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Yoshin-Kanri NEWS
一般社団法人与信管理協会　会報

第10回クレジット・カンファレンスが、2017年5月15日
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開催のご挨拶をいただき、
第1部では、今年度新たに立ち上げた分科会「ベンチャー
研究会」に関連して、ベンチャー・中小企業の「受信管
理」をテーマとし、日本政策金融公庫創業支援部のベン
チャー支援グループリーダーである金子孝幸氏に『日本
政策金融公庫の創業・ベンチャー支援』というタイトルで
基調講演を行っていただきました。次に金子氏の基調講
演に対し 「ベンチャー研究会」分科会長、当協会専務理

事の菅野健一氏にコメントをしていただき、その後、参
加者からの質疑応答による積極的な意見交換が行われま
した。続いて第2部は、当協会の中心的活動である分科
会・支部勉強会の2017年度プログラム内容説明を各会責
任者より行いました。昨年にも増して充実したプログラム
となっており、積極的にご参加いただき業務知識の向上
や人脈 形成に役立てて頂きたいと説明しました。カンファ
レンス終了後は懇親会も行われ、盛会裏に終了いたしま
した。

第10回クレジット・カンファレンス開催

開 会 挨 拶

みなさんこんにちは。今日は何を話そうかなと思って、
つい最近当協会員で日本政策金融公庫のバンカーである
尾木さんがお書きになった『スコアリングモデルの基礎知
識』という本を頂きまして、その話をしようかと思いました
ら、今日は尾木さんがいらっしゃいますので、著者の前
で私が内容をしゃべったのでは全然間違ったことで笑わ
れかねませんので、少し尾ひれをつけてお話をさせて頂
きます。

私が総長時代に大学院を六つか七つ作りました。特色
あるのはアジア太平洋研究科、それからもう一つがファイ
ナンス研究科です。なぜそういうものを作ったかと言いま
すと、橋本さん小泉さんの慶應大学出身首相が続いた頃
ですけれども、あの人たちが自由化、あるいは規制緩和
を唱えて、私はずいぶん危惧したものです。競争に全然
さらされたことのない者がいきなりそういう場にさらされ
たら、おそらく日本はめちゃくちゃにやられるだろうと思
い、もしもやるのなら少し時間的な余裕をおいて、例えば
金融界の人たちについては、十分訓練するような時間が

必要だろうと思っておりまし
たが、それなしにいきなり
自由化になったわけです。

そしてご 存知のとおり、
日本が戦後 50 年にわたっ
て営 と々貯め込んできた貯
蓄を全部吐き出してマネー
ゲームにさらすという状況に
なりました。見方によって
はアメリカのおかげでそこまで復興して来たのだから、そ
れぐらいは授業料だと思えばいいというふうに考える人も
いるかもしれませんけれども、私のような人間にとっては
誠に残念であると思いました。そこで、私が打った手は、
要するにアメリカの高度な金融テクニックというものを日本
でも早急にこれをとりこまなければいけないと考え、その
ためにはどうするかと言ったら、一からやっていたのでは
遅い。そこで日本の金融の中心にあります日本橋兜町、
その辺りの人たちで勉強させて対応策を進めるような大

代表理事　奥島　孝康
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皆さん、こんにちは。日本政策金融公庫創業支援部
ベンチャー支援グループの金子孝幸と申します。本日1時
間ほどお時間を頂きまして、公庫の創業・ベンチャー支援
等につきましてお話をさせて頂こうと思います。話のメイン
の1つ目は、創業・ベンチャー企業の経営の実態・課題、

2つ目は公庫の創業・ベンチャー企業支援施策、そして
最後に、創業・ベンチャー企業の評価について、そのさ
わりをお話ししてみたいと思います。専門家の皆様の前で
お話をするのは非常におこがましいことですが、最後まで
よろしくお願します。

日本政策金融公庫　創業支援部　ベンチャー支援グループリーダー　金子　孝幸 氏

日本政策金融公庫の創業・ベンチャー支援

基調講演

学院が必要だと思い、日本橋のコレドにファイナンス研究
科という大学院を作ったわけです。志のある人は若い人も
年を取った人も皆そこに集まって勉強してもらうというもの
で、日本のあの混乱期にどれくらい役に立ったかは知りま
せんけれども、それなりには一定の役割を果たしたので
はないかと私は思っております。

もしも私が政府関係の立場に立っていたら、まず文部
省に対して、ファイナンスのあり方を検討せよ、あるいは
いま学校でファイナンスについて、いま我々がやっている
ようなリスクマネジメントの理論や技術につき早急に対応
策を作れと指令を出すようにしますけれども、そういうこ
とが無くていきなり自由化に突入したわけですから、自
由化というのは非常に厳しい、何が厳しいかと言うと自
由化となれば最低のルールはありますけれども、ルール
の無い競争の世の中に叩き込まれるわけでありますから、
特に日本人のようにそれまで政府であるとかあるいは業界
であるとかからの指導、規制によってやってきた人たちに
とっては大変なことになる、そういうことを思って作った
わけであります。

それでもいま一段落したということはご存知のとおり
であります。ついに昨年、私のように金融にあまり関係
の無い者が特に困るのですが、日経新聞を見ていたら
FinTechの時代が来たということが報じられておりまして、

「もうそういう時代になってきたか」と思ったわけです。
それまでは人工知能だなんだと言って、とにかくコン

ピュータを駆使して大量の情報の処理をやっていく、しか
もそのデータを精密に積み上げていくという、言ってしま
えば定量分析型の考え方というのがぐんと突出してきたわ
けでありますけれども、しかしそれが流行った結果という
のはどうであったかと言ったら、信用できないという結果
になったのであります。

そして新しい信用スコアリングモデルの構築がいま目指
されているというのはご存知のとおりで、これが尾木さん
の研究につながるわけであります。しかし尾木さんがファ
イナンス研究科で学ばれたというのが、それがどれだけ
役に立ったかは知りませんが、私も非常にそれを作った意
義があったなということをいま思っているわけであります。
そういうことで中身をいろいろと読んでメモしてきましたけ
れども、この新しい信用スコアリングモデルというものは、
融資業務の中において、最終的な意思決定において、非
常に重要な役割を果たすと、そのためにこれがどんどん
使われることになりますけれども、しかしその使い方とい
うのはやはり相当考えていかなければいけない、そのあ
たりを尾木さんが論じられておりますので、皆さんも十分
その本を読んで勉強されるとよろしいのではないかと思い
ます。

トランプの出現やイギリスのEU離脱により、今のわれ
われにとって大事なのは先の見えない世の中になってきて
おります。ロンドンが金融の一大センターがどうなるか非
常に興味深く見ているわけでありますけれども、今回の
結果によってドイツが得をしたなという感じを持っておりま
す。それが日本にはどういうふうに影響してくるかという
と、多極化するにつれていろいろな変動要因というもの
が違ってまいりますので、これからは金融界というのはい
ままでよりはその運営について難しい時代を迎えるのでは
ないかということだけは、このまま進んでいけば当然そう
いうことになります。さらにそういうことがこれから問題
になってくると、この研究会の意味、与信管理協会の存
在意義がますます重みを増していって欲しいと思っており
ます。皆様方のこれからの研究、提言、そういうものが
いろいろなかたちで大変注目されるようになるのではない
かと思います。しっかり頑張ってやってまいりましょう。
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■日本政策金融公庫の概要

まず、日本政策金融公庫の概要ということで公庫の紹
介です。公庫は平成20年10月に発足しました政府100％
出資の政策金融機関です。平成20年に国民生活金融公
庫、中小企業金融公庫、農林漁業金融公庫という3つの
金融公庫などが統合し、その後、組織再編を経まして、
現在に至っています。現在、3つの主な事業として「国民
生活事業」「中小企業事業」「農林水産事業」があります。

国民生活事業では、創業・ベンチャー企業や、小規模
企業の支援を行っています。農林水産事業では、文字ど
おり農業・林業・水産業、食品加工業などの支援を行っ
ています。中小企業事業では、中小企業の中でも比較的
規模の大きい、例えば従業員数100名の企業や、資本金
数千万円以上というような規模の企業の支援を行ってい
ます。
「国民生活事業の特徴」ということで、私自身が国民生

活事業の所属ですので、今日はその話を中心にしていき
たいと思います。融資先企業数、平均融資残高の話にな
りますが、公庫の国民生活事業の融資先企業数は全国
に88万企業ございます。一方で1企業当たりの平均融資
残高は689万円となっています。この数字がどの程度のも
のなのかというと、融資先企業数について、信用金庫（265
金庫）は112万企業、国内銀行（139行）は201万企業で
すので、公庫の国民生活事業は1つの組織としては非常
に多くの取引先があるとご理解頂ければと思います。一
方で1企業あたりの平均融資残高は、それぞれ3,801万、
9,142万円に対して、公庫の国民生活事業は689万円と非
常に小口です。まとめますと、公庫（国民生活事業）は中
小企業の中でも多くの小規模企業に対して、小口でご支
援をしているとご理解頂ければと思います。

続きまして「創業・ベンチャー支援の態勢」です。まず
内部の態勢につきましてご説明しますと、国民生活事業
の場合、沖縄県を除く全国46 都道府県に152の支店を
構えております。そのすべての支店に創業サポートデスク
を設けまして、創業相談や創業・ベンチャーに関する情
報提供を行っており、どの支店におきましても可能な限り
きめ細やかな対応ができるように心がけています。次に
創業支援センターですが、これは全国の15 ヶ所にありま
す。私の前任部署は京都創業支援センターでした。創業
支援センターでは、いろいろな創業セミナーを開催したり、
地域の連携機関とのネットワークを構築したり、また、「高
校生ビジネスプラン・グランプリ」という若者の起業家教
育の取組みに関して、高校に出張してビジネスアイデアの

発想の仕方や、ビジネスプランの作り方などをレクチャー
しています。最後にビジネスサポートプラザですが、創
業・ベンチャー企業等の相談を受ける専門の部署として、
全国の6 ヶ所にあります。創業予定者はまだ勤務されてお
られる方も多く、平日の昼間はご来店が難しい場合もあり
ますので、平日の夜間や休日の相談にも対応しています。
創業者等に対するビジネスプランのブラッシュアップのほ
か、革新的なベンチャー企業の審査なども積極的に対応
しています。

次に外部との連携態勢についてご説明します。公庫だ
けの力では創業・ベンチャー支援にうまく対応することは
できません。外部の支援機関の皆様のお力をお借りしな
がら支援する必要がありますが、本当にたくさんの支援
機関の皆様と連携させて頂いております。ベンチャーキャ
ピタルをはじめ、金融機関、監査法人、研究機関、大学、
中小機構、事業会社、商工会議所・商工会と、たくさん
の連携先があります。本部だけで連携するというよりも、
どちらかというと現場で連携することの方が多く、私が京
都創業支援センターに在籍していた際は、「創業」や「ベ
ンチャー」というキーワードが付く取組みはすべて参加す
るように心がけていました。そうすることによって、各支
援機関が公庫のことを覚えてくれますし、それが積み重な
ることで、連携がより深まります。
「支援の対象」ですが、公庫の国民生活事業が支援

している対象は、創業前から創業後間もない企業を含
み、多くの小規模企業です。公庫が支援した企業のうち、
IPOする企業もありますが、公庫はこれを目指して支援を
しているわけではありません。公庫としては、その企業が
きちんと成業して事業活動を継続できるかどうか、この
観点が重要かと思います。企業が IPOを目指し、それを
実現するというのは、あくまで事業活動の結果であって、
先ほど申し上げた「成業して事業活動を継続する」という
成果の方が重要ではないかと思っています。

金子　孝幸 氏
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参考までに、日本公庫の主な卒業企業、つまり、創業
時に創業資金を利用し、その後上場した企業を紹介しま
す。創業間もない頃はどの企業も小さな企業であり、当
時は公庫の融資をご利用頂きました。亀田製菓、京セラ、
テンプスタッフ、ビックカメラ、ブックオフコーポレーショ
ン、このほかにもたくさんありますが、一例を紹介させて
頂きました。
「創業企業に対する融資実績」について、平成20年度

から28 年度までの実績をみますと、20 年度のリーマン
ショック、23年度の東日本大震災など、いろいろな外部
要因もありましたが、アベノミクスや成長戦略の取組みを
背景として、23年度を底に右肩上がりで推移しています。
記載した「創業企業に対する融資実績」は、創業前及び
創業後1年以内の企業向け融資実績を指します。28年度
の実績は28,392企業となっており、その実績に1企業当
たりの平均従業者数3.4人を掛けると、9万6千人の雇用
創出となり、この雇用創出に微力ながら貢献することが
出来たのではないかと思っています。ちなみに創業融資
金額は28年度の28,392企業に対して合計で2,056億円で
あり、1企業あたり720万円程度となっています。

■創業・ベンチャー企業の経営の実態・課題

これから本題に入りますが、まずは「創業・ベンチャー
企業の経営の実態・課題」です。ここでは主に、データ
を使ってお話したいと思いますが、そればかりでは面白く
ないと思いまして、あくまで私見ですが、創業者のタイプ
についてもお話してみたいと思います。

私は公庫に入庫して20年ほどになりますが、その半分
以上は創業支援に携わっており、多くの創業者の方 と々
お会いしてきた中で、その創業者を5つのタイプに分けて
みました。

まずは「楽天家タイプ」ですが、これは男性、女性に関
わらず非常に多いタイプでした。「創業してしまえばなん
とかやっていけるだろう」というような、本当にポジティブ
な方々でした。

次に「野心家、ぐいぐいタイプ」、これは男性に多いタ
イプでして、「必ず自分の事業を成功させて有名になりた
い、ぐいぐいリーダーシップをとってビッグになってやる」
というような、ギラギラした若者のベンチャー起業家であ
るとか、40代、50代の男性に多かった印象があります。

次に「放っておけないタイプ」、これは女性に多く、経
営者として、ずば抜けて優れた経営センスを持っておられ
るとまでは言えませんが、周囲が支援したくなる魅力を持
つタイプで、このようなタイプの創業者でも儲かっている

企業もあります。このようなタイプの方の第一印象として、
「経営者として大丈夫かな」と思ったこともありましたが、
その方とコミュニケーションを取っていくうちに、「謙虚で
嫌味の無い教わり上手な方だな」という印象に変わり、ふ
とその方の周りの支援者のレベルを見ると非常に高いわ
けです。放っておけないから周りが支援しますし、その方
も嫌味無くそれを受け入れるためうまくマッチしているの
だと思います。このようなタイプの方が決して良いと言って
いるわけではありませんが、タイプとしてこういった方もい
らっしゃいました。
「じっくりタイプ」です。「じっくり計画を練らないと事業

なんて絶対うまくいかない、あれもこれも準備が必要だ、
準備は念入りに」、というように石橋を叩いて渡るような
タイプです。中には石橋を叩きすぎて割ってしまって渡ら
ない、つまり創業しない方もいらっしゃいますが、それは
ちょっとどうかな、と思います。
「アナライザー（分析）タイプ」です。「現象には必ず原

因がある」をモットーにするようなタイプで、よく分析しま
す。分析するだけではなく、課題を見つけて、その課題
に対する解決策まで探っていくようなタイプで、男性に多
いタイプです。

さて、5つのタイプを申し上げてきましたが、私自身、
別にどのタイプがよいとは思っていません。といいますの
は、創業後は、うまくいかないことも多くありますので、
楽天家タイプの要素も必要ですし、事業を大きくしていく
ためには野心家タイプの要素も必要だと思います。しかし
ながら、内部環境も外部環境も厳しい中できちんと事業
を成功させて維持していくためには、「じっくりタイプ」、

「アナライザー（分析）タイプ」の要素も必要かと思います。
このようなことを創業者の方々にもフィードバックして、意
識付けをすることもあります。
「創業時、創業後に苦労したこと」ですが、「資金繰り・

資金調達」と「顧客・販路の開拓」が突出しています。ま
ず「資金繰り・資金調達」について考えてみますと、例
えば何かのお店を創業します、といった時に、当然イニ
シャルコストがかかります。その後、創業した後も資金繰
り安定化資金、増加運転資金のほか、設備を更新しな
ければならない時にも資金が必要であり、常に資金調達
を意識しながら経営しなければならない状況が続きます
ので、創業時だけではなく創業後もこれを課題にあげる
方が多いのだと思います。「顧客・販路の開拓」について
は、例えば販売先の目途をつけて創業したとしても、そ
の後、後発の競合企業が出現したり、消費者のニーズが
変わったりと、事業環境は変わっていくことから、創業後
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も「顧客・販路の開拓」を課題にあげる方が多いのだと思
います。
「不足していると感じていた・感じている知識・能力」

ですが、一番多いのは「経理・税務・法律などの知識」
です。私見ですが、税務・法律関係は、税理士や弁護
士にお願いすることも必要かと思いますが、「経理（財務）」
については、創業者（企業）として最低限の知識は備えて
おかなければならないと思います。特にベンチャー企業
に対して感じていることですが、金融機関やステークホル
ダーに対して自社の財務状況や収支・資金計画を説明し
なければならない時にCFOの存在は大きいと思っていま
す。CEOがCFOを兼ねるケースもあると思いますが、例
えば公庫が財務状況や収支・資金計画を聞かせて頂くに
あたって、納得感のある説明をされるかどうかで、その
企業に対する印象は変わると思います。絵に描いた餅の
説明ではなく、納得できる客観性のある説明をして頂か
ないと、前向きに進められない場合もありますので、それ
を解決できるようなCFOの存在がベンチャー企業には必
要ではないかと思っています。
「目標売上の達成状況、創業後の採算状況」です。ま

ず目標売上の達成状況について、自分が立てた売上計画
を達成できたかという数値ですが、実は達成できた方は
半分以下に留まっています。一方、創業後の採算状況に
ついて、64.5％の方が黒字基調ではありますが、実際に
黒字基調になるまで平均で7ヵ月間かかっています。つま
りその期間は赤字が続くということを前提に資金繰りを考
えなければならないということになります。この話を踏ま
えて「転ばぬ先の杖」というタイトルを付けさせて頂きまし
たが、明るい希望を持って創業した方も5年後には10％
前後は廃業しているというデータになります。これは経済
活動、つまり競争の原理からすると仕方ないという考え
もあります。しかしながら、一般的な創業企業について
言えば、多角的にリスクを想定した上で事業計画を立て、
それに基づいて事業運営することで、この数値はある程
度改善できるのではないかと思っています。
「創業・ベンチャー企業の経営の実態・課題」をお話し

するにあたり、皆さんもご承知のとおり、廃業率が開業
率を上回っているという課題があります。それを解決して
いくためには若者の起業家教育が必要であると考えてお
り、それに関するデータをお話してみたいと思います。ま
ず、高校時代に起業に関する授業を受けたことがある方
のデータです。受けたことがある方は28.2％に留まってい
ますが、その中で起業意識が高まったという方は実に7
割います。つまり機会を与えることで、起業に対する意識

が高まる可能性があるということです。一方、大学時代
に起業に関する授業を受けたことがある方は42.4％、そ
の中で起業意識が高まったという方は88.3％になります。
公庫でも起業家教育を行っているところですが、起業意
識を高めるような取組みを行っていくことで創業希望者の
裾野を拡げていく必要があると思っています。

公庫が開催している「高校生ビジネスプラン・グランプ
リ」という取組みを紹介します。この取組みは平成25年
度から開催していますが、開催のきっかけは、先ほど申
し上げました日本における開業率が低いことを背景に、
公庫がこれまで培ってきた創業支援のノウハウを起業家
教育の現場に還元することで、次世代を担う若者の創業
マインドを向上させたい、そして活力ある日本をつくりた
い、という思いで開催に至りました。第4回（平成28 年
度）の実績としまして、全国から324 校、2,662件の応募
を頂きました。単に応募受付をするだけではなく、高校
に出張し、ビジネスアイデアの考え方、ビジネスプランの
作り方などをレクチャーしています。ちなみに、私の前任
部署の京都創業支援センターにおいて、「高校生・京野菜
カフェの学校」という取組みも行いました。京都の高校生
9名がカフェの運営、つまりビジネスの運営を実践する取
組みです。昨年8月の夏休みに、3日間の講義においてビ
ジネスに必要な知識を習得してもらい、その後準備期間
を経て、実習として本当にカフェをオープンしました。メ
ニュー作りや原価計算のほか、集客・調理・接客も高校
生たちが積極的に取組みました。参加した生徒たちに聞
きましたら、将来の自分たちの働き方の選択肢に起業が
加わりましたと、本当に嬉しいコメントを頂きました。3日
間営業して売上19万円、原価6万円、経費の一部は公
庫で負担したので1万円しかかかっていませんが、実際
に12万円ぐらいの利益が出ました。利益については高校
生たちの意向で熊本地震や京野菜フェスティバルというイ
ベントに寄付し、京都府知事などからもお褒めの言葉を
頂きました。

■日本政策金融公庫の創業・ベンチャー企業
支援施策

「公庫の創業・ベンチャー企業支援施策」につきまして、
いくつか紹介していきたいと思います。まずは公庫が考
える「創業・ベンチャー企業支援の意義」に関してお話し
たいと思います。当たり前のことではありますが、「起業
家の夢の実現をサポートする」、これが重要な意義の1つ
ではないかと思います。ここ最近は、創業環境が整って
きたと言えますが、欧米に比べるとまだまだ足りないとこ
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ろはたくさんありますので、さらなる充実が必要であると
思っています。起業家をサポートすることで世の中に新し
い企業が誕生します。それによって日本経済が活性化し
て企業数が増加し、雇用が創出されるという流れになり
ます。新しい企業が誕生しなければ日本経済にとって大
きなマイナスとなりますので、創業・ベンチャー企業を支
援することは、国の方針も踏まえて、積極的に推進しなけ
ればならない取組みであると言えます。

次に「創業・ベンチャー企業向け融資制度の概要」に
ついて説明します。公庫の融資制度はたくさんあるため、
すべてをお話することはできませんが、概要だけ聞いて頂
きたいと思います。公庫では創業前から創業後7年超の
各フェーズにおきまして、様々な融資制度を設けておりま
す。新規開業資金、女性、若者／シニア起業家支援資金、
IT資金、これらがメインの融資制度になります。そして、
お客様のご要望に応じて無担保・無保証人でご利用頂け
る「新創業融資制度」、担保・第三者保証人不要の「担
保を不要とする融資」を併用してご利用頂くことができま
す。また、ベンチャー企業に関しては、資本性ローンを併
用し無担保・無保証人でご利用頂くことができます。中小
企業経営力強化資金は併用制度なしで、単独で無担保・
無保証人でご利用頂くことができます。融資制度の対象
者について、先ほどは触れませんでしたが、再挑戦支援
資金という制度もあり、廃業歴等のある方向けのもので
す。この対象者に対する支援も、公庫は進めていきたい
と考えています。

ここからはベンチャー企業にフォーカスして支援内容を
説明していきます。まず、「ベンチャー」という言葉のルー
ツからお話したいと思います。日本政策金融公庫の前身
である国民金融公庫総合研究所による新規開業実態調
査において、ベンチャーとは「他に先駆けて創造的活動
を展開するパイオニア的な企業」と紹介されました。現
在は色々な形のベンチャー企業がありますので、個人的
にはその言葉だけでは語れないと思いますが、ルーツの
1つはここにあるのかもしれません。ベンチャー企業につ
いて、ここでは「キラリとした技術・ノウハウを有するもの
の、事業実績が乏しく資金調達が十分にできない成長期
待企業」と定義付けています。さらに分類すると、「グロー
バル・急成長型」は、大企業等からのスピンアウト人材が
グローバル市場において大企業にも負けない新技術・ノ
ウハウの展開している企業、つまりIPOを目指しているよ
うな企業です。「地域需要創出・地域密着型」は、地域
や特定のニッチ市場において、独自の新技術・ノウハウを
展開する企業です。「第二創業型」は、これまでの事業の

市場・技術を活かして新事業を展開する企業です。公庫
としてはいずれのベンチャー企業も支援の対象です。

先ほどはベンチャー企業の類型を説明しましたが、次
はステージ別企業を紹介するとともに、そのステージ別の
支援について説明します。準備期、スタートアップ期、急
成長期、経営基盤確立期と分けていますが、公庫の国
民生活事業では、準備期とスタートアップ期の企業が主
な支援対象となります。その後の急成長期においては、
中小企業事業の支援対象となります。
「資本性ローン」というベンチャー企業向け融資制度を

説明します。ご利用頂ける方は、例えば、知的財産権を
活用して事業を行う方、技術開発にかかる補助金の交付
を受け事業を行う方のほか、経営多角化・事業転換を
図る方など、幅広いベンチャー企業が支援対象となりま
す。国民生活事業の場合、限度額は4千万円となってお
り、返済期間・方法は5年1ヶ月以上15年以内の期限一
括返済となっています。これはどういうことかと言います
と、例えば10年後の一括返済の場合、10年間は毎月利
息だけをお支払い頂き、元金を10年後に一括返済して頂
くという方法です。利率の決定は「売上高減価償却前経
常利益率」に基づいており、利益が上がれば利率も高くな
ります。逆に赤字となると0.9％という低い利率となります。
この制度は無担保・無保証人の取扱いでして、金融検査
上の債務者区分判定において自己資本にみなすことがで
きます。

国民生活事業、中小企業事業のそれぞれの資本性
ローンの比較です。融資限度額は国民生活事業が4千万
円、中小企業事業が3億円となります。中小企業事業の
資本性ローンの支援対象は、アーリーステージからミドル
ステージの企業となります。利率の決定は、国民生活事
業は「売上高減価償却前経常利益率」に基づいているの
に対し、中小企業事業は「使用総資本減価償却前経常
利益率」に基づいています。償還順位は法的倒産時には
すべての債務に劣後します。資本性ローンのメリットと留
意点です。メリットはこれまで説明したものを含めてまと
めてあります。留意点は2つあります。1つ目はご契約後、
期限前弁済は原則出来ないということです。2つ目は金融
検査において自己資本とみなせる範囲は、償還期限の5
年前までは債務残高の100％、以後は1年毎に20％ずつ
減少します。例えば1千万円を10年後に一括返済すると
いう契約をした場合、最初の5年間はすべてを自己資本と
してみなすことが出来ますが、6年後には20％減って800
万円、7年後には40％減って600万円というように、みな
せる自己資本の額が減少するということをご理解頂きたい
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と思います。
次に「ものづくりベンチャー企業の課題」です。資本

性ローンを利用される方はIT業も多いのですが、製造
業（ものづくり企業）も結構多いです。ものづくり企業の
資金調達の課題として2つの谷があります。まずプロトタ
イプ、つまり試作品を作る際の資金調達の課題、そして、
量産化試作を作る際の資金調達の課題があります。つま
り、プロトタイプと量産化試作では作るものが異なるこ
とから、それぞれ資金調達が必要になるということです。
製品開発のプロセスにおける資金調達例です。あくまで
例ですが、プロトタイプ、つまり展示会用試作品の作成
段階ではクラウドファンディングで資金調達して、その後
の量産化試作品の作成段階では公庫の資本性ローンをご
利用いただきます。そして、量産化の段階ではベンチャー
キャピタルが支援します。ベンチャー企業はクラウドファ
ンディングにおいてマーケティングも実施し、売れる見込
みを検証します。公庫はマーケティング実証後の支援実施
ということで、資金支援だけでなく、本来であれば販路
開拓支援も行うことが望ましいのですが、これは公庫だ
けでは十分ではないと思っています。公庫だけではなく、
民間金融機関やベンチャーキャピタル、その他の支援機
関と力を合わせて、資金調達支援や販路開拓支援を行う
ことがベストであると思っています。大学発ベンチャー企
業の事例として、滋賀医科大学、和歌山大学、大阪大学
の事例を記載しています。その他の事例もホームページ
に掲載していますので、ご興味があればご参照頂きたい
と思います。

外部機関と連携した取組みの紹介です。トーマツベン
チャーサポート、野村證券が主催するベンチャー企業と
大企業の事業連携を生み出すことを目的としたプレゼン
イベントの「モーニングピッチ」ですが、この取組みに公
庫はオフィシャルサポーターとして参画しています。次に、
大手企業とベンチャー企業のマッチングイベントの「イノ
ベーションリーダーズサミット」ですが、この取組みに公庫
はアドバイザリーボードとして参画をしています。
「地域におけるベンチャー支援の連携スキーム」の1つ

目です。大阪信金、フューチャーベンチャーキャピタル、
公庫が連携したスキームで、「だいしん創業支援ファンド」
を軸に、ベンチャー企業を支援しています。このファンド
はフューチャーベンチャーキャピタルが無限責任組合員

（GP）として運営されていますが、IPOを前提とせず、イ
グジットはIPOのほか、自社株買いなども想定されてい
ます。同様のファンドは、大阪以外に盛岡、秋田、いわき、
京都、東京などにおいても構築されています。

2つ目の連携スキームは横浜の事例です。公庫が資本
性ローンを実行した先に、横浜市が利子補給し、IDEC
が経営支援を行うというスキームです。

■創業・ベンチャー企業の評価

私見ですが、最後に創業・ベンチャー企業の評価につ
いて話してみたいと思います。一般的な創業企業とベン
チャー企業では、評価の仕方が若干異なる場合もありま
すので、分けて話してみたいと思いますが、まずは、一
般的な創業企業の評価です。

創業企業は、「事業実績がなく財務データがない」「取
引実績がないため信用情報がない」ということになりま
す。そこで、「ビジネスプランは的確なものか」「経営者と
しての能力が備わっているか、または備わる見込みがあ
るか」にポイントを置いています。

まずビジネスプランの評価です。色々な角度からの評
価は必要ですが、ここでは5つのポイントをあげました。
まず1つ目、「自分の経験や強みを十分に活用した事業
計画か」。つまり、これまでの人生経験や勤務経験で何
を得てきたか、そしてその経験を背景に、どのようなスト
ロングポイントがあるのか、ということです。創業企業か
ら「自分はまだ何も事業を行っていないゼロの状態です
が大丈夫ですか？」と言われることもありますが、実際の
ところはこれまでの勤務経験などを背景に何らかの強み
があると思います。ゼロからのスタートではなくて、必ず
プラス（強み）の部分があってのスタートになると私は考え
ます。仮に私自身が審査の担当者であれば、創業者の
経歴を細かくお伺いします。その方が勤務時代において、
例えば営業畑であったのか、技術畑であったのか、また
は店長もされてマネージメントの経験があるのか、という
ことも聞いたりしますし、困難や課題に対する解決方法
をお伺いすることもあります。このようなことをお伺いする
ことで、その方の人脈やネットワークから得られる販売先
の確保、技術畑であればその方の技術力、店長経験が
あればその経験値も評価することができます。

2つ目、「他社ではなく自社が選ばれる理由を説明して
いるか」。今やモノやサービスは溢れている時代ですので、
自分なりの工夫や差別化をすることで自社が選ばれる理
由を説明できることも必要です。この項目は、創業時だ
けではなく、創業後も常に考えていただく必要があります。
といいますのは、創業後は後発企業の出現、ニーズの変
化など、めまぐるしく外部環境は変化しますので、その変
化に合わせて自社の取組みもカスタマイズする必要がある
ということです。3つ目、「売れる根拠、儲かる仕組みを
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説明しているか」。良い商品、良いサービスを揃えるだけ
では不十分で、その商品・サービスを使って、どのように
売っていくのか、どのように儲けていくのか、ということ
まで考える必要があるということです。4つ目、「十分に
検討された資金計画か」。必要な設備と経費をあげ、そ
れをどのように調達するかを描いたものが資金計画です
が、その根拠をうまく説明できない創業者もいます。十分
に検討された資金計画であれば、公庫からの質問に対し
て明確にお答えいただけますが、そうでない場合は回答
があいまいな場合が多く見受けられます。公庫を含めて、
外部から資金を調達する以上、その背景、根拠を明確に
説明することが必要です。5つ目、「ビジネスプランの構
成要素（商品・サービス、顧客、ヒト・モノ、収支計画、
資金計画）の内容それぞれに矛盾はないか」。それぞれ
の項目がうまくストーリーとして結びつくのかどうか、とい
うことです。

次に経営者（人）としての評価です。人が人を評価する
ものなので一概には言えませんが、私が感じていることを
あげました。

1つ目、「情報分析力、課題解決力」。事業の課題を認
識し、解決の目途がある（または考えている）。このポイ
ントを確認できると、事業に対する真摯な姿勢がうかが
えます。2つ目、「手堅さ」。金融機関としては一定レベル
での手堅さを持つことも必要だと思います。3つ目、「リス
クマネジメント力」。例えば計画どおりに事業が進まなく
ても、第2、第3の手を考えている方は素晴らしいと思い
ます。当然のことながら経営は常にリスクが伴うものです
が、そのリスクを多角的に捉えて、どんなリスクがあるか
を想定しておく、この観点を持つ方は本当に素晴らしいと
思います。4つ目、「計数観念・返済観念」。これらの観
念を持つことも必要だと思います。

お客様から「経営ノウハウはどうやって蓄積したらよい
ですか」と聞かれることもあります。これはあくまで私見
ですが、経営ノウハウ自体は、専門誌や人に教えてもら
うことで知識レベルのものは得ることが出来ると思います
が、実践で活かせるノウハウというのは、「自分の経験か
ら得たもの」、「自分なりに工夫したもの」、「自分で探し出
したもの」によって蓄積されるものだと思っています。

次に「ベンチャー企業（資本性ローン）の評価」です。
この内容も一概には言えませんが、あえてポイントをあげ
るならば、次の3つのものになります。1つ目、「償還の見
通し（中長期計画の妥当性）」。資本性ローンに関しては

融資の性格上、5年後や10年後までの中長期計画を出し
て頂きます。もちろん、5年後や10年後のことは誰にも分
からない、というのが前提ですが、技術・サービス等を
背景とした販売の目途に基づいて、収支計画のエビデン
ス、つまり償還の見通しをどれだけ示せるかにかかってい
ます。どう示すかは案件ごとに異なるので、その見せ方は
ベンチャー企業次第ですが、例えば、5年後や10年後の
収支計画のエビデンスを示せといってもなかなか難しいの
で、現時点でのエビデンスを積み重ねて数年後のエビデ
ンスにしていくしかないと思っています。2つ目、「今後の
資金調達の見通し」。ベンチャー企業の場合、黒字化す
るまで3年や5年かかる場合もあります。その場合、公庫
の資本性ローンだけでは資金繰りを円滑化できない可能
性もあることから、公庫以外からの資金調達の目途を確
認しています。公庫以外の資金調達先として、ベンチャー
キャピタル、民間金融機関、クラウドファンディングなど
があげられますが、必要に応じて、申込企業の了解を得
たうえで、資金調達予定先にヒアリングすることもありま
す。3つ目、「資金使途、資金効果（呼び水効果）」。私が
入庫して間もない頃に上司から教えてもらったことは、「資
金使途を確認すれば、その企業の状況を把握することが
できる」という言葉でした。つまり、その企業がなぜその
ような資金を必要としているのかを紐解くことで企業の実
態を把握することができるという考えで、この考えはベン
チャー企業の審査にも活用することができると思います。
その資金使途を明確に確認したうえで、公庫の資金によっ
てどのような効果が期待できるか、公庫の資金によって民
間金融機関が追加で資金提供する「呼び水効果」を生み
出すことができるか、このようなことにポイントを置きなが
ら審査を進めています。

正直申し上げて、ベンチャー企業（資本性ローン）の審
査は案件ごとにアプローチの仕方が異なりますので、ポ
イントは一概には言えませんし、今日お話ししたことはあ
くまで一例ですので、その点をお含みおきください。また、
資本性ローンの審査は、通常の審査に比べて時間がかか
ります。2 ヵ月程度の時間を要しますが、その間、申込企
業とコミュニケーションを取りながら、進めています。

とりとめのない話ばかりで大変恐縮ですが、今後も公
庫は創業・ベンチャー企業を積極的に支援していきたい
と考えていますので、皆様のご協力を是非よろしくお願い
します。
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今回与信管理協会のカンファレンスで、ベンチャーの
問題を取り上げることを不思議に思った方もいるかと思い
ますが、先ほど金子さんもおっしゃったとおり、いま国策
として起業を増やそうということに、かなり力を入れてやっ
ています。私が起業した2000年の頃に比べると遥かに素
晴らしい支援メニューが揃っていて、また奥島先生も努力
された「最低資本金制度の撤廃」等の会社法改正もあり、
起業に追い風じゃないかと思います。一方で、企業の数
は廃業率と開業率では廃業率の方が高く、どんどん減っ
ています。ここ15年で100万社ぐらい減っています。この
ままいくと皆さんの与信先が無くなります。なので、どん
どん起業してもらい、その起業したベンチャー企業と大
企業が取引を活発にすることで、生き残ってもらう必要が
あります。少し先を見て「そういう動きをしていかなけれ
ばならない」とういう意味で今回のテーマに設定しました。

大手監査法人のトーマツの関係会社であるトーマツベ
ンチャーサポートが「モーニングピッチ」というものをやっ
ています。斎藤祐馬さんという若い公認会計士、2017年
日経ビジネス「次代を創る100人」の中に選ばれている若
者が、ベンチャーを育てようということで、大企業とベン
チャーを引き合わせるために作った仕掛けです。私も別の
ベンチャー支援のためのプログラムでご一緒させて頂いて
おりますが、そういう動きが出て来て、大企業の方たちも
かなり積極的にベンチャー支援みたいなものに動き始め
ていますので、このテーマを取り上げるにはタイミングも
良いと思いました。

ベンチャー企業に足りない部分は、計数管理だとかい
ろいろあります。一方で大企業の人達は事業計画を作っ
たり、その蓋然性を説明したり、会社でそんなことばか
りやっています。この案件は大丈夫かどうかと知識を捏
ね回しています。案件をスピーディーに回さなくてはなら
ないのに捏ね回しています。言いすぎかもしれませんが考
えすぎて石橋を叩いて壊すタイプの人たちが今日はたくさ
ん集まっていると思いますが、実はベンチャーにとっては
そこが足りないというのが今日は明らかになりましたので、
皆さんとベンチャーが組めば、日本にとってすごくいいの
ではないかと思います。逆に言うと倒産が減っていますか
ら、皆さんの仕事はどんどん減っていくわけですので、皆
さんの「じっくりコトコトタイプ」、「アナライザー（分析）タ

イプ」の能力を、若いベンチャー企業の経営ないしはベン
チャー企業と大企業が組む際に生かしていく、こういうこ
とが必要であり、それによって与信管理協会の皆様に生
き残ってもらいたいと、このように思っているわけです。

いま人生100年時代ですから、この中で60 代、70 代
の与信管理協会員の方々は、たぶんいまのやり方で逃げ
切れる、人生100年時代を全うできると思っています。で
も、変な言い方で申し訳ありませんが、50 代以下の人は
逃げ切れません。やはり新しいやり方を身に付けていか
ないといけないと思います。いままでの銀行の金融検査
マニュアルに基づく、債務者区分的アプローチの審査の
やり方、つまり、この会社はいい会社、この会社は駄目
な会社、どの会社は倒産しそうだ、というのはAI時代で
すからリスクモンスターや三井物産クレジットコンサルティ
ングなどの専門の会社にお任せしたほうがいいと思いま
す。正直我々は何億円も毎年投資していますので、明ら
かに一日の長があると思います。これは尾木さんの本を
読んで頂ければ明らかです。この奥島先生から冒頭にご
紹介のあった倒産分析の分野はアウトソースすべきです。
もしかしたら新興のAI企業が出てくるかもしれません。
すごい会社が出てくれば我々の会社も危ないかもしれな
いという、日進月歩の競争をしています。その中で皆さ
んが生き残る1つの道として、分析が容易でないようなベ
ンチャーの事業に関わって、ちょっと冒険的な案件をやっ
ていく。「いまは全然駄目だけどこの会社すごく伸びるの
では？」という会社を皆さんが発掘出来れば、会社の中で
MVP賞がもらえるかもしれません。たぶんこういう流れ

「ベンチャー研究会」分科会長／専務理事　菅野　健一 氏

コメント

菅野　健一 氏
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になっていくのではないかと思います。
起業の多くは、「なぜ失敗するのか？」という問題があり

ます。いろいろな不確定要素がありますが、企業の最終
的なゴールは、五つしかないと私は考えています。一つは
人に引き継ぐ事業承継です。一つはIPOです。IPOをし
てもオーナー系で持ち株比率が高い人はさらに事業承継
の問題があります。その次は売却。これは一番シンプル
でいいです。4番目と5番目は非常につらい結末ですけれ
ども、廃業か倒産。これしかないわけです。

いろいろなファクターがあって、資本性ローンのMax償
還期限でもある15年後は読めないということは私もその
とおりだと思います。一つだけ確実に読める情報があり
ますが、なんだと思いますか？ 経営者の年齢です。私は
いま48歳ですけれども15年後は63歳です。これだけは
間違いありません。ですので、63歳の私が経営していて
お金が返せるのかと、これは間違いなく起こることです。
30歳の人に資本性ローンを付けて45歳、では60歳の人
にお金を付けて75歳、あえて言いませが、前者にお金を
付けたいと思いますよね。そういう時間軸を考えながらス
トーリーを描くことがすごく大切だと思います。自分の年
齢が例えば40歳ぐらい、業界歴20年40歳のときに起業
するとします。でも30年たったら70歳です。30年ぐらい
で潰れる会社がかなり多い。それはなぜかと言うと創業
者のパワーが年齢とともに無くなり代替わりもできず潰れ
ていく、こういうパターンがすごく多いです。

創業者は五つのタイプがあると金子さんがおっしゃって
いました。魅力的なキャラを持っている人は強いですが、
代替わりするとなかなかそうはいかない会社が多いとい
うのが私の実感です。中小企業白書の統計データでは、
20年で50％ぐらいの会社が市場から退出しています。5
年で10％、20年では半分ぐらい無くなるという、こういう
統計が出ています。確か、税務署の統計だと10年で9割
なくなるという話も聞いたことがあります。

こういった倒産した会社のパターンをリスクモンスター
のデータで調べると、一つは継続して業績が低迷してい
る会社です。売り上げが上がらず資金が枯渇して潰れま
す。販売が上手くいかなくて潰れる、これがいまはすごく
多いです。もう一つは情報を出していない会社です。断
言すると、情報を出していないのではなくて出せない会社
です。なぜなら出せる状況の数字で無いからという、非
常に分かりやすい理由です。これだけインターネットが普
及した情報開示の時代で自分の会社の数字が出せないと
いうことは、「家が散らかっていて、中は見せられません」
と言っているのと同じということです。私の家も汚いので

何とも言えませんが、自分の会社はちゃんと公開して、き
れいなウソのない数字を出しています。

潰れた会社の教訓として、最近亡くなられた野口さんと
いう方が作った「八起会」で、いま会自体は存続していま
すが、倒産した社長たちが集まって「こういうところが自
分達は駄目だった」という教訓をまとめて、HP上に載せ
ています。かなりリアルなものですが、要は独善的で自
己管理能力が無い人が会社を潰しているという内容です。

「俺はオーナーだから俺の思ったとおりで何か問題ある？
あんたには関係ない！」、こういう人がオーナーの会社は
潰れます。関係無くはないです。従業員も利害関係者だ
し、そんな独善的な人に巻き込まれた取引先や仕入れ先
は、みんないい迷惑です。そういうスタンスで、かつお金
の計算・管理が出来ない人の会社がよく潰れる。

これは破産した会社なので出してもいいと思ったので
すが、遠藤商事という飲食の会社の事例です。創業5年
で80店舗を築き上げ急成長していました。何と中小企業
基盤整備機構が主催する「Japan Venture Awards」で、
昨年度の中小企業長官賞も取っている会社です。実は私
もこの社長に会ったことがあります。詳しい背景や倒産原
因の核心は分かりませんが、急拡大で内部管理体制が追
い付かなかったのだろうと想像がつきます。社長は爽や
かな好青年という感じだったので残念でした。ただ正直
なところ、計数管理はお世辞にも強そうなタイプには見え
なかったので、良い参謀が周りにいなかったのかという点
がすごく悔やまれます。成長していても潰れるという案件
は意外に多いのです。

その次は、廃業と倒産の問題です。最初の成長段階を
クリアした会社が、最後に人に引き継げないという問題で
す。いま倒産は減っていますが、廃業がものすごく増えて
いるという状況です。廃業というのは、要は儲かっている
会社が閉じることです。これは国にとって非常にもったい
ないです。黒字の会社が「継ぐ人がいないので閉めます」

「誰も継いでくれないんです」とこういうことです。これを
何とかしなきゃいけないということで、いま国はいろいろ
とやっています。廃業が増えている結果、ものすごい勢い
で企業の数が減っているということは、先ほど申し上げた
とおりです。

ベンチャー経営と与信管理のノウハウということで、こ
れは金子さんのプレゼン資料ですが、「資金繰り」「資金
調達」というところがベンチャーの困りごとです。CFO人
材というものが不可欠ではないかということです。この分
野は皆さんの得意分野で、与信管理のノウハウで埋める
ことが出来るのではないかと思っております。
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今日はベンチャー系の経営者の方にも多数来ていただ
いていますが、彼らの要望として見ると、与信管理だけ
では困る、経理・人事・総務・管理部門は全部出来る人
じゃないと嫌だ、高い給料は払えない、ということなの
で、これからは与信管理のノウハウに人事や総務のノウハ
ウも身に付けると、たぶん長く飯が食えると思います。大
企業の方ですと、海外の駐在に行かれている方は管理部
門一人というお店がほとんどだと思いますので、全部やり
ます。全部やれる経験のある人はすごく強いと思います。
もちろんベンチャーも海外に出たいという需要もあると思
いますので、そういう方は今後もすごく有利だと思います。
『捨てられる銀行』という本を読んだことがある方はい

らっしゃいますか。この本はベストセラーで、12万部ぐら
い売れているそうです。いま銀行がすごいスピードでモー
ドを変えています。全部の銀行が変えているかどうか分
かりませんが、少なくとも金融庁の森長官以下は方針を変
えています。要は不良債権処理というのが日本経済の最
大の癌だったのですが、その処理が終わったのに未だに
審査のやり方は不良債権処理モードのままです。悪い会
社には引き当てを積み、お金は出さない。しかし危機モー
ドが終わったのに金融機関がそんなブレーキをかけてい
たら、人口減少、企業減少の世の中でどんどん日本が弱っ
ていくということで、もう変えろ、悪いところを見る審査
から良いところを見よ、美点凝視でいいところを見つけよ
う。そこにお金を付けるのが金融機関の役割だと。かな
り劇的に舵を切りました。金融機関の方たちは悲鳴をあ
げています。森長官は、広島銀行のそのような融資を開
発した方を金融庁に引っ張り上げ、旗振り役に据えていま
す。そのぐらいすごく気合が入っているようです。
「事業性評価融資」というワードで検索して、どこかの

ホームページを見て頂ければ、もしくは『捨てられる銀行』
を読んでいただければと思いますが、「モードを変えられ
ない銀行は捨てられます」と言っています。これは対岸の
火事なのかということです。いままでどおり企業もモード
を変えず、「ベンチャーは危ないからもう付き合わない」、
ちょっと調子が悪くなった会社に対して、「そういうのは焦
げ付くから駄目」と捨てていて大丈夫でしょうか？ 業界や
世の中から自分達事業会社も捨てられないで済むでしょ
うか？ つまり与信管理担当者の皆さんがチェンジマイン
ドしないと、そろそろまずいのではないかというのが私の
意見です。

総合商社の本社はそういう仕事をもうあまりやっていま
せんけど、少なくとも商社金融の機能は今も、残っていま
す。販売サイトを長くつけて資金支援をすることで口銭を
得る。そういう会社はもしかしたら銀行に負けるかもしれ
ません。銀行がかなり気合を入れて成長資金を付けると
いうことをやり始めています。それは本来商社金融の仕
事だったのではと思いますが、そこまで踏み込まないと銀
行も飯が食えないからやる、要は貸付先がいなくなった
ら銀行自体生き残れないということです。従来通りカット、
カットをやっていたら自分の陣地がどんどん狭くなり、片
足で立つ鶴みたいにならなきゃいけない。自分の島を確
保するには、島を豊かにしなければいけない。そのため
には良いところを見つけて資金を出しましょう、とモード
を急変させているのです。与信管理協会も、ベンチャー
であるとか事業再生であるとか、そういったところに軸
足を徐々に移して、AI時代も生き残れるような会であり
たいと思い今回のテーマとして取り上げました。これで良
かったのかどうか分かりませんが、私の金子さんのプレ
ゼンへのコメントとさせて頂きます。
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人は占いが好きである。週刊誌や

新聞、TVでも今週（今日）の運勢コー

ナーがあったりする。占いの最初は骨

の割れる形で占うとか偶然性によるも

のだったらしいが、人が知識を得る毎

にその手法も変わって来た。特に天文

学が発達するとそれと占いが結びつ

いた。

占いと科学

一番ポピュラーな誕生日による運勢

占いは古代中国の木火土金水の五つ

が万物の要素であるという五行説と、

世の中は全て陰と陽があるという陰陽

説の二つの考え方を結びつけ、月の満

ち欠けが一年に12回あるという天文

学を取り入れたものである。

木火土金水に太陽と月を加えたの

が一週間（7日）。一週間が7日なのは

惑星の数が 7であることから来る（昔

は太陽も月も惑星であった）と言われ

ている。この動き回る星が我々の運命

に大きな影響を与えると考えたのは自

然であったのかもしれない。

しかし現代の天文学や物理学はあ

まりにも高度で理解が難しくも最早占

いと結びつける事が出来なくなってし

まった。それにしても占いは「水兵

リーベ僕の船（H, He, Li, Be ……）」

を知っている人も木火土金水を信じさ

せてしまう力があるから不思議だ。

血液型も百年ほど前、戦争で負傷

した兵士に輸血をすることで発見され

た。この血液型を占いに結びつけた

のは日本人である事が解っている。血

液型も医学の進歩で細分化されてい

るが占いでは相変わらずABO型のみ

の分類である。医学が進み過ぎてし

まった。

姓名判断も戦後のベビーブームで

名付けに苦労している親のために編

み出された代物で、婦人雑誌の付録

から流行った日本独自のものであるか

ら、漢字を使う他国のものとはかなり

違う。

占いで与信判断？

今日これだけ科学が発達し我々の

知識も高度になって来たのに占いは衰

えていない。何故なら将来（未来）を

知りたいと思う欲求は今も昔も変わら

ないからである。政治家も企業経営

者も重大な決断をする時、占いに頼る

人は多い。占い師にお伺いをたて良

縁とのご宣託だったので結婚した友

人がいるし、家を買ったのに方角が良

くないからと賃貸住宅に引越をしてか

ら買った家に移った人もいる。

私はだいぶ前に占いで新規取引の

開始、継続、撤退を判断する事が出

来るかもしれないと考えその勉強をし

ようと思った事がある。しかしどうも

当りそうがない。そこで人相ならどう

かと考えた。よく知られているのが「福

耳」だ。鼻の形も金持ちになるかどう

かがわかると言う。眉や眼の形で性格

が分ったりするらしい。という事は倒

産するような人は金持ちになれない相

がある筈なのだが……。

さて人相や手相で事故を防いだこ

とがあるかと言うと正直私は一回も無

い。東の方に良いことがあると言われ

てその気になっているところに、東の

方にある新規の得意先と取引を始め

大失敗した事はある。このように先入

観を持たせるのが一番いけない事で、

例えば大学入試でも合否を占って信じ

たりすれば大変な事になる。「合格間

違いナシ」と聞けば油断して落ちる可

能性が高くなるし「合格は難しい」と

言われれば諦めてしまう。やはり未来

が分らないから努力するし希望があ

るから生きていられるのではないだろ

うか。

体験的に言うのだが意外に良く当た

るのは女性の勘だ。「いけ好かない」

とか「ウサン臭い」という感覚だ。特

に男性を見る時、お金や余裕のある無

しに加え誠実さや責任感まで見抜い

てしまう。女性の勘＝超能力「畏るべ

し」と実感している。

しかし占いで与信管理が出来るの

なら私は占い師となった方が稼げるの

かもしれない。

「巨木が倒れるのが見えます、その

企業は倒産するでしょう」なんて……

　与信管理と占い

COLUMN

加藤　比良夫
株式会社シオザワ 

与信管理士



13Copyright©2017 The Association of Credit Management-Japan All Right Reserved

第11回『クレジット・カンファレンス』のご案内
９月８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。
　関西支部も発足から3年となり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11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、

「債権回収の極意」と題しまして、TMI総合法律事務所　神戸オフィス　パートナー弁護士の大島正照氏をお招き
するほか、堂島法律事務所の奥津周弁護士、太陽鉱工株式会社顧問の嘉納潤一氏、大阪において伝統ある貝塚司
法書士事務所の植木克明司法書士、株式会社信用交換所　執行役員情報部長の崎久保英則氏にご登壇いただき、
実務における債権回収の対応実務についてパネルディスカッションを行います。
　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関西支部事務局長　北詰 健太郎

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 ～

16：40 ～

基調講演
　TMI総合法律事務所 神戸オフィス パートナー
 大島 正照 弁護士

【第一部】
　「  債権保全・回収のための基本マインドと

緊急時のアクション」

【第二部】
　「実務家が解説！ 債権回収の極意！」

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：2017年9月8日（金）15：00～ 20：30

一般社団法人与信管理協会

大島 正照 弁護士 嘉納 潤一 氏奥津 周 弁護士 崎久保 英則 氏 植木 克明 司法書士

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



15Copyright©2017 The Association of Credit Management-Japan All Right Reserved



16 Copyright©2017 The Association of Credit Management-Japan All Right Reserved

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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株式会社 商 事 法 務 電話 03（5614）5643
FAX 03（3664）8844

東京都中央区日本橋茅場町 3－9－10
http://www.shojihomu.co.jp/

事例にみる信用取引
トラブ ル 解 決 集

リスクモンスターデータ工場  著
Ａ5 判並／188頁　定価（本体2,600円＋税）　ISBN978-4-7857-2510-5　17.3刊

取引先のリスク管理は、「取引先の与信調査」、「債権保全」、「債権管理」、
「債権回収」の各段階の管理が重要である。本書では、取引先との間に
発生したトラブルの解決方法について、具体的にわかりやすく解説。

与信管理論〔第2版〕
リスクモンスター株式会社  編

Ａ5 判上／792頁　定価（本体7,800円＋税）　ISBN978-4-7857-2305-7　15.7刊

与信管理に関する社内制度・組織の構築・運用から取引先の与信調査、
債権保全、債権管理、債権回収等まで、与信管理全体を網羅したバイブル。

債権管理・保全・
回 収 の 手 引 き

園尾隆司・福岡真之介  編
Ａ5 判並／592頁　定価（本体5,600円＋税）　ISBN978-4-7857-2420-7　16.5刊

債権の発生から消滅に至るまでの全過程につき正確な理解と豊富な経験
を持つ弁護士を執筆者とし、理論と実務経験を総合して体系的に解説し
た手引書。多くの書式・条項例を収録。

少額債権の管理・
保全・回収の実務

北詰健太郎・濱田康宏  著
Ａ5 判並／250頁　定価（本体2,300円＋税）　ISBN978-4-7857-2254-8　15.3刊

本書は、少額債権の管理・保全・回収にフォーカスした解説書。法律に
馴染みのない方でも読めるようにわかりやすく説明するとともに、実務
で使えるよう各種書式も掲載したほか、税務処理まで詳しく記載。
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▶今回のカンファレンスは、ベンチャーをテーマに取り上げ、
実際に支援を行っている担当者の方からリアルなお話を聞
くことができ、起業したいと思っている方にとっては資金
調達のご参考になったかと思います。今後のカンファレン
スで、こんなテーマを取り上げてほしいというご意見がご
ざいましたら、事務局までご連絡ください。会員の皆様と
より良い勉強の場を作っていきたいと思います。（内田）

▶今回のカンファレンスは、「与信管理」の「新しい可能性」
として、「ベンチャー」を取り上げました。このテーマは、
今年度に新設した「ベンチャー研究会」で深堀りしていま
すので、御興味のある方は、奮ってご参加下さい。次回は
9/28（木）です。詳細は協会HPを確認して下さい。（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

 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。

信用情報

データバンク

企業要覧

海外企業調査 国内企業調査

DBサービス

株式会社 信用交換所


