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I. 財務情報について 

1. 当庫内部格付との比較 

① 比較にあたっての基本情報 
A) 抽出先（全426先） 

本部による再生支援実施先（要注意先）：105先 

– 融資残高１億円以上の条件変更先・大幅債務超過先 

正常先で融資残高３億円以上：321先 

B) 財務指標データ 
平成２８年６月３０日までに顧客より提供を受けた決算書をもとに

作成 

この街のホームドクター 
大阪信用金庫 3 2016/8/5 



I. 財務情報について 
C) 比較した当庫内部格付 

ＳＤＢ格付 

– 信金中央金庫提供の格付（統計的手法） 

– 多数の財務指標により算出された倒産確率に基づいた格付

を付与 

定量格付 

– しんきん共同センター提供の格付（指数法） 

– 実態補正後の財務指標データによる。 
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I. 財務情報について 
② 比較結果と考察 

– 概ね（逆）相関がみられ、当庫内部格付評価と整合的 
– 不動産業は 他の業種と比べ当庫内部格付評価と相関が

弱い 
不動産業は企業単位の財務情報評価よりも、物件ごとに立地や

経過年数、改修状況といった物件ごとの特性を把握することの方
が大切ではないか。 

 

※ 分析結果の詳細は「別紙：財務情報の分析資料」参照 
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I. 財務情報について 
2. 財務情報についての所感 
① 財務情報で使用される指標の特徴 

A) 利用する指標が6種と少数 
企業評価をバランスよく、シンプルに行うことができる。 

B) 伝統的・普遍的な指標 
時代や景気などに左右されず比較が可能な指標であり普遍性が

維持される。 

C) わかりやすい指標 
フィードバックを行うには、わかりやすく計算が容易な指標を使う

ことが大切。診断目的であり、倒産予知モデルを志向するのでは
ない。 
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I. 財務情報について 
D) 非財務情報のヒヤリングにつなげやすい指標 
– A)～C)で述べた特徴を踏まえれば、非財務情報のヒアリ

ングにつなげやすい指標といえる。 
– 数値による検診（仮説）→問診（対話、仮説検証）→治療

方針の検討→治療の実施→数値によるフォローというサ
イクルへの活用が可能。 
シンプルなものからスタートして、大まかな問題点を把握し、対話

の材料とし、必要であれば詳細な指標の分析に進めばよい。 
最近は、分析資料が財務分析システムで作成され、格付けやPD

が付与されるため、営業店の現場では、その根拠となる指標の
意味を理解できず応用が利かないのが現状である。 
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I. 財務情報について 
② 財務情報で使用される指標の課題 

A) キャッシュフローに関する指標（たとえば経常収支比率
や営業キャッシュフロー比率）の採用 
資金繰りに関する指標は重要であり、指標として取り入れたい。

ただし、計算が複雑であり、シンプルさを追求するという点を考慮
すると採用は困難。 

B) 営業運転資本回転期間の必要性 
資金調達の効率性を示す重要な指標ではあるが、業種により大

きく異なる指標でもあり、一律に評価することには違和感がある。 
ただし、必要運転資金を月商の倍率で示す指標であり、短期資

金の調達実績と比較することにより長短調達バランスの把握が
可能である。昨今の短期融資復活をチェックする指標として重要。  
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II. 実地調査について 
1. 実地調査における基本事項 

A) 調査対象 
本部による再生支援実施先（要注意先）：4先 
正常先で融資残高３億円以上：3先 

B) 調査実施時期 
平成２８年７月１３日から７月２０日 

C) 調査の進め方 
財務6項目について経営者と議論を行い、それぞれの指標で問

題があれば、対話の中で詳細に掘り下げていった。そして、仮説
を持ちながら、非財務情報を収集し実態把握を行った。 

調査方法・内容の詳細については「別紙：ローカルベンチマーク
実地調査まとめ」に記載している。 
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II. 実地調査について 
2. 非財務情報の聞き取りを踏まえた所感 

① 今回のトライアルにおいては、顧客から誠実かつ好意的
な対応が得られた。 

② 企業の強み・弱みを改めて把握することができた。 
③ 製商品の流れ（商流）と資金の流れ（金流）とを同時に把

握しやすかった。 
④ 調査すべき内容がまとまって記載されており、体系的に

把握することができた。 
⑤ 「知的資産」について、我々においても顧客においても

新たな発見があった。 
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III. 今後の活用と課題について 
1. 金融機関での活用方法 

A) 「いまさら聴けないこと」を聞くためのツールとして 
取引歴が長いところほど基本的なことが聴きづらい場合がある。 
企業の非財務情報の変化が把握できていない場合がある。 
実際に「知的財産権の保有」という新たな発見があった。 

B) 商流と金流を同時に把握できるツールとして 
商流と金流の把握は 「事業性評価」への第一歩 
商流と金流を把握することにより、「事業再生」や「予防」にも活用で

きる。 

C) 自己査定における「事業性評価」の参考資料として 
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III. 今後の活用と課題について 
D) 職員のスキルアップツールとして 

商流と金流をつかむ足掛かりとして 
– 理想は、高度なコンサルティング機能や事業性評価など真の

リレバンを実践できる人材の育成 
「聞き取る力」を向上させるためのＯＪＴのツールとして 

– 「知的財産の保有」など新たな切り口に気づくチャンス 
 当金庫は60歳以上のベテラン職員を店舗に配置し、若手職員と同行し融
資のノウハウを伝授している。その際にも活用できるのではないか。 

 
効率的にヒヤリングを行うテクニックの習得 

– 聞き取りには長時間を要し、金融機関と顧客双方で時間の 
調整を行うことが難しい。数回に分けて実施することも必要。 
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III. 今後の活用と課題について 
2. 顧客側の利点 

– 金融機関との共通のものさしとして 
  経営において注目すべき点について双方が認識を深める機会となる。 
 

顧客側から、金融機関が気付かなかったことを伝える機会となる。 
保有している知的財産の新たな活用方法など、金融機関による

「第三者の目」が新たなビジネスチャンスを生む可能性もある。 
 

– ロカベンは、顧客と金融機関とが情報ギャップをなくしたうえで、
「同じ目線」を持つためのツール（可能な限りの「情報の非対
称性」の克服） 
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III. 今後の活用と課題について 
3. 疑問と改善点 
① 財務情報での意見交換を通して 

A) 財務指標についての顧客の理解 
「有利子負債倍率」や「営業運転資本回転期間」を意識している

経営者は少なかった。 
今後の経営での意識付けにつながればよいと思われる。 

B) 財務指標についての疑問と改善点 
同業種でも、規模や形態が異なるので平均値比較に違和感があ

る。売上高や従業員数による階層で区分できないか。 
点数表示、特に合計点の意味をどのように捉えたらよいのかが

分かりにくい。 
急激な売上変動等、特殊事情が判明した場合などに、記録を残

す欄がほしい。  
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III. 今後の活用と課題について 
② 非財務情報での意見交換を通して 

A) 調査票に少し手を加えることにより、聞き取るポイントを
明確にすることができるのではないか。 
もう少し細分化した業種を記載できるようにする。 
「商流把握」欄において、「受取条件」や「支払条件」の欄を設ける。 
項目によっては、 「調査指針」のようなものが必要ではないか。 

– 「ＩＴの活用」において、企業レベルで捉え方が大きく異なった。 

B) 柔軟にコメントを記載できるようにした方がよいのではな
いか。 
  「その他」欄の創設（企業の特徴的な事項を自由に記入）。 
行間・列幅を調節可能とする。 
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III. 今後の活用と課題について 
4.  おわりに 
① 顧客が求めているものは「金融機関との対話」 

– かつて短期融資を主体としていたころは、頻繁に顧客との
接点があった。 

– 長期融資主体へシフトしたために顧客との接点が減り、近
年では関係が希薄化したと考えられる。 
金融機関は顧客のパートナーとして、顧客と対話し、 

  顧客の課題を共同で解決していく姿勢を持つこと 
  が大切と考える。  
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III. 今後の活用と課題について 
②対象先 

– 事業再生先を手始めとし、金融機関と良好な関係を持ちな
がら成長につなげたいと考える先に適用 

 
全取引先に適用する必要はなく、また、非協力的な先に強要して

適用していく性質のものではない。 
 

最初は事業再生先からスタート 
 → 有効活用できる先（大口先、メイン先、親密先）に徐々に拡大 
 → リレバンとトラバン 
    融資手法の差別化 
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