
は し が き

本書は、地域金融機関の最前線で取引先と向き合う行職員のために、
日々の渉外活動のなかで取り組む「事業性評価」を解説した書籍です。
したがって、本書の目指す効果、すなわち本書の“めあて”は、取引先
と向き合う行職員の方々に、具体的なアクションにつなげていただくこと
です。

取引先との対話を通じて取引先の未来を考える

事業性評価とは、①担当する取引先の状況を想定して（仮説を立てて）、
②実際に訪問して取引先と「対話」し、③「対話」を通じて取引先と一緒
に考え、気づきを得て、④次のアクションに取り組むこと、つなげること
です。「対話」を通じて次の10年、あるいはその先の取引先の未来につい
て考える、いわば未来を考えるプロジェクトへの取組みが事業性評価の核
心になります（筆者はこれを“mi・ra・i・o　project”とよんでいます）。
また、別のいい方をすると、「取引先が市場や顧客に選ばれている理由」
を理解・認識共有し、「未来に向けて、取引先が市場や顧客に選ばれ続け
るために」取引先の強みや特長を伸ばし、弱みや課題を改善する取組みを
共に考え、持続的な維持・成長に活かすことが事業性評価の取組みです。
事業性評価の考え方、取組み方を学ぼうとする皆さんは、事業性評価は
何か特別なものだと思っているかもしれません。しかし、事業性評価は特
別なものではなく、日々の訪問活動での取引先とのやり取りを基本とする
ものです。本書では、主に取引先との「対話」に重点を置いて、特別なこ
とではない、「日々の訪問活動のなかでの対話のもつ力」への気づきを提
供していきます。
なお、事業性評価という言葉から、取引先を「評価」するという意識に



引きずられると、地域金融機関に期待される事業性評価の本質を見失いま
す。取引先の事業を理解し、取引先の未来と地域の未来を考えることが事
業性評価の本質です。取引先との対話を通じた、地域金融機関の最前線の
担当者のための事業性評価について眺めていきましょう。

本書を読むにあたってのお願い

本書を読みはじめるにあたって、２つお願いしたいことがあります。
まず、取引先の１社を念頭に置いてください。念頭に置く取引先はどこ
でも構いません。できれば、「担当者として特に興味をもっている取引先」
「事業や取り扱う製品・商品・サービスに好奇心を覚えている取引先」が
取組みの理解を深めるうえでよいと思います。そして、本書で紹介する対
話事例等を、次の訪問時における皆さんと取引先との対話のヒントにして
ください。
そしてもう１つ、取引先の担当者の心得として、取引先の事業に興味や
好奇心を抱くための努力を惜しまないでほしいと思います。興味や好奇心
は地域金融機関の担当者としての最大の強みとなり、取引先の事業を理解
する事業性評価のための最大のアプローチ力となります。本書では、取引
先の事業について興味や好奇心を抱くためのヒントも提供します。いつも
と違う角度から眺めれば、取引先の違った姿がみえてくる、という面白
さを感じていただければと思います。「地域金融機関の行職員になろうと
思った入社時の気持ち」を振り返ってみてください。取引先への興味や好
奇心が広がるのではないでしょうか。

なお、本書は地域金融機関の行職員を読者に想定して執筆しましたが、
この本に託した内容は、地域で中小企業支援に取り組んでいる商工団体の
指導員や都道府県等中小企業支援センターの職員の方々等にとっても日々
の活動において活用していただけると考えています。地域における地域金
融機関とこれらの支援機関との連携において、中小企業の未来を作る取組



みとして、経営者との様々な対話が行われることを願うものです。

本書が、地域金融機関の行職員の方々にとって、取引先事業についての
興味や好奇心を高め、日々の訪問活動における取引先との対話の視点──
みる姿勢・聞く姿勢・感じる姿勢──を身につけるものとしてお役に立て
ば幸いです。

2017年３月
� 大山　雅己　
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0 1 事業性評価の考え方が生まれた背景

昨今、地方経済の活性化に向けた取組みが推進されるなかで、金融機関
の地域への貢献のあり方が重要な課題となっています。地方経済が厳しさ
を増す現状を受けて、行政だけではなく、地域において重要な役割を果た
している地域金融機関の機能発揮に一層の期待が寄せられているもので
す。地方創生の流れもあいまって、地域金融機関としてどのように地域と
向き合うのかについて問われるようになってきています。
地域金融機関は、地域の産業間のつながり、事業者間の取引のつながり
など、取引金融機関として取引先の事業環境に幅広く目を配りながら、取
引先の事業と向かい合い、取引先と共に共通価値を創り出す取組みを行
い、地方経済の活性化・持続的成長につなげていくことが強く求められて
いるのです。
このような背景から、「事業性評価」という言葉が、金融庁の平成26事

従来、金融機関が主に行ってきた企業分析では、「財務面」を中
心とし、財務諸表という事業の「結果」に基づく分析に重きを置
き、その原因である「事業」について踏み込んだ確認等が行われて
きませんでした。今求められているのは、対話を通じた事業性理解
を本質とする「事業性評価」です。

第１節

事業性評価とは
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第１節　事業性評価とは

務年度の金融モニタリング基本方針のなかで以下のように示されました。

金融機関は、財務データや担保・保証に必要以上に依存することなく、借り手
企業の事業の内容や成長可能性などを適切に評価し（「事業性評価」）、融資や助言
を行い、企業や産業の成長を支援していくことが求められる。

事業性評価は、「日本再興戦略」改訂2014や、その後の金融行政方針に
おいて重視される考え方のベースになっています。
これまでの金融行政においては、金融円滑化法（中小企業者等に対する
金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律）の制定にかかる議論等
を通じて、企業の内実をよくみよう、企業を育てよう、企業の経営改善や
再生は早めに行おう、といった様々なフレーズにより、金融機関の取引先
との関わりにおいて求められる姿勢を示してきました（図表1-1）。また、
それ以前からも、リレーションシップ・バンキングや地域密着型金融とい
う形で、取引先と向き合い、寄り添う取組みが地域金融機関にとっての重
要な機能であるとして、繰り返し推進を求めてきました。
事業性評価は、こうしたこれまでの考え方や取組み──リレーション
シップ・バンキング、地域密着型金融、金融円滑化、コンサルティング機
能の発揮、地方創生など──の延長線上に位置するものです。

0 2 事業性評価の本質

事業性評価の本質は何なのでしょうか。「評価」という言葉を受けて、
どのように取引先の事業を評価したらよいのだろうか、様々な業種につい
ての業界専門知識をもつ目利きはいない、といった声が多くの金融機関か
ら聞かれます。
こうした声は、事業性評価を「金融機関が取引先の事業を評価する」と
いう視点で捉えていることからくるものでしょう。
しかし、事業性評価の本質は、金融機関が取引先の事業を評価すること
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● 図表1-1　地域金融機関向けの金融行政等の変遷 ●

2002年10月 ：金融再生プログラム

リレーションシップ・バ
ンキングの取組み

2003年３月 ：リレーションシップバンキング
の機能強化に向けて

2003年～2004年 ：リレーションシップバンキング
の機能強化に関するアクション
プログラム

2005年～2006年 ：地域密着型金融の機能強化に関
するアクションプログラム

2007年８月 ：監督指針の改正（時限プログラ
ムから恒久的な枠組みへ転換）

2009年12月 ：金融円滑化法施行（～2013年03月）―この取組み検討にお
いて、格付等スコアリングシステムの活用と合わせて、事業性
評価の原点にあたる財務諸表に表れにくい知的資産の重要性、
その活用の必要性が議論された

2013年９月 ：金融モニタリング基本方針（事業性評価にかかるモニタリング
開始）

2014年２月 ：「我が国金融機関による中小企業のトップライン支援等に関す
る調査報告」

2014年６月 ：日本再興戦略　改訂2014

2014年７月 ：金融モニタリングレポート

2014年９月 ：金融モニタリング基本方針

2015年９月 ：金融行政方針

2016年９月 ：金融仲介機能のベンチマーク

ではありません。「『取引先の製品・商品・サービスがなぜ市場や顧客に選
ばれているのか』ということについて理解する」ことです。つまり、事業
性評価の本質は「事業性理解」なのです（図表1-2）。
事業性理解のための鍵となるのが「対話」です。取引先と向かい合い、
取引先と事業についての対話を行うことで、取引先が市場や顧客に選ばれ
ている理由、製品・商品・サービスを提供するうえでの理念や思い、製
品・商品・サービスを生み出す仕組み、「取引先らしさ」を生み出す背景
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第１節　事業性評価とは

となる事業の歩みなどを積極的に理解することができます。
そして事業性理解を通じてみえてくる、取引先のさらなる成長や改善の
ための課題、事業の継続や事業の承継等を図るうえでの課題について、取
引先と認識を共有しながら、課題解決に向けた取組みを進めること、これ
が事業性評価の取組みなのです。

● 図表1-2　事業性評価と事業性理解 ●

双方向

対話

理
解

課
題
の
認
識

課
題
に
取
り
組
む

金融機関

金融機関
経営者

未来

会社

評価

一方的

〈一般的にイメージされる事業性評価〉

〈事業性理解を本質とする事業性評価〉

「なぜ市場や顧客に選ばれて
いるのか」を中心に理解する
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0 1 事業性評価における対話とは

リレーションシップ・バンキングの取組みや地域密着型金融の延長線上
にあるともいえる事業性評価（取引先事業の理解）には、取引先との密な
コミュニケーションが不可欠です。
ここでいう密なコミュニケーションとは、渉外担当者と取引先との間で
会話が円滑であるということではありません。取引先の事業についての双
方向の対話があるか否かがポイントになります。

0 2 地域金融機関に求められる事業への関わり

対話は、取引先である中小企業の側からも求められています。
「我が国金融機関による、中小企業の経営改善支援・事業再生支援等に
関する調査報告」（金融庁委託調査、株式会社NTTデータ経営研究所、

事業性評価の取組みは、取引先との「対話」によりすすめること
が基本です。取引先との対話を伴わない事業性評価の取組みは、取
引先の実態をみない金融機関本位の取組みにとどまります。取引先
と金融機関で認識を共有し、持続的成長や事業継続につなげていく
ことが大切です。

第２節

「対話」の必要性
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