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要 旨

新型コロナウイルスにより、大きな影響を受けている企業が多数存在する。また、

近年、我が国において大きな問題とされている事業承継問題に関しても、業績不振

企業は、再生しないと承継以前に破綻してしまう。したがって、我が国において企

業再生は喫緊の課題であるといえる。企業再生の手法は6つに大別できるが、ど

ういった種類の企業には、どの手法が相応しいかが、実証研究により明らかになれ

ば今後、効率的に企業再生を進めることが可能となる。本稿では、その前段階とし

て企業再生の意義と概要、ならびに6つの手法を明らかにする。

Ⅰ はじめに

コロナ禍による売上高の減少で、我が国においても、宿泊業・飲食業などのサービス業

を始め、多数の企業が営業の継続に困難をきたしている。しかも、景気の悪化は日本だけ

ではなく、世界規模の問題となっている。今後、新型コロナウイルスへの感染が収束すれ

ば、やがて企業業績も回復するものと期待はできるものの、自力回復が困難で、スポンサー

や金融機関の支援が必要な企業が多数存在すると予測できる。一般的に、企業支援には資

金負担が必要とされるので、投資損失の発生を防ぐためには、まず、再生可能な企業を選

別するための基準が必要になる。また、そのための費用や時間が必要となる以上、当該企

業の再生可能性を少しでも高めることが必要となる。

企業を再生させるための手法 1は数種類に分けられる。対象となる企業は、業種・規模

（総資産・売上高）・銀行借入総額・取引銀行の規模・経営者の年齢など、条件はさまざま

であるが、対象企業にどのような手法がふさわしいかを知るためには、手法・枠組みのそ
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1 枠組みあるいはスキームとも呼ばれる。



れぞれについて内容を理解し、その選択にあたって合理的な判断が下せるようにしておく

必要がある。このような企業再生の理論的整理ができれば、実務への応用が可能である。

本稿は、企業再生に関する一連の研究の一環として、企業再生の意義と概要、また、そ

の手法を明らかにすることを目的としている。具体的には企業再生の概念を定義するとと

もに、手法を整理する。

Ⅱ 企業再生の歴史的考察

１ 企業再生の意義

我が国において、個人事業主を含む中小企業は、企業数で全体の99.7％、従業員数で

68.8％を占める2。そのため、中小企業の経営状況の悪化は日本経済の景気悪化に直結す

る。コロナ禍が広がる中、国の政策による各種補助金・助成金あるいは緊急融資により、

資金繰りに窮する企業は未だ増加はしていないが、今後数か月のうちには、資金繰りに詰

まり、破綻に及ぶ企業が増加するものと予想される。そこで、企業再生を推進することが、

我が国の喫緊の課題であるといえる。

また、近時、高齢化が進む我が国にとって大きなテーマとなっている中小企業の事業承

継問題も、企業再生と密接なつながりがある。なぜなら、優良企業であれば、親族あるい

は社内の従業員が後継者に名乗りを挙げたり、スポンサー企業が現れたりする可能性があ

るが、事業の継続も危うい企業に事業承継を望むことは困難だからである。

２ 第二次大戦後の企業再生の歴史

戦後、我が国では「企業再建」という言葉が一般的であった。代表的な企業再建事案は、

会社更生法を申立てた企業を、弁護士が管財人として事業スポンサーとともに再生させる

ケースであり、「株式会社吉野家」や「株式会社大沢商会」の事例が知られている。その

対象は、あくまで法的整理を申立てた企業であって、私的に債務を整理して抜本的な企業

再建を図るということはなかった。

ここで、法的整理と私的整理の違いを説明する。「整理」の対象は、「債務」である。裁

判所へ申請して、その関与のもと債務を整理することが法的整理で、裁判所の関与を求め
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調査である。



ず、債権者同士で調整を図ることで企業の再生を図るのが私的整理である。前者は、すべ

ての債権者に平等な負担を強いるが、後者では、通常、金融債権者だけに負担が及び、商

取引上の債権者（仕入先や、取引業者等）は負担を求められない。したがって、法的整理

の場合、信用が毀損し、商品仕入もできなくなるリスクがある。一方、私的整理では、金

融機関が回収極大化の努力をしていないと金融当局の指導を受けないか、あるいは株主か

ら代表訴訟を起こされないか、さらには税務当局に否認されないか、などのリスクが存在

する。従前はこれらのリスクを排除する手立てがなかったため、私的整理が行われなかっ

たが、法的整理の仕組みだけでは、企業の破綻が増加するばかりで我が国経済への影響が

大きいととらえ、国は私的整理の制度・仕組みを整備し、金融機関に対し積極的な利用を

勧めるようになった。

この動きのきっかけは、バブル崩壊による地価下落で金融機関の不良債権が増加したこ

とである。1996年の第136回国会（通称、住専国会）で、バブル崩壊後初めて金融機関

の不良債権問題がクローズアップされた3が、アメリカでは、すでに1980年代後半、貯

蓄貸付組合の危機により不良債権問題が発生し、私的整理に関する多くのノウハウが蓄積

されていた。以後、アメリカでは、法的整理申請を待たずして早期着手に取り掛かること

が、結局は回収の極大化につながると考えられるようになった。

ところで、我が国で「企業再生」という言葉が使われるようになったのは、2002年に

「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（以下、金融再生法と略す）」が制定され、

政府系不良債権回収機関である株式会社整理回収機構（TheResolutionandCollection

Corporation以下、RCCと略す）に、不良債権回収の手段として、再生機能を持たせる

ようになってからである。それまでのRCCの回収相手は、ノンバンクである旧住宅金融

専門会社の債務者であり、不動産業者が中心で、資産隠し等で強制執行等を逃れる悪質債

務者も多く、担保処分を中心とした強硬な回収一辺倒で良かった。一方、2000年前後は

市中金融機関が破綻し、中小企業の債務者に対する債権がRCCへ譲渡されるようになっ

たので、政府が債務者企業の大量倒産を避けるため、再生によるソフトランディングを図っ

た。ただし、法律の名称「金融再生法」でわかるように、政府がいう「再生」の直接の

対象は、中小企業ではなく、あくまで金融機関であった。政府が金融機関を再生させるた

めの方策として、金融機関による取引先企業の再生を推進するという構図である。こう
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3 日本経済はこの後、名目 GDP（国内総生産）や消費者物価指数がほとんど変化しない「失われた20

年」と呼ばれる時期に入る。（佐竹 2017,312頁）



いった政府の「再生」に対する基本姿勢は、2013年の「金融円滑化法 4」の制定まで続

いた。

３ 企業再生の定義

一般的に使われる「企業再生」という概念は、業績不振に陥り事業の継続に困難をきた

す企業や、法的整理を申立てた企業、あるいは手形・小切手の不渡りで銀行取引の停止を

受けた企業を、正常な経済活動に従事できる状態にまで回復させることを意味する。先述

のように、戦後しばらくは「企業再生（あるいは再建）」とは、倒産または破綻してしまっ

た企業を立て直すことを意味していた5。ところが最近は、金融庁が、金融機関に対し、

取引先中小企業の破綻を待たずに、早期に経営改善に着手するよう指導している。そこで、

企業再生とは、法的申立の有無にかかわらず、「信用経済という経済活動の中で、企業信

用が破壊もしくは極度に低下した」状態から、「企業間信用が復活し資本主義経済の中で

活動を再開できる状態に復活できた状態」（許斐 2005,1頁）になることといえる。「企

業信用が破壊もしくは極度に低下」した状態とは、具体的には「収益の観点から定義する

と、数年間にわたって低収益が続き、最終的には赤字に転落し、キャッシュが回らなくなっ

ている状況を指す」（SlatterandLovett1999,p.1）。

しかし、法的整理をした企業は外形的に判断できるが、私的整理の場合には、上記の定

義では数値基準がないため抽象的であり、客観的に判断することができない。そこで、本

稿では、不良債権とされる企業は必ず金融機関に信用状況を判断されていることを根拠に、

金融機関の観点から企業再生を定義する。これについては次節で説明する。

なお「企業再生」と同様の意味で「事業再生」という語も使われている。両者の違いに

ついて、許斐は「企業再生」の3つの着眼点である財務、組織、事業のうち、事業のリ

ストラクチャリングを「事業再生」だと述べている6。言い換えると、「事業再生」は損益

計算書（あるいはその一部分）の改善であり、「企業再生」ではさらに貸借対照表の改善

をも含む。つまり、企業再生の前提として事業の再生があり、逆に事業を再生せず、債務

を免除するなどして貸借対照表だけを改善しても、企業は存続できない。企業再生には収
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機関は、既往債務の返済猶予等の条件変更について、迅速かつ柔軟に対応することとされた。時限立法

で2013年3月に終了した。

5 高木 2006,5頁。

6 許斐 2012,6頁。



支の改善と財務内容の改善の両方が必要である。

４ 金融機関の観点による企業再生

企業を再生させる主体として最初に挙げられるのは企業自身であるが、利害関係者のう

ち、債権者も企業を再生させる主体となりうる。債権者は、取引業者と金融機関に大別さ

れるが、このうち取引業者は当該企業の財務内容を把握することが困難であることから、

親会社を除けば、企業再生の主体となることは極めて稀である。その点、金融機関は当該

企業の財務内容を把握しており、力関係でも企業に対し優位に立つことが多く、企業再生

の主体となりうる。では、金融機関にとっての企業再生とは、具体的にどのようなことを

示すのか、以下で考察する。

銀行は、銀行法および金融再生法に基づき、一定の基準に則って各取引先（貸出先）を

格付けし、その格付にしたがって債務者を各区分に分けている（図表1参照）。さらに、

各取引先に対する債権を、回収の危険度合または価値の毀損の危険度合に応じてⅠ～Ⅳの

区分に分類し、適正な償却・引当を行う。この一連の債権分類作業を自己査定という。こ

れにより、適切な引当金が計上されるほか、図表1の「要管理先」以下の企業への貸出

債権は「リスク管理債権」として公表される。したがって、「要管理先」以下の債権が、

銀行の不良債権である。他行に比較し「リスク管理債権」が多いと、預金者の信用を失い、

最悪の場合、預金が流出し破綻してしまう。そこで、各金融機関とも、「要管理先」以下
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7 「金融検査マニュアル」は2019年12月に廃止されたが、これ以前の実務を否定するものではない、

とされている。

出所「金融検査マニュアル」7を基に筆者作成

表１ 債務者区分



への貸出債権の削減に努めており、該当する企業は、金融機関の「回収」あるいは「企業

再生」の対象先となる。したがって、金融機関にとっての「企業再生」とは、「要管理先」

以下に査定されている企業を格上げする作業だということができる。

そこで、本稿でも、「企業再生」とは「困窮状態にあり金融庁の定義における『要管理

先』以下と区分された企業を、『正常先』あるいは『その他要注意先』と判定される状態

になるまで格上げする作業のことである」と定義する。

Ⅲ 企業再生の手順

１ 企業再生の対象企業

企業再生の対象となるには、当面の資金繰りが確保できていることが必要である。また、

法人全体の営業利益が赤字でも構わないが、たとえ一部の事業だけでも良いから、少なく

ともキャッシュ・フロー（以下、CFと略す）がプラスか、マイナスであっても一時的な

ものでなければならない。また、不振の原因が明確であることも重要となる。当該企業は

どうしてダメなのか、そしてその解決策はあるのかがわからなければ、企業の立て直しは

不可能だからである。

一般的に、不動産賃貸業の再生は企業再生の対象外とされることが多く、公的機関の場

合には、関与できないものとされている。なぜなら、企業価値の源泉が不動産であれば、

債権者は企業を支援する以前に、対象不動産を競売するだけで容易に換価することができ

るからである。また、風俗営業法に関わる娯楽業者も、国の方針で、公的支援機関では対

象とならない。

２ 企業再生の手順

企業再生の対象となる可能性があると判断されれば、次は具体的に手続きを進めること

になる。以下に、その手順を説明する。

（1）経営者面談

経営責任・保証責任について問われるので、再生対象会社の経営者には事前に覚悟をし

てもらう必要がある。金融機関に返済を猶予してもらう程度であれば問題にならないが、

さらに踏み込んだ支援（たとえば債務免除）を得たいのであれば、企業側も相応の負担を

強いられる。経営者として許容できる範囲はどこまでか、条件を詰め、理解しておく必要
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がある。たとえば、「自分はどうなっても良いから企業を存続させたい」、「従業員の雇用

を守りたい」、「自分の地位や名誉を守りたい」、「企業も名誉もいらないから、個人財産

（自宅など）だけは残したい」など、経営者にとって譲れない一線は、さまざまであるが、

何も譲れないということになると、利害関係者の理解が得られず、再生の可能性が低くな

る。

（2）当面の資金繰りの確認

次に、数か月先までの資金繰りを確認する。銀行の了解なしに返済を止めると、預金を

相殺される可能性がある。また、手形割引や輸入に関するL/C（＝信用状）が今まで通

り利用できなくなると、営業の継続が不可能となる。取引銀行の反発に合えば、日常の資

金繰りに支障をきたす。

（3）金融機関の意向聴取

「たとえ当行の債権を全額放棄しても、メイン行として企業の存続に協力したい」とい

う銀行もあれば、「破綻の引き金を弾くつもりはないが、積極的に支援するつもりもない」

という銀行もある。銀行との関係は日常の取引の積み重ねなので、当該企業に対する銀行

方針を、急に変えさせることは困難である。

なかにはメインバンクが不在というケースもある。特に大都市圏では取引銀行の数が多

く、残高で突出した銀行がないというケースも多い。メインバンクかどうかは、必ずしも

残高だけで判断されるものではなく、過去の取引経緯で決まる。例えば残高は政府系金融

機関が多いものの、日常の資金繰りは地元金融機関で調達しているといった場合には、責

任の所在が不明確となることが多い。

また、公的機関に関与を依頼するかどうかであるが、これは、メインバンクの意向によ

る。依頼する理由は「他行が協力的でないので、公的機関に調整して欲しい」、「踏み込ん

だ支援も行う以上、計画が妥当か否か、公的機関に検証して欲しい」など、銀行間の調整

機能と他の取引先との公平性の担保である。中小企業を対象にする主な公的機関としては、

地域経済活性化支援機構（以下、支援機構と略す）と各都道府県に設置されている中小企

業再生支援協議会（以下、支援協議会と略す）がある。支援機構は官民ファンドであり、

再生の手法は債権の買取が主である。また、もともと中堅企業を対象としているので、財

務調査などの諸費用が高額であり、さらには大阪以外の地方拠点もない。これに対し、支

援協議会は、全国各地の都道府県庁所在地に設置されていることや、再生の手法も各種用

意されており、企業規模では売上高が1億円程度の企業でも取り扱ってくれる。以上よ
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り、後者の利用が圧倒的に多い。ただし、学校法人や医療法人は制度上あるいは慣例的に

支援協議会に取り扱ってもらえないので、支援機構が取り扱う。公的機関が実施する調整

手続きには、他にも事業再生ADR（裁判外紛争解決手続き）と裁判所における特定調停

があるが、取扱件数は少ない。

（4）事業調査・財務調査

次の段階は、事業調査と財務調査である。これらの目的は、事業価値の把握である。必

要とされる能力は事業の目利きで、具体的には当該事業固有の専門知識である。窮境原因

があるから苦境に陥ったのであるから、事業実態を調べ、ここで膿を出し切る必要がある。

事業調査の実施により、将来CFの予測が可能となる。

「当社の実態は債務超過だ」と企業側から進んで示す必要はないので、企業が依頼主の

場合には、財務調査は通常省略するが、逆に公的機関や銀行から依頼される場合にはこれ

らの調査は必須である。粉飾の有無を確認し、在庫や売掛金の実態調査により評価替えを

実施することにより、実態バランスシートを作成して、債務超過の実額を算出する。

（5）基本方針の決定

債務超過企業は、原則として破綻懸念先に該当する。また、債務の完済までに数十年か

かるようであれば、過剰債務の状態にあると判断される。そこで、将来CFを算出するこ

とで、今後何年で債務超過が解消され、何年で（正常運転資金を控除した）債務を返済で

きるかがわかる。債務超過の解消や、銀行債務の完済までの年数が数十年にも及ぶようで

あれば、後述する6つの手法を使って、その期間を短縮するなどの工夫を図る。

（6）計画策定

企業が事業計画を一から策定することは困難であるため、専門家と協働して策定する。

「破綻懸念先」あるいは「要管理先」といった「不良債権」でも、策定した計画が債務超

過解消年数、借入金償還年数等で、金融庁の定めた基準に達していれば、ランクアップが

認められている。中小・零細企業の場合、具体的には10年以内に債務超過が解消できる

ような計画が作れれば、ランクアップとなり新たな融資を受けられる可能性が高まる。し

かも、中小企業の場合には、これらの計画は、貸出条件の変更時より最長 1年以内に策

定すれば良いとされている。

なお、黒字になるまでの年数、債務超過解消年数、返済年数等は、金融検査マニュアル

他に事細かに規定されているが、絶対的な基準ではなく、金融機関ごとの判断が認められ

ている。さらに、金融検査マニュアルには、元々財務基盤の弱い中小企業について本来の
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基準を緩和するとした「中小企業特性」という規定もある8。

（7）金融機関調整

たとえば後述する金融機関が債権を放棄するケースでは、金融機関の負担が大きいので、

メイン行と非メイン行の立場の違い、融資残高の多寡や金融機関の体力の問題で意見が分

かれることが多い。

また、返済が継続している場合でも、当初の約定通り返済できなくなると、本来の契約

に関わらず、借入残高に応じて、企業が支払う返済額を案分する。こうした残高案分の返

済方法をプロラタ方式 9と呼ぶ。これに対し、不動産担保等でカバーされる金額を控除し

た残りの額、すなわち信用貸金の残高案分による「信用プロラタ」方式を主張する金融機

関もある。金融機関が常に同じ立場を主張する訳ではなく、案件ごとに、少しでも自行に

有利になるような返済方法を主張しがちである。

なお、これまでは、債務者企業が破綻すれば、同時に保証人も個人破産をすることで債

務を整理していたが、金融庁と中小企業庁の指導により「経営者保証に関するガイドライ

ン」が制定され、2014年から運用されており、個人破産を求められずに済むようになっ

た。

Ⅳ 企業再生の6つの手法

１ ６つの手法の位置づけ

金融機関が、取引先企業の再生を図る際、まず、検討するのは借入期間の延長である。

契約の変更だけで済めば、債権放棄や引当金といった銀行の負担は生じない。検討の結果、

正常化に至る期間が金融庁に定められた基準を満たさない場合には、後述するDES・DDS

が検討される。これらは銀行の債権放棄を伴わない手法である。さらに、それでも基準を

満たさなければ債権放棄も検討されるが、債務者が債務の免除を受けると債務免除益が発

生し、それに見合う損失がなければ課税されてしまう。そこで、銀行が直接債権を放棄せ

ずに事実上の債務免除となる債権売却や、第二会社方式などの抜本的な企業再生につなが
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8 中小企業は、法人と個人の資産が、事実上一体管理されているという前提で、たとえば企業に経営者

からの借入金がある場合、これを当該企業の自己資本相当額に加味したり、また、経営者個人の預金や

有価証券等の流動資産及び不動産（処分可能見込額）等の固定資産を、企業の返済能力に加味したりす

ることを許容する規定である。

9 比例配分できるという意味の「Proratable」の略称である。



る手法が検討される。また、債権放棄を伴ったM&Aによるスポンサーへの売却も選択肢

となる。

２ 各手法の内容

（1）長期分割弁済

長期分割弁済は、債務の削減を実施せず返済額を軽減するだけの方法であるから、債務

超過の解消や、銀行債務の完済までの年数が短縮される訳ではない。しかし、弁済期間を

延長して返済負担が減少すれば、完済の確実性が高まり、経営の安定度が増して企業の再

生が図れる。単に返済負担を軽減するだけであれば、とりあえず返済を止めるという方法

もあり、政府の方針もあって返済猶予（リスケジュール。以下、リスケと略す）のハード

ルは低い。ただ、リスケは、半年や1年と期日を区切った一時的な猶予にすぎず、期日

ごとに業績に応じて返済額を見直す。これに対してここに挙げる「長期分割弁済」は返済

契約のまき直しであり、期限の利益を完済まで与えられるので、ランクアップとなる。

（2）DES・DDS

DebtEquitySwap（以下、DESと略す）は、借入を株式に変換し、債務を圧縮するこ

とである。DebtDebtSwap（以下、DDSと略す）は、資本性劣後ローン（支援協議会

においては資本的劣後ローン。以下、劣後ローンと略す）と称される手法で、債務の一部

を、通常の借入から超長期の借入である劣後ローンに振り替えることである。したがって、

DESは債務が免除されるが、DDSでは債務自体は残る。ただし、金融庁の基準を満たせ

ば、金融機関は劣後ローンを資本と看做して構わないとされているので、見かけ上の自己

資本が増えてランクアップとなる。劣後ローンに変換した部分の返済は、長期間（たとえ

ば15年）据え置かれ、その間は十分に低い金利（たとえば0.4％）が適用される。一般

的には、金利は企業の業績が上がれば下がり、業績が悪化すると信用不安により、高くな

る。ところがDDSでは、金利を配当と同じように看做すので、業績不振の間は金利が低

いままだが、業績が回復すれば金利も上がる。

DESは、銀行にとって債権放棄と同等の負担があること、また、銀行が取引先の未上

場の株式を所有しても、換価が困難であるため、中小企業では、ほんの数例しか事例がな

い。DDSも、債務者にとり、真の債務削減にはつながらず、また、銀行にとっても劣後

ローン相当分の引当金を積まねばならないので、双方にとって大きなメリットはない。た

だ、銀行にとっては、債権を放棄する訳ではないのでハードルが低く、取組事例は多い。

経営戦略研究 Vol.1598



（3）M&A（スポンサー方式）

事業の再構築にあたり、同業や取引先（仕入先、販売先）にスポンサーとなってもらう

ケースである。特に法的整理（民事再生法）を申し立てた場合や、第二会社方式で事業を

切り出した場合には、スポンサー企業の資金力・信用力で事業の継続を図ることが多い。

一部門だけでも存続できれば従業員の雇用継続の可能性も高まり、地域への影響も最小限

に抑えられる。ただし、債権額以上の価額で売却できれば銀行は全額回収できるが、売却

価額が債権額に満たない場合、残余について、実質的な債権放棄（企業にとっては債務免

除）となる10。

（4）第二会社方式

資産を事業譲渡や会社分割の方法で切り離し、新会社で事業を継続するという方法で

ある。金融機関の了解を得て、新会社は適正な債務だけを引き継ぎ、過剰な債務は旧会

社に残す。そして旧会社は法的整理を実施して清算する。こうした方法で、実質的に債務

を削減し、債務免除と同等の効果が得られる。「中小企業承継事業再生計画」11という制

度があり、この認定を受けると、営業上必要な許認可（旅館営業の許可や一般建設業の許

可など）をそのまま新会社が引き継ぐことができる。また、条件に合えば、税負担の軽減

措置や金融支援も受けられる。かつて、借金逃れを目的に、銀行の承諾を得ないままでの

会社分割が多数実行された。裁判で争われたケースも多く、「新たに設立する株式会社に

その債権に係る債務が承継されず，新設分割について異議を述べることもできない（略）

債権者は，詐害行為取消権を行使して新設分割を取り消すことができる。」との判決が出

た12。

（5）債権売却

債権売却とは、企業再生を主業務とするファンド（支援機構や中小企業基盤整備機構が

出資した公的ファンドや、民間資本の投資ファンド）あるいは、債権回収会社（サービサー

と称される）に銀行から債権を売却してもらう方法である。企業は、事業の立て直しが終

われば、銀行から新たに借り入れをして、ファンドやサービサーに返済する。たとえば、

金融機関が持つ10億円の不良債権をファンドが3億円で取得し、数年後に企業が4億円
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10 この場合、売却価格の妥当性が問題となるが、スポンサー候補が複数あれば、一番高額な金額を提示

するスポンサーを選べば金額の妥当性に対するリスクは解消される。ただ、M&Aのスポンサーを金額

だけで選定することは難しい。この点については論点も多く、別の機会に論じたい。

11 産業競争力強化法の規定に基づく制度である。

12 詐害行為取消請求事件 最二決平成24年10月12日判時2184号144頁。



を調達して返済し13、残余の6億円の免除を得るという仕組みである。この方式は、銀行

が企業へ直接免除する訳ではないので、債務者側に債務免除益発生の懸念がなく、また、

債務免除よりは意思決定がしやすい。

ただ、債権額を下回る額で売却するので、やはり、債務免除と同様、その額が妥当かど

うかの判断基準が必要となる。実務では、2社以上の見積もりを取得することで、価格の

妥当性が図られていると判断することが多い。

（6）債務免除（あるいは直接免除ともいう）

金融機関が、取引先への債権を、直接放棄する（企業にとっては債務免除を受ける）方

法である。クリアすべき論点が多く、ハードルは高い。Ⅱ.2.で既述したように、金融機

関にとっては主に以下のようなリスクを払拭することが必要となる。

・金融当局の指導を受けないか（＝回収極大化の努力をしたか。合理的な判断か）

・株主代表訴訟の対象にならないか（＝取締役の善管注意義務に違反していないか）

・税務上の問題はないか（＝債権放棄額が過大で損金算入できないと判断されないか）

・取引先からの風評（＝他の債務者から、自分も免除して欲しいと言われないか）

などである。公的な第三者機関のお墨付きがあれば、こうしたリスクを回避しやすいので、

銀行は公的支援機関の関与を望む。しかし、公的支援機関である中小企業再生支援協議会

が発足した当初、案件終了後に、国税当局から免除額の損金算入を否認された事例がある。

それ以来、中小企業再生支援協議会では、銀行が直接、取引先の債務を免除する案件は取

り扱わないことになっている。その代案として活用されているのが、上記（4）第二会社

方式と（5）債権売却である。

なお、金融機関が、自らの損失につながる債権放棄に応じるのは、経済合理性に適う場

合である。具体的には、以下の通りである。

債権カット後の継続価値（＝当該企業が将来にわたって返済できる金額の割引現在価値）

＞清算価値（現時点で破綻した場合の回収額）

例えば、資産を持たずに賃借店舗で営業する飲食店であれば、清算しても配当はほとん

ど期待できないが、事業継続さえすれば、わずかでも、その後の弁済が期待できる。割引
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現在価値を一括で受け取れるのであれば、金融機関にとって破産よりは有利である。

ただし、銀行の判断基準は経済合理性だけではない。当該企業のおかれた状況、地元経

済における影響力も判断に関係する。具体的には、従業員の数や下請けへの影響度である。

従って、当該企業の継続価値＜清算価値であっても、そうした理由で金融機関が債権を放

棄する可能性は十分にある。

もうひとつ留意すべきは、金融機関は引当金を積んだ方が債権をカットしやすいので、

「破綻懸念先」よりも、さらに深刻な「実質破綻先」となった方が、債務免除を得られや

すいことである。「破綻懸念先」であれば20年かけても全額返済せよといわれるのに、

「実質破綻先」であれば債務を免除してもらえるという不公平が起こりうる。

Ⅴ おわりに

本稿では、企業再生の意義と概要ならびに6つの手法について明らかにした。そして、

債務免除が根本的な財務内容の改善につながり、その方法としては、直接債務を免除する

こと以外にも、債権売却や第二会社方式があることを指摘した。しかし、後者の2つの

手法を採用しても、債権放棄に変わりなく、金融機関にとっては負担が重い。そこで、そ

れ以外の方法で企業を再生することが検討されるが、現実には債権放棄以外の方法では企

業再生が困難なケースも多い。

その理由として考えられるのは、業種特性である。たとえば、製造業の企業と、サービ

ス業の企業を再生させるケースを想定する。製造業は固定資産が多く、そのため借入も多

額になりがちである。したがって、過剰債務の原因は過大投資あるいは投資の失敗による

ものではないかと考えられるので、一般的には、製造業を再生させるには債権放棄が必要

ではないかと予想できる。一方、サービス業の場合には固定資産が比較的少ないので、過

剰債務があるとすれば、それは営業赤字を補填するためではないかと推測される14。事業

がそもそも成り立っていないのであれば、財務内容の改善を図る以前に、事業そのものの

再生が必要となる。以上は、あくまで推論であって、実際には専門家の調査で個別企業の

実態が明らかにされ、6つの手法のうち、それぞれに応じた手法が採用される。ただ、企

業再生の手続き終了後5年の企業存続率を、業種別、手法別に検証できれば、業種と手
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14 サービス業は、一般的に現金取引が多く、運転資金が不要であるばかりか、場合によっては現金が先

行する業態もある。したがって、営業利益が赤字でも、営業を継続することが可能なケースがある。



法の適否を判断できる可能性がある。たとえば、「製造業の場合には、債務を免除しなけ

れば、再生に失敗する確率が高い」という仮説が実証できれば、製造業の再生では債務免

除を優先的に検討すれば良い。今後は、公的機関や金融機関にも協力を依頼して過去の事

例を調査し、企業再生における基準を明らかにすることで、中小企業再生の確度が少しで

も高まるような手法を開発したい。
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