く現れてきます。

それはタイであっても、比較的自由ではありますがクー
デターの歴史があり、それ以上に中国やベトナムは、政
治体制や司法体制が異なります。それから中国自体はま
さに中華人民共和国ですから、人民を支えるというのが
重要なテーマとなります。したがって日本以上に労働債権
の保護というものが非常に大きな問題になりますので、そ
の点を看過すると新聞報道等であるように、労働争議だ
とか、そういった現象が生じるわけです。

それからベトナムも親日国ですが、社会主義国家です
ので、倒産するにあたってはかなりネガティブな部分があ
ります。一言で言うならば、外資が出て行くのであれば、
出て行くのは構わないが出て行く外資が応分の負担をせ
よ、というのがアジアの実情という面があります。以下で
は中国を中心に簡単に説明させて頂きます。

日本においては破産や特別清算という手続きが存在す
るわけですが、中国において、債務超過状態では清算
手続に入ることが認められず、清算手続に入るには債務
超過状態を解消する必要があります。それから清算手続
を行うに当たっては当局の認可が必要となっています。で
はその当局の認可を得るためにはどういうことが大事か
というと、労働者の対応です。人民に対して、未払い賃
金や退職金、言い方は違いますが経済補償金をきちんと
払っていることが前提となり、そういうことをきちんと払っ

ていないと労働争議も起きますし、そもそも清算に対す
る当局の認可も出にくいということになります。それから
簿外債務リスクということで、事業をやっているうちはと
もかく、いざ撤退するとなると税務申告等に不正な点が
無いかどうかもう一度確認する必要があるわけで、追加
で税金の課徴を受けるというのは、中国のみならずアジ
アで非常に多くあることです。

では、今まで日本の企業はどうやってそれらに対応して
きたかというと、結果として日本からのミルク補給の必要
性ということで、日本の親会社が貸金でお金を貸すとか、
出資をするとか、清算コストを日本の企業が持つことに
よって、撤退をしてきたわけです。ところが中国でビジネ
スをされている方はご存じの通り、中国には投注差という
制度があり、外貨の借り入れは一定額に限られますので、
これ以上親会社では貸し付けが出来ないという場合は、
その撤退をするときに、出資等でミルク補給をしなけれ
ばいけないという難しい問題があります。一方で日本にお
いては「コンプライアンス」が重視されますので、特に大
会社などの場合は社外役員から異議が出される等の可能
性もご留意頂きたいというところです。

ではどうやって多くの会社が撤退の手法を採用してき
たかというと、ミルク補給に加えて、持分譲渡、いわゆる
出資持分を譲渡することによって、対応してきました。と
ころがこの持分譲渡においても中国の場合、当局の許可
が必要です。一般的には、清算より譲渡の方が許可は緩
やかと言われますが、昨今問題になるのは、現地での引
受け先が減少していると言われることがあります。中国経
済が良い時は、「あなたが上手くいかなかったら、私が代
わりにやります」ということで買ってもらえる企業もあった
わけですが、今日では先行きの評価が分かれている状態
であり、今までのように譲渡で受け入れてくれる方も減っ
てきています。さらに悩ましいのは、譲渡先から、表明
保証やコベナンツを求められるケースです。具体的には、
①この中国企業は本当にコンプライアンス上の問題はな
いか、②工場は引き続き使えるのか、③従業員との関係
は良好か、等が聞かれます。

しかしながら離脱する企業は何らかの点で上手くいって
いない場合が多いのに、そんな表明を求められてもなか
なか保証ができない、ということですので、結果として今
までどうやって譲渡してきているかというと、「そういう難
しい問題があるわけだから譲渡代金を安くすることで吸
収してほしい」ということで、対応をしてきたわけです。

また生産拠点として必要だから中国に進出して中国の
子会社で事業を行っていると、そこには多くの知的財産
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が眠っているわけですから、その知的財産を毀損しない
形でどうやって上手く譲渡を行うのか、というところが非
常に悩ましいところです。

それから「親会社の役員に子会社を管理する義務があ
るのか」というのは、最近よく問題になっております。要す
るに海外で損失が出たものの、これはなんとかミルク補
給なり持ち分譲渡にて対応したとしても、海外の子会社
で発生した損失は親会社の役員が損害賠償を負うべきで
はないのかという非常に難しい問題が昨今議論されてい
ます。この点については固まった学説とか判例があるとい
うわけではありませんが、近時議論されているということ
に留意されたほうがいいと思います。

さらに破産手続の留意点ということで、ミルク補給も
なかなか難しい、持ち分譲渡も受け入れてくれるところが
あればいいですが、受け入れてくれるところが無い、そう
なったらどうするのかというと、普通は「まずは頑張って
私的整理をしてみましょう」という反応になるわけです。と
ころが、中国において私的整理をするとして「誰の債権に
金融支援を依頼するのか」という点が問題になります。そ
れは中国現地の金融機関の債権に金融支援を依頼すれ
ば、大ごとになるというのは誰の目から見ても明らかなわ
けです。しかし日本の債権者のみに金融支援を依頼す
るのも債権者平等の原則との関係で非常に大きな問題に
なるわけです。また、それは取引先も同じで、日本の取
引先の債権に金融支援をお願いするということになると、

「支援をお願いして日本に帰ってくるのはいいけど、我々
は親会社であるあなた達との関係を見直す必要がありま
す」という話になりかねません。ある意味当然の反応です。
そうすると日本の取引債権は金融支援しづらいということ
になりますので、では現地の取引債権に金融支援をお願
いするかというと、現地の債権に支援を依頼すれば依頼
したで当然債権者の方が乗り込んできて「何を考えてい
るんだ」と中国語で怒られるわけです。こういう反応はこ
こ10年あまり日本で少なくなった昔の倒産事件を思い出
すので、やはり経済の経験度というところが関係してくる
ところです。

そうなると「もうこれは破産しかない」ということで破産
手続を検討するわけですが、中国の子会社の破産手続
は、最近はだいぶ出てきているものの、まだまだ多くあり
ません。中国で失敗した場合、子会社は破産させますと
いうプレスリリースを出したとしても、その後検討するに

あたっては中国での破産手続に様々な問題があるという
ことは再確認すべきかと思われます。一つは中国の倒産
法の10条2 項では「申し立てから15日以内に受理するか
否かを決定する」とあり、受理するか否かということは受
理しない場合もあるということです。まさに日本でも昔は
裁判所が悩ましい事件に消極的な態度を示したこともあ
ります。また倒産法の15条1項4号では、破産申し立て
をした場合、債務者の関係者は破産手続が終わるまで住
所地を離れることが制限されると規定されています。これ
はよく考えれば日本の破産法でも同じで、破産手続中は
管財人の許可がなければ移動が制限されるという条項が
ありますが、それと同じで中国の子会社でも破産する場
合には、終わるまで関係者は住居を離れてはいけない可
能性があるということです。

そのため「撤退にはどういうリスクがあるのか」と言わ
れると、実際問題として破産も難しい側面がある。そう
するとミルク補給をするのか、合弁先、取引先や同業者
に持ち分を譲渡するのか、ただミルク補給をするにして
も、日本国内ではコンプライアンスに留意する必要があ
り、持分譲渡をするといっても買い手からは表明保証や
値下げ交渉をうけますし、中国の工場におけるノウハウ
の問題もありますので、そういう点があって中国からの撤
退は悩ましい側面があります。それはあくまでも一事例
ですが、同じようにベトナムやその他の国でも撤退は悩ま
しい側面があります。だからあきらめろということではな
くて、当然知恵を出してなんとか上手く無事に撤退をする
わけですが、その「日本で慣れ親しんだような破産手続
や、私的整理手続の常識は必ずしも海外では通用しない」
というところを、頭の片隅において頂ければと思っており
ます。
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前回のお話は「弓削道鏡を天皇に

すべし」というご神託が下ったので

宮中が大騒ぎとなり、和気清麻呂を

宇佐八幡（大分県）に派遣して調べ

る事にしたというところまでであっ

た。今回はその結末をお話しよう。

宇佐八幡ご神託事件

和気清麻呂は宇佐八幡から悩みな

がら帰って来た。言うべきか言わざ

るべきか、それが問題だ。朝廷には

一刻も早く報告を聞きたい大勢の人

が待っていた。清麻呂は意を決して

奏上する。「天の日継は必ず帝の氏

を継がしめむ。無道の人は宜しく早

く掃い除くべし」とのお告げだった

と。無道の人、即ち道鏡は除くべし

という訳である。

怒ったのは称徳天皇。清麻呂を穢

麻呂（キタナマロ）と改名させたあ

げく鹿児島県に流してしまった。天

皇にはなれなかったが道鏡は失脚し

なかった。しかし称徳天皇が無くな

ると道鏡は追放され和気清麻呂は復

権した。今でも皇居の畔に清麻呂像

があるが、天皇の血筋を守った英雄

として讃えられているのである。

製紙法の伝播

話は少し遡るが製紙法が日本に伝

わったのは610年。その少し前に聖

徳太子が十七条の憲法を発布したと

言われている。その第一は“和を以

て貴しとなす”

次が三宝を篤敬せよ（三宝とは仏

法僧）。そして天皇を敬い言う事を

聞け。後は役人心得帳である。サボ

るな、賄賂を貰うな、朝早く出て仕

事をせよ等々、昔も役人はいい加減

だったようである。

さて、この十七条は何に書いたの

か？ もしかすると紙かもしれない。

紙そのものは輸入されていた筈であ

るからだ。絹布ということも考えら

れる。中国では一般の通信では木簡

を使ったが皇帝など偉い人が直々に

手紙を書くときは絹布を使った。聖

徳太子ならそのくらいはするだろ

う。ただ全国に発布したのだから

木簡に書いて送ったと私は思ってい

る。残念ながらこの頃の木簡は日本

では発見されていないのである。

紙は中国文化圏の中では比較的早

くからその製法が伝わったのだが、

西欧にはなかなか伝わらなかった。

その切っ掛けは戦である。751年に

唐の西方で戦（タラスの戦い）が起

こった。相手はイスラム教国家の

アッパース朝。そこで唐は負けてし

まい、捕虜がごっそり捕られその中

に紙を作る職人がいた、という事に

なっている。この頃の唐は玄宗皇帝

の時代。傾城の美女楊貴妃がいた。

そして玄宗皇帝に仕えた日本人が

いた。

「天の原振りさけ見れば春日なる

三笠の山にいでし月かも」で有名な

阿倍仲麻呂である。

この人科挙に合格しかなりの出

世をした。玄宗皇帝は来る者は拒ま

ず、去る者は許さずの方針を採って

いたため仲麻呂は帰国を許されな

かった。しかし最後は帰国を許され

るのだが船が難破し日本には帰れず

唐に留まりそこで一生を終えた。

永遠の美女クレオパトラ

さて紙が中国の版図から外に出る

と次第に西欧に製紙所が作られパピ

ルスが廃れてしまう。パピルスと言

えばエジプト、エジプトと言えばク

レオパトラそしてカエサル。こうし

て私の興味は美女の代名詞たるクレ

オパトラとローマの歴史に行き着く

のである。

カエサルとクレオパトラの間には

子供が出来た。その名もカエサリオ

ン。そしてカエサルはローマの元老

院で暗殺されてしまう。最後の言葉

は「ブルータスお前もか」。

ところでクレオパトラは絨毯の中

に隠れてカエサルの前に現れたこと

になっている。さてその時のいでた

ちは？ 真っ青なドレス、シースルー

のセクシールック、それとも何も身

に……？ カエサルは忽ちクレオパ

トラに魅了されたと言われているが

どんな装いだったのだろうか。

想像をたくましく２千年前に遡っ

て頂ければ暑さも少しは紛れるかと

思ったのだが、エジプトも暑い国で

あった。涼しげな話では無くなって

しまった……。

　続　紙の歴史は面白い

COLUMN

加藤　比良夫
株式会社シオザワ 

与信管理士
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第8回『クレジット・カンファレンス』のご案内
９月９日（金）15：00～20：30（受付開始：14：30～）

　日頃より当協会をお引き立ていただき誠にありがとうございます。
　関西支部発足以来、ますます活動の場も広がっておりますことをこの場を借りて厚く御礼申し上げます。
　さて、この度、第8回『クレジット・カンファレンス』を開催いたしますので、ご案内させていただきます。今回は、

「アジア法務最前線！」と題しまして、中国、台湾、香港、韓国、シンガポール等のアジアの債権回収、紛争解決
手続きについて、弁護士法人淀屋橋・山上合同の先生方をお招きし、ご登壇いただきます。いずれも海外でのご経
験豊富な先生方です。当協会の会員の皆様は勿論のこと、与信管理業務に関わられている方には是非ご参加いただ
き、ご自身の業務にお役立てていただければ幸いです。
　なお、本カンファレンスは、講師の方 を々初めとした与信管理関連業界の第一戦の皆様が集まる数少ない機会です。
会の最後には懇親会も用意しておりますので、情報交換や人脈作りの絶好の場としてご活用いただければ幸いです。

会　場：  同志社大学大阪サテライトオフィス
〒530-0001
大阪市北区梅田1-12-17
梅田スクエアビルディング17階

（JR大阪駅より徒歩3分）
講演会：教室1（OS1）
懇親会：梅田E-MA（イーマ）

15：00 ～ 開会宣言
 一般社団法人与信管理協会　副会長　八田 英二 氏

15：10 ～ 入会案内、活動報告
 一般社団法人与信管理協会関西支部事務局長　北詰 健太郎

15：30 ～ セミナー
　弁護士法人淀屋橋・山上合同

仲井 晃 弁護士、大林 良寛 弁護士、金 大燁 弁護士

【第一部】
　「契約締結前の確認事項や契約上の注意点」

【第二部】
　「  中国、台湾、香港、韓国、シンガポール、

インドネシアを中心とした回収・紛争解決の制度・実務」

17：00 ～

18：00 ～ 閉会宣言
18：30 ～ 懇親会

　〒530-0001　 大阪市北区梅田1-12-6
　E-MA（イーマ）6階
　クッチーナ イタリアーナ ニョッキ梅田店
　TEL: 06-6343-0707
　（カンファレンス会場から徒歩1分）

式次第

開催日：2016年9月9日（金）15：00～ 20：30

一般社団法人与信管理協会

仲井 晃 弁護士 金 大燁 弁護士大林 良寛 弁護士 一般社団法人与信管理協会
関西支部事務局長
北詰 健太郎

同志社大学大阪サテライトオフィス

梅田E-MA（イーマ）
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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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Planning

Risk Assessment

Decision

Monitoring

インテグラート株式会社
東京都千代田区神田神保町1-13　Tel:03-5577-4154  Fax:03-5577-4254 
http://www.integratto.co.jp　e-mail：radmap@integratto.co.jp 与信管理協会担当：松下

分科会へのご参加、お問い合わせは下記までお願いします
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福岡事務所
〒810-0001
福岡県福岡市中央区天神1-1-1アクロス福岡５階
TEL：092-741-6316 FAX：092-741-6326

東京事務所
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15-12 兜町MOCビル７階
TEL：03-6661-2185 FAX：03-6661-2186

http://www.esp.or.jp/index.html

従来の会計・税務業務にとどまらず、相続・事業承継対策、Ｍ＆Ａ、上場企業の税務・組
織再編支援など様々なサービスをご提供し、お客様の将来構想の実現の一助となる情報提供
や信頼に値するサービスの提供に努めております。
公認会計士や税理士の有資格者11名を含む合計30名体制で、初回相談は無料です。
お気軽にご相談ください。

相続・事業承継のことならエスペランサ税理士法人へ
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[テキストを入力] [テキストを入力] [テキストを入力] 

 

 
取引信用保険をご検討の皆様へ

世界最大規模を誇る保険ブローカーの取引信用保険チームが

次のようなソリューションをご提供します

 

 取引信用保険証券分析
 グローバルプログラムの構築
 ストラクチャードトレードクレジットの組成
 ポリティカルリスク保険のご提供

エーオンジャパン株式会社

：

住所：〒 東京都千代田区永田町 丁目 番 号キャピトルタワー 階

：

： （代表）

取引信用保険チーム直通

（田中） 稲田

Risk. Reinsurance. Human Resources  

Aon Risk Solutions 
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▶今回のカンファレンスも内容の濃い講演会で盛会裏に終了い
たしました。5名の先生方による講演は大変興味深いもので
あり、参加者の皆様も大変熱心に耳を傾けていらっしゃい
ました。その内容を会報誌にてお届けいたします。コラム
も引き続き、会員の方から募集しておりますので、ご興味
がある方は事務局までご連絡をお願いいたします。次回の
カンファレンスも絶賛企画中です。ご期待ください。（内田）

▶11月14日開催予定の第9回クレジットカンファレンスは
今話題のAI、FINTECHをテーマに企画中です。新規入会
希望者向けの各分科会の内容説明も行う予定ですので、協
会に興味のある知人の方をお誘い合わせの上多数ご参加お
願いします。（菅野）

▶写真撮影：山本会里
　【撮影依頼・お問い合わせ】amulita0316@gmail.com

編集後記

一般社団法人 与信管理協会
URL : http://www.yoshin-kanri.com/

関西支部　〒604-8162　京都市中京区七観音町623　第11長谷ビル5階
　　　　　司法書士法人F & Partners 京都事務所
　　　　　TEL:075-256-4548　FAX:075-255-6328
九州支部　〒810-0001　福岡市中央区天神1丁目1番1号　アクロス福岡5階
　　　　　エスペランサ税理士法人
　　　　　TEL:092-741-6316／FAX:092-741-6326

本部　〒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

〒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

アジア経営者連合会　2016年　秋季例会

日　　時：2016年9月21日（水）19：00～21：30
　　　　　※開場18：15頃
内　　容：  理事長挨拶／基調講演／事務局報告／新規

会員認証式／表彰式／懇親会
会　　場：TKPガーデンシティ品川
　　　　　  〒108-0074   東京都港区高輪3-13-3 

SHINAGAWA GOOS1F
　　　　　TEL：03-5449-7300
　　　　　  アクセスはこちら 

http://gc-shinagawa.net/access.shtml
参 加 費：【特別会員価格】12,000円（税込）
支　　払：事前振込（お振込期日：9月7日（水））
　　　　　  申込後、事務局よりご請求書をお送りいた

します。
申込締切：8月31日（水）
申 込 先：  下記URLより必要事項をご記入し、送信し

てください。
　　　　　  「ご紹介者欄」で必ず「与信管理協会」に

チェックをいれてください。
　　　　　https://goo.gl/PbmaUF

※キャンセル代につきまして
　  やむを得ないご事情も含め、9月7日（水）のキャン

セルにつきましては、参加費を徴収させていただき
ます。代理の方が参加をされる場合は、必ず事前に
事務局へご連絡をお願い致します。

皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

■お問い合わせ先
　一般社団法人アジア経営者連合会事務局
　〒163-6027   東京都新宿区西新宿6-8-1 

住友不動産新宿オークタワー 27階
　Tel：03-6863-4253　Fax：03-6863-4254
　URL：http://www.asian-eca.org
　E-mail：hq@asian-eca.org

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。














































