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第１２９回中小企業景況調査結果
（２０１２年１０－１２月期）
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出典：中小企業庁



栃木県の鉱工業生産指数（３指数）

生産指数：生産指数（季節調整済）は80.0で、2ヶ月連続の低下となりました。
出荷指数：出荷指数（季節調整済）は80.5で、5ヶ月ぶりの低下となりました。
在庫指数：在庫指数（季節調整済）は84.5で、3ヶ月連続の低下となりました。
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大震災



１．今後の経営環境について

 消費税増税に関して（社会保障・税一体改革関連法）

２０１４年 ４月１日（平成２６年） 消費税８％ ↑

２０１５年10月１日（平成２７年） 消費税１０％↑

総額表示 （改正の可能性あり）

•価格転嫁が出来るのか？

•価格表示：100円（税抜き）⇒１０５円（税込）

景気の低迷（可処分所得の減少）

•取引条件の変更（下請けいじめ）

•負の連鎖の発生
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１．今後の経営環境について

 価格転嫁

◎日本商工会議所などが昨年実施したアンケート

中小企業（年間売上高が５千万円以下）の約７割が

「価格転嫁は困難」＜売上5千万以下の企業対象＞

中小
企業

新興国と
の参入

慢性的な
円高

親企業の
海外移転

デフレ経済
（親会社・納入先）

既に大幅な値下げ要求を受け
入れている中小企業が多い
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２．金融円滑化法終了に関して

 目的は？

企業
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金融
機関

景気の維持



２．金融円滑化法終了に関して

 ① 金融円滑化法とは （企業編）

金融庁
監督省庁
（金融検査マニュアル）

金融機関

企業・個人事業主

金融円滑化法下

条件変更債権

・月返済減額債権
・返済期限延長債権
・金利減免債権
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① 資金繰りの確保

② 事業改善の機会

企業側のメリット



用語説明（金融支援＝元金返済減免）

 リスケ・・・金融債権に対して返済スケジュールを再度

計画し直すこと（リ・スケジュール）
例）Ａ社
借入残高 月約定返済額 支援期間 月約定返済額

（期間は6ケ月単位）

太陽銀行 ５,０００万円
本数５本

半分 一本１万
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本数５本
（返済まで１０年） ４１万６千円 ６ケ月 ２０万８千円 ５万円

火星銀行 ３,０００万円
本数２本

（返済まで７年） ３５万７千円 ６ケ月 １７万８,５００円 ２万円

土星銀行 ２,０００万円
本数１本

（返済まで５年） ３３万３千円 ６ケ月 １６万６，５００円 １万円

合計 １１０万６千円
（年）１，３２７万

２千円

５５万３千円 ８万円
（年）６６３万６千円 ９６万円



用語説明（金融支援・元金返済期限延長）

 リスケ・・・金融債権に対して返済スケジュールを再度

計画し直すこと（リ・スケジュール）
例）Ａ社
借入残高 借入期間 期間延長変更 月約定返済額

（期間は6ケ月単位）

太陽銀行 ５,０００万円 月返済額 延長月返済額
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３,０００万円
（返済まで７年）

Ｈ２０/１０/１
↓

Ｈ２７/９/３０

Ｈ２０/１０/１
↓

Ｈ３０/９/３０
３年延長

３５万７千円 ２５万円

２,０００万円
（返済まで５年）

Ｈ２０/１０/１
↓

Ｈ２５/９/３０

Ｈ２０/１０/１
↓

Ｈ３０/９/３０
５年延長

３３万３千円 １６万６千円

合計 ６９万０千円 ４１万６千円
（年）８２８万０千円 ４９９万２千円
約２１８万８千円の資金確保効果



２．金融円滑化法終了に関して

 ① 金融円滑化法とは（金融機関編）

金融庁
監督省庁
（金融検査マニュアル）

条件変更の緩和
金融機関のメリット

金融機関

企業・個人事業主

金融円滑化法下

条件変更債権

・月返済減額債権
・返済期限延長債権
・金利減免債権

経
営
改
善
計
画
書
等

債権者区分
（自己査定）

要注意先でOK
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金融機関のメリット



２．金融円滑化法終了に関して

 ② 金融円滑化法が終了したら

• 約定返済へ

•企業
出
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• 債権者区分の見
直し

•

金融
機関

口
戦
略

企業も金融機関
も大変なことに



２．金融円滑化法終了に関して

② 債権者区分

区分 説明

正常先 業績が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がない債務者

要注意先 ○金利減免・棚上げを行っているなど、貸出条件に問題のある債務者
○ 元本返済もしくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問
題がある債務者題がある債務者
○財務内容に問題がある債務者

要管理先 現状、経営破たんの状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善
計画等の進捗状況が芳しくなく、今後経営破たんに至る可能性が大きい
と認められる債務者

破綻懸念先 法的・形式的な経営破たんの事実は発生していないものの、深刻な経営
難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質
的に破綻していると認められる債務者

事実上破綻先 法的・形式的な経営破たんの事実が発生している債務者
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金融機関にも貸倒引当金制度がある

• 融資額の～０．９％

金融機関 日本銀行日本銀行企業・個人企業主

融資 引当金

融資総額1億円の引当金は 金融機関の負担

• 融資額の～０．９％正常先

• 融資額の～１０％要注意先

• 融資額の２０数％要管理先

• 融資額の７０％以上破綻懸念先

• 融資額の１００％事実上破綻先

◎～千万円 １億円
＋数千万円

◎２千万円以上 １億２千万円以上

◎７千万円以上 １億７千万円以上

◎１億円 ２億円
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２．金融円滑化法終了に関して

 ⑤円滑化法利用者の方へ

金融機関の動向

査定

• 仮に支援しない企業となれば、次なる返済
猶予に応じない

↓
• 当初の約定（返済額）での返済を要請される

金融庁から金融機関に対し、返済
猶予企業の仕分け指示が出され
たからです。

↓

↓
• 借入返済不能

↓
• 期限の利益喪失（約定返済違反）

↓

• 債権の売却（サービサー等に借入債権を売
られる）

つまり、H25.3月以降
◎返済猶予を継続する企業（支援
する企業）
◎返済猶予を継続しない企業（支
援しない企業）
に、仕訳すること。

栃木県内ではＨ24年7月頃から金
融機関の査定が進んでいます。
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２．金融円滑化法終了に関して（倒産情報）
 金融円滑化法利用後倒産の増加

2013年2月度 倒産状況 引用：東京商工リサーチ 全国企業倒産状況

倒産件数 916件

負債総額 1,719億7,100万円

前月比（件数） -1.9％（前月 934件）

前月比（負債） -23.4％（前月 2,246億1,500万円）

前年同月比（件数） -11.7％（前年同月 1,038件）
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件数・負債総額が2月としては過去20年間で最少 倒産の小型化が加速
倒産件数は、前年同月比11.7％減で4カ月連続で前年同月を下回った。また、2月としては、1994
年以降の過去20年間では、1999年（939件）を下回り最少件数となった。「中小企業金融円滑化
法」などの各種金融支援効果で依然として倒産が抑制されている。

「中小企業金融円滑化法」に基づく貸付条件変更後の倒産が、調査開始以来、1月は25件
発生し、年間累計は（H24/1-12月累計238件）238件とであった。月平均：19.8社

前年同月比（件数） -11.7％（前年同月 1,038件）

前年同月比（負債） -72.7％（前年同月 6,312億6,300万円）

（負債総額1000万円以上の倒産を集計、％は小数点2位以下切捨）



２．金融円滑化法終了に関して

 ②中小企業再生支援協議会の存在意義
 中小企業再生支援協議会は、中小企業の再生を進めるために、「産業活力再生特

別措置法」に基づき各都道府県に設置された公的組織で、多様性・地域性といった
中小企業の特性をふまえ常駐する専門家が再生に関する相談を受け付け、助言や
再生計画策定支援を行っています。

 対象企業

 ○経営上の問題を抱えているが、再生の可能性が高く、企業再生に意欲がある企業 ○経営上の問題を抱えているが、再生の可能性が高く、企業再生に意欲がある企業
○現状、借入金の返済に苦しんでいるが、営業利益段階では利益を計上している。
または、今後、利益を上げられる見通しである企業 等

一次
•中小企業再生の相談に対して、中小企業再生支援協議会の常駐専門家が適切な対応策を提示
し、必要に応じ関係支援機関を紹介します（第一次対応）。

二次

•相談案件のうち、再生のためには財務や事業の抜本的な見直しが必要な企業について、常駐専
門家が個別企業の取組に対する助言を行い、必要に応じて、中小企業診断士、公認会計士、税
理士、弁護士等の専門家に依頼して、共同で再生計画の作成支援を実施します （第二次対応）。
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２．金融円滑化法終了に関して

 ③金融円滑化法終了の出口戦略
正式名称：「中小企業金融円滑化法の最終延長を踏まえた中小企業の経営支援の

ための政策パッケージ」

決 定：平成２４年４月２０日

中小企
業庁

政策パッケージの概略

政策
パッ

ケージ

金融庁

業庁

内閣府
●金融機関によるコンサルティング機能の一層
の発揮

●企業再生支援機構及び中小企業再生支援
協議会の機能及び連携の強化

●その他経営改善・事業再生支援の環境整備
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趣旨：中小企業の存続に力を注ぐこと



19 Ⓒダブル-ウィン・コンサルティング合同会社



２．金融円滑化法終了に関して

 ④中小企業再生支援協議会の役割変更に付いて

一次審査 二次審査
支援
決定

・支援協議会：コーディネータ
・中小企業診断士
（事業ＤＤ・再生計画作成支援）
・公認会計士
（財務ＤＤ）
・技術士（技術性評価）等

旧
来
型

・技術士（技術性評価）等

新
方
式

メイン行（経営者）
企業再生計画書作成 持込み

・支援協議会：認定機関

（事業ＤＤ・財務ＤＤは必要要件
では無くなった）
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用語説明

ＤＤ＝デューデリジェンス（調査）

デューデリジェンスの目的は「企業の価値」を算定することです。

事業ＤＤ・・・再生企業の「現在の事業性把握」と、「再生可能性の評価」の算定を事業ＤＤ・・・再生企業の「現在の事業性把握」と、「再生可能性の評価」の算定を
行います。
・事業性の把握では、市場、競合の状況や対象企業の内部資源といった環境分
析を行います。
・再生可能性では、企業内の内部資源（人材・ノウハウ・社風等）などの定性的要
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・再生可能性では、企業内の内部資源（人材・ノウハウ・社風等）などの定性的要
因を加味して財務諸表から導き出すことです。

財務ＤＤ・・・過去の財務諸表を整理して、財務諸表と現在の企業実態との妥当
性と、数値の背景に隠されている問題や強みなどを分析します。

会計方針が変わっている場合や、経常的ではなくイレギュラーと思われる事象
が起こった年がある場合は、その影響を一旦取り除いて事業活動の変化がわ
かるように実態財務諸表の作成を行います。



２．金融円滑化法終了に関して

 ④中小企業再生支援協議会の役割変更に付いて

従来 Ｈ24年4月20日～

再生計画作成者 経営者 メイン銀行の主導
（経営者）

費用負担 総額：百万円～
企業（１割負担）

総額：５０万～
（メイン行・経営者負担）企業（１割負担） （メイン行・経営者負担）

補助金 総額の９０％ なし

協議会の役割 コーディネータ 認定者

作成期間 6ケ月～2年 ～3ケ月

作成資料 事業・財務ＤＤ
再生計画書

再生計画書のみ

備考 地域経済の維持 円滑化法の出口施策
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２．金融円滑化法終了に関して

 ④中小企業再生支援協議会の役割変更に付いて

従来 Ｈ24年4月20日～

費用負担 総額：百万円～
企業（１割負担）

総額：５０万～
（メイン行・経営者負担）
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費用負担は？

以前
企業総額の１０％負担
（１０～２０万円）

H24/４/20～

金融機関・企業の１００％負担
[負担軽減策]
・返済原資の中から費用に充当する。
・計画書（資金繰り表）に盛り込む
（金融機関・企業負担となる）

金融機関の了承が必要です

（相談して決定します）



２．金融円滑化法終了に関して

 ⑤円滑化法利用者の方へ

経営改善計画書を

策定していない

策定した改善計画が
簡単な計画書１～２
枚、資金繰表、試算
表レベルのもの

経営者の方針
確認

事業性
評価

計画書の達成が８割
以下

（売上高と経常利益）

金融機関との接触が
条件変更後

１度もない

次回も条件変更しな
ければ成らない

再生可能性評価

再生計画策定
ソフトランディング
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２．計画書とは

 計画書の種類

創業計画書、事業プラン計画書、中期経営計画書

経営革新計画書、経営改善計画書、企業再生計画書

計画書とは、相手との契約書である。

⇒（国・県・市町村、金融機関、企業）

作成者は、 企業側であり記載事項を守る義務がある。



２．計画書の効用は

 例）企業再生計画書の場合

期限の利益確保

•借入金返済に関する「リスケ」を示すことで一括返済
や事故案件にならない。や事故案件にならない。

•元金返済の猶予・減免を法的に約束される

数年間の自営権の確保

•計画期間中の経営権に大きな拘束要件が課せられ
ず、自由な経営が行われる

•計画と大きな乖離があれば契約不履行となる



２．支援の継続

 支援の継続について

● 「計画値」と「実績」が８０％以内であれば、支援継続の
可能性は高い

● 計画書で誓った「コスト削減策」などの実施態度が良
ければ支援継続の可能性は高いければ支援継続の可能性は高い

● 将来的に「実現可能な計画」と判断するに至る要因が
あれば支援継続の可能性は高い

× モニタリング報告書を提出しない

× 計画書（契約書）の内容を無視している



２．金融円滑化法終了に関して

 経営改善計画書の作成について・・・

作成者：企業の代表者

作成支援者：中小企業診断士、専門家等

説明責任：企業の代表者
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重要
経営改善計画書の内容を社長の口から債権者

（金融機関）に伝えることが大切！

債権者の目的：計画書を作ること
企業を再生させること



３．経営者による経営チェック

 再生可能性の診断とは
定量面・定性面の現状分析を実施することにより、企業力を測定し企業再生

の実現可能性を評価することである。

定量面

• 財務諸表分析

定性面

• 技術力、ブランド力

Ⓒダブル-ウィン・コンサルティング合同会社29

• 財務諸表分析

• 経営者個人資産分析

• 技術力、ブランド力

• 人材力、経営者資質

• 業界の「強み」、「弱み」

定性面

定量面

中小企業の再生には・・・

「定量面」と「定性面のどちらかが

欠けても成功は難しい



2．金融円滑化法終了に関して

 ⑤円滑化法利用者の方へ

再生可能性がある

企業によって「経営再生計画書」、「企業再生計画書」を策定する

金融支援終了
約定返済に戻る
○返済猶予期間分が通常約定にプラスされる

企業によって「経営再生計画書」、「企業再生計画書」を策定する
「中小企業再生支援協議会の認定」を求められる

「倒産・自己破産」には、１００万円以上のお金が必要
保障資産・抵当資産等の処分計画の策定
（住宅等必要資産の再獲得可能性を評価する）
再チャレンジ可能な撤退戦略
期間は最低でも3ケ月は必要である！

再生可能性に問題がある

金融支援の継続

ソフトランディング
計画

30 Ⓒダブル-ウィン・コンサルティング合同会社



３．金融円滑化法終了に関して

 ソフトランディング（再チャレンジ・勇気ある撤退）

何を残したいのか？
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抵当
競売

任意売却 親族の支援

弁護士の職務



2．金融円滑化法終了に関して
再チャレンジの方法

存続新会社 中規模企業

Ⓒダブル-ウィン・コンサルティング合同会社32

例）衣料の川上企業の合流

採算事業

不採算事業

採算事業

不採算事業

採算事業

不採算事業

採算事業

不採算事業

売上2億円 売上3億円 売上８千万 売上１億円

破産会社



３．経営者による経営チェック

 チェックシート
□ 月商倍率が６倍以上である。

□ キャッシュフロー倍率が１０倍以上である。

□ 財務諸表における「損益計算書」の営業利益が赤字である。

□ 条件変更（リスケ）に関して、数ページの経営改善計画書しか作成していない。

□ 提出した経営改善計画書の「計画値と実数」との乖離が２０％以上である。
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□ 条件変更（リスケ）を再度、延長しなければならない。（約定返済に戻せない）

□ 条件変更中であるが今後について相談を行っていない。

□ 条件変更（リスケ）したが、延滞が発生している

金融機関・専門
家に相談する

再生可能性を評
価する

再生計画書策定

チェック項目が１項目以上
あった場合は相談しましょう

ソフトランニング
検討



４．経営者による経営チェック

 キャッシュ・フロー倍率
＝借入総額÷（当期利益＋減価償却費）

＝（短期借入金＋長期借入金＋割引手形）÷（当期利益＋減価償却）

短期借入金 長期借入金 割引手形 ÷ 当期利益 ＋ 減価償却費 回答

Ⓒダブル-ウィン・コンサルティング合同会社34

⇒ 借入金には、役員借入金は含まない

●減価償却費は「販売管理費」と「製造原価報告書（製造業等）」にあります。

●１０倍を超えると危険水域に陥っています。

⇒ 再生可能性評価に関する調査が必要

⇒ 正式な「経営改善計画書・企業再生計画書」の策定が必要

÷ ＋



４．経営者による経営チェック

 月商倍率
＝借入総額÷（売上高÷１２）

短期借入金 長期借入金 ÷ 売上高 ÷ １２ 回答

÷ ÷
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⇒ 借入金には、役員借入金は含まない

● 年商を月商に変えて計算致します。

● ６倍を超えると担保等が無い場合には融資が極めて困難になります

⇒ 再生可能性評価に関する調査が必要

⇒ 正式な「経営改善計画書・企業再生計画書」の策定が必要

÷ ÷



４．経営者による経営チェック

 財務諸表
決算書及び試算表の中にある「損益計算書」「貸借対照表」「製造原価報告

書（一部業種のみ）」をチェックしてみます。

損益計算書表

売上高
売上原価

「５つの利益」を確認する。
・売上総利益・・・・・・・・利益の源泉
・営業利益・・・・・・・・・・企業の収益力
・経常利益・・・・・・・・・・企業の財務力

Ⓒダブル-ウィン・コンサルティング合同会社36

売上原価
●売上総利益
販売管理費
●営業利益
営業外収入
営業外費用
●経常利益
●税引前当期利益
●当期利益

「営業利益」がプラスかマイナスか確認する。
プラス ：再生可能性を持っている
マイナス：企業活動で収益が出ていない状況

・経常利益・・・・・・・・・・企業の財務力
・税引前当期利益
・当期利益・・・・・・・・・・当期の収益力

直近の決算書と直近の月次試案表を確認すると
自社の「収益状況が」確認できます。



３．経営者による経営チェック

 財務諸表
決算書及び試算表の中にある「損益計算書」「貸借対照表」「製造原価報告

書（一部業種のみ）」をチェックしてみます。

貸借対照表

流動負債

「金融負債総額」を確認する。
●短期借入金（手形貸付等）
●長期借入金（証書貸付等）
＜基本的に役員・親族借入は除く＞

Ⓒダブル-ウィン・コンサルティング合同会社37

未払金 XXX,XXX

固定負債

純資産 XXX,XXX

純資産合計がプラスかマイナスかを確認する。
プラス ：資産超過
マイナス：債務超過

＜基本的に役員・親族借入は除く＞

「未払金の科目明細」を確認する
●税金等の未払がある場合は要注意

直近の決算書と直近の月次試案表を確認すると
自社の「財務状況が」確認できます。

滞納税金（社会保険料・源泉徴収税・消費税等）がある場合は要相談！



３．経営者による経営チェック

 財務諸表
決算書及び試算表の中にある「損益計算書」「貸借対照表」「製造原価報告

書（一部業種のみ）」をチェックしてみます。

損益計算書表

売上高
売上原価
●売上総利益

「返済原資」を確認します。
返済原資＝当期利益＋減価償却費
・減価償却費は「製造原価報告書」と「販売管理
費」にあります。但し、製造原価報告書が無い

製造原価報告書

[原材料]
[労務費]
[外注加工費]
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●売上総利益
販売管理費
●営業利益
営業外収入
営業外費用
●経常利益
●税引前当期利益
●当期利益

「返済原資がプラスかマイナスか確認する。
プラス ：再生可能性を持っています
マイナス：相談が必要です

費」にあります。但し、製造原価報告書が無い
業種もあります。
・減価償却費は、意図的にフル償却していない
場合があります。

販売管理費
役員報酬
福利厚生費
人件費

・
・
・

減価償却費

[外注加工費]
[経費]
電力費

｜
減価償却費



３．中小企業支援施策について

 企業再生計画作成フロー

中小企業

Ⓒダブル-ウィン・コンサルティング合同会社39

円滑化法出口戦略
解決策

商工会議所 金融機関

中小企業診断士

相
談



４．中小企業支援施策について
 競争力強化事業 専門家派遣

実施主体：（財）栃木県産業振興センター

期 間 ：平成24年4月1日～平成25年2月末日

（但し、栃木県からの予算が終わり次第終了）

対 象 ：県内に事業所・店舗等を有する中小企業者または創業予定者が
対象になります。

支援制度： 派遣できる専門家は、中小企業診断士、技術士、情報処理技術

Ⓒダブル-ウィン・コンサルティング合同会社40

支援制度： 派遣できる専門家は、中小企業診断士、技術士、情報処理技術
者、税理士、公認会計士、大学関係者等幅広い分野の専門家で、申込企
業で選定していただきます。

回 数 ：最大4回まで

費 用 ：1回 32,000円 ⇒ 半額補助（16,000円）事前入金

相談内容：創業・経営革新・ＩＴ化・ＩＳＯ取得・経営に関する問題

利用相談 ：足利商工会議所 経営指導員
振興センター振興部 販路開拓課



４．中小企業支援施策について
 経営改善特別相談窓口 専門家派遣事業

実施主体：栃木県
期 間 ：平成24年4月1日～平成25年2月末日

（但し、予算が終わり次第終了）
対 象 ：県内に事業所・店舗等を有する中小企業者で経営改善計
画書を策定する必要性がある方。
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画書を策定する必要性がある方。
支援制度：専門家（中小企業診断士）を最大3回まで派遣し、「経営改
善計画書」策定の支援を行います。
回 数 ：最大3回まで
費 用 ：3回までは「無料」、4回目以降は実費
注 意 ：1企業1回だけの支援策となります

利用相談 ：足利商工会議所 経営指導員
栃木県産業労働観光部経営支援課金融担当



４．中小企業支援施策について
 経営改善特別相談窓口 風評被害等震災対応

実施主体：栃木県
期 間 ：平成24年4月1日～平成25年2月末日

（但し、予算が終わり次第終了）
対 象 ：県内に事業所・店舗等を有する中小企業者で東日本大震
災等で経営問題が生じている方。
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災等で経営問題が生じている方。
支援制度：専門家（中小企業診断士）を最大3回まで派遣し、経営問
題解決の支援を行います。
回 数 ：最大3回まで
費 用 ：3回までは「無料」、4回目以降は実費
注 意 ：1企業1回だけの支援策となります

利用相談 ：足利商工会議所 経営指導員
栃木県産業労働観光部経営支援課金融担当



４．中小企業支援施策について

 経営改善特別相談窓口
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４．中小企業支援施策について
 経営相談窓口（業務提携事業）

実施主体：日本政策金融公庫佐野支店
（社）栃木県中小企業診断士会

実施日 ：毎月 第二水曜日 （要予約）
対 象 ：中小企業者及び創業予定者
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支援制度：中小企業診断士が経営問題に対して約1時間に
渡り相談に応じる（2回目は現地相談：２～３Ｈ）

回 数 ：最大２回まで
費 用 ：１回までは「無料」、２回目以降は実費（22,000円）
注 意 ：1企業1回だけの支援策となります

利用相談 ：足利商工会議所 経営指導員
日本政策金融公庫佐野支店



 本日は、お疲れさまです。

 質疑応答に入ります。

 まずは、お取引先金融機関の担当者に

ご相談することが大切だと思います。
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ご相談することが大切だと思います。

ダブル-ウィン・コンサルティング合同会社

〒３２６－０８１４ 栃木県足利市通3丁目２５８９

足利織物会館212-B

電話：０２８４－２１－７３６０/Fax：０２８４－２１－７３０５

中小企業診断士 勝沼 孝弘

中小企業診断士 岡野 清


