
新訂にあたって

2020年から広がった新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界
的流行（パンデミック）により、世界は100年に一度とされる未曾有の
事態に直面することとなりました。かつてない規模の人流抑制を余儀な
くされ、私たちの生活も価値観も大きく変容しました。しかも相次ぐ変
異種の出現により、いまだ終わりの見えない不安感が世間を覆っていま
す。

コロナ禍は経済活動にも深刻な影響を及ぼしており、インバウンド需
要の蒸発に始まり、各国の生産活動停滞による供給不足、身近なところ
では旅行や飲食といった生活を彩るはずのサービスも市場規模が大きく
縮小してしまい、2020年の経済成長率はマイナス4.5%とかつてない落
ち込みを記録し、いまだにコロナ前の水準に戻せていません。

日本では、このような状況に陥る前から「失われた30年」ともいわ
れる超低成長に苦しんでいました。その意味では、アベノミクス以降で
目指してきた「復活」への最後のチャンスも、今回のコロナ禍で失われ
つつあるのかもしれません。

ところが、企業の破たんはむしろ減少しています。東京商工リサーチ
の統計資料によると、史上初の緊急事態宣言の影響が出始めた2020年
5月以降、全国の倒産件数は前年同月比で減少を続けてきました。2022
年に入ってもその傾向は続き、１月の倒産件数も452件と、およそ半世
紀ぶりの低水準で落ち着いています。

一見すると真逆のようにも見えるこの状況は、政府が打ち出した補助
金や協力金等の支援策に加え、無利子・無担保で融資するという「ゼロ
ゼロ融資」等が資金繰りを支えてきたことによるものと思われます。さ
らには、各民間金融機関も取引先企業に対して条件変更やプロパー融資
も含めて積極的にその資金需要に応えてきており、全国の銀行や信用金
庫による融資残高は2021年12月で580兆円と、把握できる中では過去
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最高となっています。このように、金融機関のプレゼンスや役割は飛躍
的に高まったと強く感じています。

ただ、コロナ禍は多くの人々の想定以上に長期化し、経済の回復も遅
れる中で、とりわけ中小企業は疲弊しつつあります。2022年からはゼ
ロゼロ融資の返済もスタートしますが、もともとコロナ融資は緊急避難
的な目的が強く、前向きな資金需要のためではなかったわけですから、
過剰債務で苦しむ中小企業にとってはもちろん、融資を行う金融機関に
とっても、これまで以上に真摯な対応が必要な時期になるものと思われ
ます。つまり、緊急措置を施している間に中小企業の経営状態が着実に
改善しない場合には、貸出金に対する貸倒引当金の増加等を通じて金融
機関の経営を圧迫する懸念が出ているのです。

このような懸念を顕在化させないためには、企業の返済負担が軽減さ
れている間に、自らの経営課題を認識して、経営改善、事業再生等を主
体的に取り組んでいくことが重要です。同時に、金融機関は取引先の返
済負担の軽減に応じるだけでなく、こうした自助努力を、経営再建計画
の策定支援、経営相談、指導等のコンサルティング機能を発揮すること
により最大限支援していくことが求められます。

そのためには、まずは取引先の状況を的確に把握することが必要です
が、そのための基礎となる最も重要な情報は、今も昔も「決算書」です。

そこで本書では、金融機関の行職員として、中小企業を支援するため
にどのようなアプローチをしていけばよいのか、決算書という軸を通し
ながらさまざまな角度から見ていくためのポイントをまとめてみまし
た。

第Ⅰ編では中小企業に対する金融機関の役割を、第Ⅱ編では中小企業
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の経営課題を把握するための留意点を、第Ⅲ編では決算書から経営課題
を把握するための着眼点を、そして第Ⅳ編では取引先を持続可能性の観
点から分けて、それぞれの対応策をなるべく具体的に解説したつもりで
す。

金融機関において渉外や融資業務を通じて取引先の本業支援・伴走支
援にかかわっている皆さんが、本書によって少しでも得るところがある
と感じていただければ、これに過ぎる喜びはありません。

最後になりましたが、本書の企画・編集・校正にご尽力いただくとと
もに小職の遅筆に辛抱強くお付き合いくださった㈱経済法令研究会の榊
原雅文氏、そして本書の校正や手配にご協力いただいた税理士法人中央
総研の伊藤由香さんに心からお礼申し上げます。

令和４年3月 

小島浩司
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はしがき

私どもは、決算書や税務申告書の作成、会計監査、 経営改善計画書の
作成、経営指導等コンサルティング業務を通じて企業の懐具合やその栄
枯盛衰を詳細に知り得る立場にあります。しかも、税理士法人中央総研
グループとして関与させていただいている企業は、ほとんどの業種を網
羅し、その数は約2,000社に及んでいます。

そのため、関与先企業の業績推移を通じて日本経済の動向を肌で感じ
ていますが、2008年９月に発生したリーマン·ショックの後遺症ともい
うべきユーロ圏の債務問題、米国の量的緩和の出口問題、BRICS等の
新興国の減速など輸出依存の日本経済にとって先行きは混沌とした状況
が続いています。

さらに、日本経済に失われた20年をもたらしたデフレによる超低成
長は、法人の75%近くを赤字に転落させている上、中小企業の延命に
手を差し伸べていた中小企業円滑化法も2013年３月未をもって終了す
るなど中小企業にとって厳しい経済環境が続いています。

そのため、金融円滑化法による倒産件数の減少という成果も実態は「破
綻の先送り」という可能性もあり、貸付条件を変更した後において中小
企業の経営状態が着実に改善しない場合は、債務者区分の格下げに伴い
金融機関の経営を圧迫する懸念が出てきました。

しかし、幸いなことに、2012年末に登場した安倍政権が掲げるアベ
ノミクス（金融政策、財政政策、成長戦略）により円安・株高が進行す
るとともに、日銀によるマネタリー・ベースの急拡大という異次元の金
融緩和により脱デフレが期待される明るい経済環境となってきました。

そこで、このような経済環境の好転を追い風として、破綻の先送りと
いう懸念を顕在化させないためには、 貸付条件の変更等を行った取引先
が返済負担が軽減されている間に、自らの経営課題を認識し経営改善・
事業再生等に主体的に取組んでいくことが必要です。同時に、金融機関
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は債務者のこうした自助努力を、経営改善計画の策定支援、経営相談、
指導等のコンサルティング機能を発揮することにより最大限支援してい
くことが求められています。

そのため、金融機関の行職員が、金融円滑化法終了後において中小企
業に対してどのようにコンサルティング機能を発揮したらよいかについ
て、ご好評いただいておりました本書を現在の経済環境に考慮して全面
的に改訂いたしました。

第１編では、中小企業に対する金融機関の役割を、第Ⅱ編では、中小
企業の経営課題を把握するための留意点を、第Ⅲ編では、決算書から経
営課題を把握する手法を、第Ⅳ編では、取引先を持続可能性の観点から
３つに分けて、それぞれのソリューションを具体的にやさしく解説した
つもりです。

したがって、金融機関において渉外や融資業務を通じて取引先の経営
課題の把握と経営助言や経営支援などにかかわっている行職員の方々
が、本書によって何か得るところがあると感じていただければ、これに
過ぎる喜びはありません。

最後になりましたが、本書の前身にあたる 「実態把握&アドバイスに
活かす決算書の見方・読み方」の初版刊行以降、長きにわたり企画·編
集·校正にあたってご尽力をいただきました経済法令研究会制作本部の
皆さん、同社名古屋営業所所長の榊原雅文氏をはじめ、本書の図表の作
成などにご協力をいただいた税理士法人中央総研の横井彩実さんに心か
らお礼申し上げます。

平成25年11月 

小島興一
小島浩司

7



章第 11   新型コロナで押された「リセットボタン」
　　1　プラス成長が一転、マイナス成長へ .....................................................................................14

　　2　コロナ対応で深刻化した日本の財政 .....................................................................................16

章第 22   金融機関の役割、それはコンサルティング機能
　　1　コロナ危機対応で存在感を増した地域金融機関 .....................................................2 1

　　2　企業融資に「マニュアル頼み」は通用しなくなった .......................................24

　　3　新しい時代に向けた取引先支援 .................................................................................................28

章第 11   決算書は大切、されど決算書だけがすべてではない
　　1　債務者区分にあたって最も大切なものは決算書 ....................................................34

　　2　中小企業は経営者一族と一体で判断する .......................................................................38

　　3　中小企業の盛衰は経営者次第 .......................................................................................................44

　　4　技術力、販売力、成長性を見る ..................................................................................................47

章第 22   取引先の経営課題をつかむ基本は、やはり決算書
第1節 創業以来の経営方針の縮図である貸借対照表 ..................................................50

　　１　貸借対照表は経営理念・経営戦略の縮図 .....................................................................50

　　２　資金の調達と運用状況がわかる ...............................................................................................55

　　３　資産価格の下落によって毀損した貸借対照表 ........................................................59

　　４　人口減少・少子高齢化社会では自己資本がポイント .....................................63

　　５　借入金が過重かどうかは返済能力次第 ............................................................................67

第 編Ⅰ 中小企業に対して
金融機関はどのような役割を
担っているのか

第 編Ⅱ 中小企業の経営課題を
把握するために
どのような点に留意すべきか

Contents



第 2節 過去に打った手が花咲く損益計算書 ............................................................................70

　　１　損益計算書は１年間の汗の結晶ではない ......................................................................7 1

　　２　儲けの源泉はアラ利益 .........................................................................................................................73

　　３　営業利益がマイナスなら技術力と販売力に問題がある ................................76

　　４　利益にかかる税金は全部で 6種類 .......................................................................................80

　　５　利益と税金のアンバランスを解決する税効果会計 ...........................................85

　　６　借金の返済原資はキャッシュ・フロー ...........................................................................89

第 3節 純資産の変動内容を表す株主資本等変動計算書 ...........................................92

　　１　P/L と B/S との連結環の役割.....................................................................................................92

　　２　損失には税法上の時効がある .....................................................................................................94

第 4節 企業の会計方針が鮮明となる個別注記表 ...............................................................98

　　１　注記内容が具体的に決められている ..................................................................................98

章第 33   実態がわかるように、決算書を組み替える
第1節 粉飾を修正することが実態把握の前提である ................................................ 101

　　１　資本調達のために行われる粉飾 ............................................................................................. 101

　　２　粉飾の手口は単純なケースが多い ...................................................................................... 105

　　３　粉飾決算をどのように見破るのか ...................................................................................... 108

第 2節 経営課題がわかるように実態決算書に組み替える ................................... 114

　　１　実態貸借対照表を作成する ......................................................................................................... 114

　　２　実態損益計算書を作成する ..........................................................................................................117

章第 11   比較するものがあれば、経営課題を把握しやすい
　　１　同業他社と比較すると強み・弱みがよくわかる ................................................ 124

　　２　創業まもない企業は事業計画と比較する ................................................................... 128

章第 22   実態決算書から収益構造の課題を把握する
　　１　投下資本に対する利益が収益力の指標 ......................................................................... 130

　　２　売上高経常利益率が低い原因を同業他社比較で把握する ...................... 134

第 編Ⅲ 実態ベースの決算書から
経営課題をどのようにつかむのか



　　３　赤字の原因は商品の寿命ではないかを検討する .................................................137

　　４　限界利益率の低い原因を商品・販路構成で把握する ....................................141

　　５　売上高固定費比率が高い原因を把握する ...................................................................145

　　６　不採算部門や不採算事業等を把握する ......................................................................... 149

　　７　損益分岐点と経営安全率で課題を検討する ............................................................. 152

章第 33   実態決算書から資金構造の課題を把握する
　　１　総資本回転率が低い原因を検討する ................................................................................ 156

　　２　キャッシュ・フローで資金構造の課題をチェックする ............................. 160

　　３　資金繰り表で経営課題を検討する ...................................................................................... 166

章第 44   実態決算書から財務構造の課題を把握する
　　１　資金バランスの課題を把握する ..............................................................................................171

　　２　借入金が過大でないかを検討する .......................................................................................175

　　３　自己資本比率から課題を把握する .......................................................................................179

章第 11   経営課題から取引先の持続可能性（サステナビリティ）を見極める
　　１　取引先企業の存在価値と強みを考慮する ................................................................... 186

　　２　経営改善には、「資源」の存在が大前提 ...................................................................... 190

　　３　事業の持続可能性に応じてシミュレーションをする ................................... 193

章第 22   自助努力により経営改善が見込まれる取引先への対応策
第1節 収益構造の課題への対応策 ................................................................................................... 196

　　１　勝ち組企業では当たり前の収益構造の改善策 ...................................................... 196

　　２　まず、不採算部門・不採算事業から撤退する ...................................................... 199

　　３　固定費の削減（その１）削減の中心は人件費である .......................................202

　　４　固定費の削減（その２）固定費を変動費化する .....................................................207

　　５　固定費の削減（その３）社員のヤル気を引き出す .............................................209

　　６　売上高対策（その１） 既存の商品・サービスを見直し、
　　　　　　　　　　　　　 商品開発をする ..............................................................................212

第 編Ⅳ 金融機関は経営課題に対して
どのようにコンサルティング機能を
発揮したらよいのか



　　７　売上高対策（その２）選択と集中により新販路を開拓する ....................219

　　８　売上高対策（その３）状況に応じた的確な戦略を立てる ..........................223

　　９　限界利益率対策（その１）商品の価格は顧客が決める .................................226

　　10　限界利益率対策（その２）仕入価格・外注費等を引下げる ....................230

　　11　限界利益率対策（その３）不良率を改善し、物流費を引下げる .......235

　　12　限界利益率対策（その４）儲かる商品構成・取引先構成にする .......239

第 2節 資金構造の課題への対応策 ..................................................................................................242

　　１　資金繰り表の精度を高める仕組みをつくる ............................................................242

　　２　売上債権の回転期間を短くする ............................................................................................245

　　３　棚卸資産の回転期間を短くする ............................................................................................248

　　４　固定資産を見直し、資金効率を高める ........................................................................255

第 3節 財務構造の課題への対応策 ...................................................................................................261

　　１　資金バランスを改善する ................................................................................................................261

　　２　借入金を圧縮する ..................................................................................................................................264

　　３　債務超過額を解消する ......................................................................................................................267

章第 33   抜本的な手法によって経営改善が見込まれる取引先への対応策
　　１　取引先企業の存在価値を考慮して、抜本的手法を提案する ................270

　　２　後継者難は、M&Aで解決する ................................................................................................274

　　３　強みを活かして業種転換する ...................................................................................................278

　　４　返済負担は、債権放棄（債務免除）やDDSで軽減する ................................283

　　５　債務超過は、DESや会社分割で解消する .................................................................286

章第 44   事業の持続可能性が見込まれない取引先への対応策
　　１　まず、私的整理による事業再生を検討する ............................................................290

　　２　法的整理で再建を目指す ...............................................................................................................29 1

　　３　再建を断念し、法的に清算する ............................................................................................296

章第 55   経営改善計画の作成を支援する
　　１　経営ビジョンと計数目標を明確にする ........................................................................298

　　２　経営改善計画は役割分担と進捗管理が大切である ........................................300



新型コロナウイルスの
感染拡大下における金融機関の役割
世界・日本への経済危機はどのようなものか、
そこから生まれた新しい価値観とはどのようなものか
を把握します。

金融機関のコンサルティング機能
金融検査マニュアル廃止、新型コロナ危機の状況下で、
金融機関に求められている中小企業の経済活動を持続させる
ためのコンサルティング機能を理解します。

1第 章

2第 章

第 編Ⅰ
中小企業に対して

金融機関は
どのような役割を
担っているのか

ここでのポイント



新型コロナで押された
「リセットボタン」

出所：IMF「世界経済見通し（WEO)」2021年４月
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IMF（国際通貨基金）が2020年4月に公表した定例の「世界経済見通
し（WEO）」では、冒頭に次のように記されていました。

前回（筆者注：2020年1月20日）の 『世界経済見通し（WEO）改訂見通し』
を発表してからの3か月で、世界は劇的に変わった。

2020年が明けたとき、現在の新型コロナウイルス感染症の世界的な
拡大というシナリオは、誰も予想することはできなかったことでしょう。
前回（2020年１月）出されたIMFによる予測では、その年の世界経済成
長率（世界GDP）は3.3%と予想されていました（図表１–１）。

ところがそのわずか３か月後に公表された上記の資料では、その予想
はマイナス3.0%と大きく下方に修正されることとなりました。まさに、
プラスからマイナスへの逆転です。

同資料ではさらに、「世界経済が今年、10年前の世界金融危機のときを
超える、大恐慌以来最悪の景気後退を経験する可能性はきわめて高い」とも
述べています。

100年に一度といわれた2008年9月のリーマン・ショックに端を発し
た世界金融危機の影響を受けた2009年の世界経済成長率は、マイナス
0.5%でした。今回のインパクトの大きさが桁違いであり、1930年代の
世界大恐慌以来とされていることもわかります。

しかも、リーマン・ショックや世界恐慌は金融市場の急激な悪化が実
体経済に影響したのに対し、新型コロナは感染症拡大による強制的な都
市機能や経済活動の停止が実体経済にショックを与えました。そのため、
先進国のみならず新興国・地域を含めて世界全体でマイナス成長に陥っ
ており、私たちがこれまでに経験したことのない危機に直面することに
なったといえるでしょう。

世界経済が危機に直面している
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新型コロナウイルス感染症のパンデミックを受け、各国の政府は16
兆ドルにのぼる巨額の財政支援を実施しました。当然、これは財政赤字
を伴うものですが、政策当局が行動を起こしていなければ、2020年の
景気後退が３倍深刻なものになった可能性があるという試算も示されて
います（IMF Blog JULY 20、2021）。

ワクチン接種が進み、コロナ禍が少しずつ落ち着きを取り戻す中で、
変異株の登場に悩まされながらも、各国で経済活動が再開して新たな成
長へとシフトしていくことが予想されます。

一方で、2024年の世界GDPはコロナ禍前の予測を約３％下回るとみ
られています。この傷跡は、リーマン・ショックのときとは異なり、先
進国よりも新興・発展途上国で深刻になると予想されています。これ
は、各国の産業や経済構造の違いと財政政策対応の規模からくるもので
すが、国家・地域間の格差拡大は将来の不安定要素となるリスクをはら
んでいます。

日本では2020年４月７日、史上はじめてとなる緊急事態宣言が出さ
れました。対象地域では人びとに外出自粛を、事業者には休業要請が行
われました。人の移動、接触の制限や自粛によって、飲食、小売、旅行・
観光・宿泊、イベント、陸海空運輸業など幅広い業種に深刻な影響が出
て、物流と人流の停滞は製造業等、ほかにも波及することになりました。

経済の収縮に対し、政府も対策を打ち出しています。2020年４月〜
12月までに４度の緊急経済対策を決定し、その予算規模は175兆円で、

コロナ禍で世界のGDPは約３%失われた

コロナ対応で深刻化した日本の財政2
国内の緊急経済対策
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 1第 章  新型コロナで押された「リセットボタン」
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当初予算102兆円の1.7倍という空前の規模となりました。
この中には、企業向け資金繰り支援のための融資制度や持続化給付金、

休業要請に応じた飲食店等への協力金（地方向け臨時交付金）、経済活性
化のためのGoToトラベル事業、雇用維持を目的とした雇用調整助成金
や特別定額給付金も含まれています。

その結果、完全失業率は大きく上昇することはなく雇用不安という状
況には至っていません。また、倒産件数もコロナ禍となる前の１年間と
比較しても約15％の減少にとどまっています（図表１–２）。

このように、あらゆる政策を総動員して、ここまではなんとか経済を
維持しているという状況にあります。

【図表１–２】倒産件数の比較

コロナ禍となる前から、日本は２つの課題を抱えていました。
１つ目は、名目GDPが1990年から2019年までの30年間でわずか

20.6%、つまり１年当たり１％未満しか増加していないという「超低成長」
という課題です。この30年間の低迷は「失われた30年」とよばれてい
ます。

その名目GDPも、コロナ危機が直撃した2020年には１年間で3.9%も
減少しました。2012年末からスタートしたアベノミクス以降、実感に
乏しいながらも緩やかに景気回復を続けていましたが、少しずつ積み上
げてきたその蓄積をあっという間に失ってしまったのです。

政府はこれまで、この超低成長から脱却するため、財政支出、減税、
超低金利という景気刺激策を行ってきました。しかし、景気は期待され
たほどには浮上しないまま巨額の借金だけが残りました。この「財政危
機」が２つ目の課題です。

倒産件数 前年同期比
新型コロナ危機（2020年 3月からの 1年間） 7,200 件 ▲ 15.0%
リーマン・ショック（2008年 9月からの１年間） 16,200 件 ＋ 10.0%

日本が抱える難題
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アベノミクスは大胆な金融政策、機動的な財政支出、投資を喚起する
成長戦略という「３本の矢」から構成されましたが、これらは「経済成
長なくして財政再建なし」というメッセージとともに出されました。経
済成長によって税収が増えることを重視し、増税策を回避したのです。
しかしながら、名目GDPは１割増加したものの、後半にはこれも失速し、
物価は２％という当初の想定ほどには上がらず、また国の借金も減らす
ことはできませんでした。

21世紀に入ってからの20年間で国や地方の借金はほぼ一貫して増え
続けてきましたが、2020年度は新型コロナウイルスへの緊急対応で大
幅に支出を増やし、借金残高はGDPの２倍に当たる1,200兆円に達しま
した（図表１–３）。

【図表１–３】GDPの低成長と債務の膨張

新型コロナウイルス対応で大幅に膨らんだ債務残高
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