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金融機関の課題

一般的に言われている金融機関の課題

１．第２回委員会までの議論（金融機関の課題とローカルベンチマークの役割を中心に）

検討会で言及されている金融機関の課題

ローカルベンチマークについて

ローカルベンチマークの役割 ローカルベンチマークに含まれるべき内容

・人口減少などによる市場の縮小

・激しい金利競争（本業収益の悪化）

・企業に対する本業理解の不足

・商品の多様化による営業ウェイトの増加

＜内部＞
・目利き力の不足
・現場スタッフの時間がない
・企業に対して強い態度が取れない

＜対企業＞
・経営者のプライドからか、話を聞いてもらえない
・企業経営者に自覚がない
・企業経営者が多忙であり、資料が揃わない

・金融機関と企業のコミュニケーション促進

・金融機関と企業が課題を共有できる

・経営者の気付きになる

・生産性向上に向けた取り組みの契機となる

・事業実態を反映している内容

・企業の本業理解を促進できる内容

・経営者が腹落ちする内容

・企業の課題の端緒をつかむ内容（生産・販売等）
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２．ローカルベンチマークの活用イメージ（事業の把握・課題の共有）

STEP1

STEP2

STEP3

信
頼
度

時 間

・決算書を活用し主に
財務面の分析を実施
【第2回での議論】

・課題解決に向けた
活動・支援定性

企

定量情報の
診断結果

金

課題の共有

企

支
連携

課題解決への
取り組み

課題解決の
ための支援

・必要に応じて事業
内容や課題に関する

ヒアリング
【第3回での議論】

・課題の共有・解決
に向けた打ち手の

検討

定量金

（異なるケースの具体的事例を複数例示し、
経営改善に向けた取り組みをイメージし易
くすることを検討中～次回以降で検討予
定～）
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財
務

非
財
務

手元データでの分析 聞き取りによる把握

３．定量指標に関して委員の皆様から寄せられたご意見

＜成長性＞
①収益性およびその推移
②売上増加率
＜収益性＞
③粗利率、営業利益率、経常利益率
④固定費比率、付加価値率
＜生産性＞
⑤労働生産性
＜安全性＞
⑥自己資本比率、純資産額
⑦流動比率、固定長期適合率
⑧FCF有利子負債倍率
⑨経常収支比率
＜効率性＞
⑩営業運転資本回転期間

＜取引先＞
①販売力 （→新規取引先概数）
②取引先数（→取引数伸び率）
③顧客リピート率 （→得意先企業の推移）
＜経営者・役員＞
④経営者の年齢、業歴
⑤後継者の有無 （→有無、属性）
⑥内部管理体制（社外取締役、外部監査、同族
企業など） （→役員情報、オーナー企業）
＜資金調達＞
⑦担保設定状況 （→不動産、有価証券別）
⑧取引金融機関の推移（メインバンク支援など）
（→主力行の変更、取引金融機関数の推移）

＜生産性＞
①一単位あたりの生産時間

＜従業員＞
②従業員定着率 （→従業員数の推移×平均年齢）
③従業員勤続日数
④従業員の平均給与

＜技術＞
⑤技術力

＜ロイヤルティー（ブランド力）＞
⑥顧客リピート率
＜事業資産＞
⑦事業用資産と非事業用資産の区別

→非事業用資産の売却可能性や経済価値

＜その他＞
⑧会議数（50名以上だと多い）
⑨社内外の係争の有無
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４．定量指標の選定理由

選定した定量指標と選定理由

選
定
し
た
指
標
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分類 項目 算出式 採択理由

成長性 ①売上増加率 売上高/前年度の売上高
将来的な成長可能性を判断する有益な指標と

判断し採用

収益性 ②営業利益率 営業利益/売上高 本業の収益性をみる基本的な指標であるため

生産性 ③労働生産性 営業利益/従業員数
地域企業の労働生産性が、地域の持続可能性

に大きく影響するため採用

安全性 ④EBITDA有利子負債倍率（※１）
（借入金－現金・預金）/(営業利益＋減価償却

費）

現状の収益力に対する負債の重さは企業の持

続可能性にとって重要と判断し採用

⑤自己資本比率 純資産/負債・純資産合計
間接金融の利用度の影響を受けやすく、かつシ

ンプルな指標であるため

効率性 ⑥営業運転資本回転期間
{売上債権（売掛金＋受取手形）＋棚卸資産－

買入債務（買掛金＋支払手形）}/月商

企業存続の上で重要な、資金効率を測る有効

な指標として採用

その他指標 ⑦粗利率 売上原価/売上高

⑧経常利益率 経常利益/売上高

⑨流動比率 流動資産/流動負債

⑩固定長期適合率 固定資産/（固定負債＋純資産）

⑪経常収支比率（※２） - (※２）

⑫取引数伸び率
2015年度主要得意先数／2012年度主要得意先

数（※３）
(※３）

※１：委員からＦＣＦ有利子負債倍率の意見が寄せられたが、データベースの都合上、EBITDAに変更

※２：データベース収録項目の都合から算出不可

　　　算出式：経常収入÷経常支出

　　　経常収入＝売上高＋営業外収入－売掛債権（割引手形を含む）増加分－未収入金増加分－未収収益増加分＋前受金増加分＋前受収益増加分

　　　経常支出＝売上原価＋販売費及び一般管理費＋営業外費用－買掛債務増加分－未払金増加分－未払費用増加分－貸倒引当金増加分－

※３：決算書や公開情報からの算出は不可（今回はTDBのデータベースを利用して算出）

　　　　　　　　　　 流動負債及び固定負債の引当金増加分－減価償却費＋棚卸資産増加分＋前渡金増加分＋前払費用増加分



５．定量指標の分析結果サマリー

分析結果サマリー

（※１）参考資料参照

（※２）業種については業種中分類（64分類）のうち、母集団数が100以上のものを対象とした

（※３）E建設業、 F製造業、G卸売・小売業・飲食店、 J運輸・通信業、Lサービス業

１．委員から推薦された27の指標のうち、12指標に対し分析を実施

２．指標の有効性や、指標間の重複感に配慮し、12指標から6指標を選定（案）

３．いずれの指標についても地域間（47都道府県）の差は見られなかった（※１）

４．検討会において業種別の視点を設けたほうがよいという意見があったため、営業利益率

では業種別（※２）に基準を作成した
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分析対象企業

� 本社所在地
� 業種

� 上場区分（※１）
� 規模（※２）
� 法人格
� 決算書の収録がある

：全国
：E建設業、 F製造業、G卸売・小売業・飲食店、

J運輸・通信業、Lサービス業
：非上場
：小規模事業者（※３）を除く
：株式会社 有限会社

※３小規模事業者（中小企業庁の定義より）
・製造業その他 ： 従業員数20名以下
・商業サービス業 ： 従業員数5名以下

ただし、宿泊業及び娯楽業においては従業員20名以下

参照 中小企業庁「小規模企業者の定義」http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html

� 2011年4月～2012年3月期収録企業 ： *****社
� 2012年4月～2013年3月期収録企業 ： *****社
� 2013年4月～2014年3月期収録企業 ： *****社

（中分類64業種）

６．指標化のプロセス（対象企業・データ）

※１・２：ローカル経済圏の主要企業を
ターゲットとした指標作りのため除いた。
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６．指標化のプロセス（分析の流れ）

・委員から寄せられた指標を基に下記のプロセスにより指標の選定を実施。
・軸A 業種・地域ごとに各指標の値に差があるか否かを検証。
・軸B 分析の結果、指標が「有効である」と実証できるか否かを検証。

地域・業種差の検証

ある なし

地域・業種ごとに
有効性の検証

全国・全業種で
有効性の検証

ある なし なし

軸A

軸B 有効性 有効性

ある

地域差（47都道府県）
業種差（64分類）

地域・業種ごとに指標化 共通指標化 8



６．指標化のプロセス（評点化）

正規分布

・統計的手法により業種別あるいは地域別に差が生じない場合は１つの基準値を設け、５段階で評価を実施。
・業種別あるいは地域別に差が生じる場合は、業種別、地域別に基準値を設定。
※検討の結果、地域差はなかった。

レーダーチャート化

１ ２ ５４３

21/30

財務評価点
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分類 項目 A B C D 平均 標準偏差

成長性 ①売上増加率 -3.0% 1.8% 11.5% 16.3% 6.7% 4.8%

収益性 ②営業利益率

生産性 ③労働生産性（千円） -963 508 3,448 4,919 1,978 1,470

安全性 ④ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率 13.5倍 10.8倍 5.4倍 2.7倍 - 2.7倍

⑤自己資本比率 11.4% 20.0% 37.1% 45.7% 28.6% 8.6%

効率性 ⑥営業運転資本回転期間 3.5月 2.7月 1.0月 0.1月 1.8月 0.8月

別表参照
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７．分析結果 各財務指標における基準点

※④EBITDA有利子負債倍率について
(1)営業利益がマイナスである企業、

現金・預金が借入金を上回っている企業は
平均・標準偏差を算出する母集団から
除いた。

(2)営業利益率がマイナスである企業は1点、
借入金＜現金・預金で値がマイナスとなる
企業は5点とした。

(3)倍率「0」を５点とし、そこから左図の形式
に基づき、評価点を算出した。



７．分析結果 営業利益率における基準点

・営業利益率においては、業種ごとに基準点を設けた（※外れ値として上下2.5%を除く）。

○製造業

○サービス業○運輸・通信業

○卸・小売業○建設業
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項目 業種 A B C D 平均 標準偏差

製造業 -4.0% -0.7% 5.9% 9.2% 2.6% 3.3%

建設業 -3.6% -0.8% 4.8% 7.6% 2.0% 2.8%

卸・小売業 -3.1% -0.8% 4.0% 6.4% 1.6% 2.4%

運輸・通信業 -4.3% -1.4% 4.5% 7.4% 1.6% 2.9%

サービス業 -4.0% -0.6% 6.1% 9.5% 2.8% 3.4%

営業

利益率



８．事務局レポート案（Sheet1 定量分析）

・財務分析においては、成長性、収益性、生産性、安全性、効率性に分類し、指標を設定。
・標準値を３とし、１～５のスケールで評価。６分類で３０点満点。

定量分析

財務分析結果

商号 　株式会社帝国建設工業

所在地 　東京都港区南青山・・・

代表者名 　帝国　太郎

業種 　建設業

売上高 　156,000万円

営業利益 　26,000万円

経常利益 　10,000万円

従業員数 　356人
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生産性

安全性

安全性

効率性

成長性

収益性

21/30

総合評価点
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８．事務局レポート案（Sheet1 定量分析）

・定量分析結果に合わせて、自社のポジション把握の為の参考データを添付。
・同資料に基づいて、定量面についての企業と金融機関の対話を促す。

定量分析

ポジション把握の為の参考データ

生産性：労働生産性

安全性：EBITDA有利子負債倍率

安全性：自己資本比率

効率性：営業運転資本回転期間

成長性：売上高増加率

収益性：営業利益率



９．第３回検討会で議論いただきたい内容

＜定量分析について＞

・選定した定量指標の妥当性

・定量指標に対する評価方法の妥当性

※対象企業、算出式、検証方法、指標化プロセス等

＜定性分析について＞

１．経営者が話し易い、対話しやすい定性情報とは何か

２．対象企業の事業内容を理解するうえで必須となる定性情報とは何か

３．財務分析結果の内容に迫ることができる定性情報とは何か

４．経営者が話を聞く姿勢になるためのポイント

５．経営者から広く深く話を聞き出すための聞き方のポイント
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定性分析

１０．事務局レポート案（Sheet2 定性分析 聞き取りタイプ）

・対象企業の理念・沿革・今後の見通し、現在の経営目標など、事業や業務の内容を知る上での前提部分を知る
・経営目標の定量については、売上や利益だけでなく、新規取引先数○社獲得や、経費○％カットなども含む
・経営目標の定性については、５Ｓの取組みやブランド力向上に向けた活動なども含む

過去

現在

将来

定量

定性

経営理念

沿革・見通し

経営目標

経営理念・沿革／見通し・経営目標
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１０．事務局レポート案（Sheet2 定性分析 聞き取りタイプ）

・対象企業の仕事について具体的に把握するため、「業務の流れ」を知る
・また、「業務の流れ」の中で、自社が他社と違いのあるポイントを知る
・対象企業の「顧客提供価値」とは何なのかを知る

定性分析

業務フローと差別化ポイント・商流把握

■業務フローと差別化ポイント

　顧客提供価値

　プロセス

分類 他者との差別化につながっている取り組み

① ② ③ ④ ⑤ 顧客

提供価値

■商流把握

貴社

＜仕入先＞
＜得意先＞

＜協力先＞

＜エンドユーザー＞


