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平成２５年１月２５日 

レポート「金融取引の円滑化に向けた財務状態の自己点検」 

（北海道、山形県、大分県の農業法人研修会で提供した内容を編集したもの） 
 

公益社団法人 日本農業法人協会 

専務理事 菊池 潤 

 

Ⅰ 金融庁の金融検査マニュアル  

金融庁は金融機関の業務について検査を行っているが、金融庁の検査官が用いる手引書・

指針として、金融検査マニュアル（以下、金検マニュアルという。）が公表されている。平成

11 年 7 月に策定され、平成 14 年 6 月に中小企業向け別冊が策定され、その後も改正が重ね

られている。 

一方、平成 20 年秋のリーマンショック後の中小企業対策として平成 21 年 12 月に中小企

業金融円滑化法が施行され、金融機関に返済猶予等への努力義務を課してきたため、ここ数

年は金検マニュアルの原則ルールによる対応が表面化せずに金融取引が行われてきた。 

しかし、平成 25 年 3 月で中小企業金融円滑化法の期限が到来するため、今後は金検マニ

ュアルの原則ルールに従った金融取引が徐々に顕在化するとみられる。 

となれば、借り手である企業経営者が金検マニュアルの債務者区分の仕組み（それに応じ

た金融機関の行動）を知っておくことは大変重要であるし、実は、金融庁は前々から企業経

営者に金検マニュアルのルールを理解して欲しいと訴えている。 

企業経営者は自社の財務状況を客観的に分析・把握して、さらに、効果的な経営改善策を

樹立し実行していかなくてはならない。これが実行できていれば、金融取引の本来の姿、す

なわち企業活動の潤滑油としての資金循環が生きてくる。 

 

１ 債務者区分と金融機関の対応 

金検マニュアルの中には金融庁が想定する債務者区分（正常先、要注意先、破綻懸念先、

実質破綻先、破綻先）が示されており、金融機関はその考え方を斟酌して決算対策や融資行

動・回収行動をコントロールしている。 

例えば、金融機関は債務者区分に基づき、将来の貸倒リスクに備えた貸倒引当金の引当を

行う。破綻懸念先以下の顧客への貸付金については、個別に回収不能額を見積もって引当処

理を行い、最悪の場合は貸倒償却に至るので、金融機関の財務を悪化させる要因になる。 

そうなると金融機関は株主の利益を守るために、財務内容に問題のある債務者への新規の

融資を回避したり、融資残高を減少させる行動を選択せざるを得なくなる。 

債務者区分 金融機関の対応（例） 

正常先 積極支援。 

要注意先 経営改善の見通しを確認して融資又は条件緩和を審査。 

破綻懸念先 原則支援困難。事業再生の可能性があれば別途検討。 

実質破綻先 
支援困難。 

破綻先 

金検マニュアルに示されている債務者区分の具体的な考え方は次表のとおりである。ポイ

ントは、金検マニュアルにおいて「形式基準」と「実質基準」を併記している点だ。 

金融円滑化法
によって取扱
いが緩和され
ていた。 
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（金融検査マニュアルで定める債務区分の考え方） 

B/S P/L

実

質
破
綻

先

□深刻な経営難の状態にあり、再建の見

通しがない状態にあるなど実質的に経営破
綻に陥っている債務者

破
綻
先

□法的・形式的な経営破綻（破産、会社

更生、民事再生、手形不渡りなど）の事実
が発生している債務者

決算書 留意事項
【金検マニュアル】

実質基準

正
常
先

破
綻
懸
念
先

□現状、経営破綻の状況にはない

が、経営難の状態にあり、経営改善
計画書等の進捗状況が芳しくなく、今
後、経営破綻に陥る可能性が大きい
と認められる債務者
（事業は継続しているが実質債務超
過に陥っており、返済が延滞状態に
ある。）

債務者区分の基準
【金検マニュアル】

形式基準

損
益
が
赤
字

 ※１要注意先⇒正常先の検討
赤字企業でも次の場合は正常先として差し支え
ない。

①創業赤字で当初の事業計画と大幅な乖離が

ない者

②赤字の原因が一過性で短期間に黒字転換

が確実な者

③中小・零細企業で返済能力に問題がない者

債務者

区分

債
務
超
過
（

自
己
資
本
が
マ
イ
ナ
ス
）

□業況が良好であり、かつ、財務

状況にも特段の問題がない債務者
（延滞や条件緩和（計画達成者は
問題なし）がないこと）

(1)債務者区分は業種等の特性を踏まえ、キャッ

シュフローによる債務償還能力、経営改善計画の妥
当性、金融機関などの支援状況を総合的に勘案し
て判断する。

(2)特に中小・零細企業等ついては、当該企業の

財務状況のみならず、技術力、販売力、成長性、役
員報酬の支払状況、代表者等の収入状況・資産内
容・保証能力、親会社の財務状況等を総合的に勘
案し、当該企業の経営実態を踏まえて判断する。

損
益
が
黒
字

□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
本返済若しくは利息支払いが事実上
延滞しているなど履行状況に問題の
ある債務者（負債整理資金を融資し
計画達成未了の者を含む）

□業況が低調ないしは不安定な債

務者又は財務内容に問題のある債務
者（営業利益や経常利益が赤字、自
己資本が脆弱）など今後の管理に注
意を要する債務者

要
注
意
先

※２破綻懸念先⇒要注意先の検討
金融支援を前提にした経営改善計画が策定さ
れ、次の全てを満たす場合は要注意先として差
し支えない。

①経営改善計画(５～１０年計画)の実現可能性

が高い。

②計画期間終了後の姿が原則として正常先に

該当する。

③全金融機関などが支援に合意済。

　中小・零細企業等は上記(1)に留意し、計画

策定未了の者を直ちに破綻懸念先と判断しては
ならない。

資
産
超
過
（

自
己
資
本
が
プ
ラ
ス
）
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２ 債務者区分の考え方 

良い決算を続けると、損益計算書（Ｐ/Ｌ＝収益力）は黒字になり、貸借対照表（Ｂ/Ｓ＝

財政力）の純資産額（総資産額－負債総額）は増加する。この状態が「正常先」である。 

しかし、損益赤字が続くと、過去の利益の蓄積である純資産額を食いつぶして財政力を低

下させるので「要注意先」にランクダウンする。 

さらに損益赤字が続いて純資産額を完全に食いつぶして債務超過に陥ると、経営存続のリ

スクが高まって「破綻懸念先」までランクダウンしてしまう。 

以上は「形式基準」による決算書の判定結果であり、イメージは次のようなものだ。 

蛇足であるが、利益を出して納税しないと決算書は良くならない。 

【損益計算書Ｐ/Ｌのイメージ】

〔Ａ〕黒字決算 〔Ｂ〕赤字決算

売上 100,000 千円 売上 90,000 千円

経費 90,000 経費 95,000

税引前純利益 10,000 税引前純利益 -5,000

法人税等 6,000 法人税等 0

当期純利益 4,000 当期純利益 -5,000

【貸借対照表Ｂ/Ｓのイメージ】

①資本充実 ②資本一定確保 ③資本脆弱 ④債務超過

固定負債

純資産
純資産

流動負債

固定負債

固定資産 固定負債

流動負債

純資産
(自己資本)

流動負債

▲純資産

流動資産

固定資産

流動資産

固定資産

流動負債

固定負債

流動資産

流動資産

固定資産

黒字を続け

ると自己資
本が蓄積
(納税しないと

良くならない)

赤字を続け

ると自己資
本を消耗

「正常先」のイメージ
⇒Ｐ/Ｌは〔Ａ〕
⇒Ｂ/Ｓは①②又は③

「要注意先」のイメージ
⇒Ｐ/Ｌは〔Ｂ〕
⇒Ｂ/Ｓは③又は④

「破綻懸念先」のイメージ
⇒Ｐ/Ｌは〔Ａ〕〔Ｂ〕
⇒Ｂ/Ｓは④

 

次に「実質基準」による判定が行われる。 

現在又は今後のキャッシュフローによる返済能力、過去の取引状況、今後の経営見通し、

技術レベル、経営者個人の資産状況などによって経営実態が判定される。 

キャッシュフローは簡便的には「当期利益＋減価償却費」とされることもあれば、次のよ

うな方式で詳細に把握されることもある。 

【事業キャッシュフロー】

当期純利益

　＋　減価償却費等（現金支出を伴わない経費）

　±　営業活動を通じた現金収支（売掛金、買掛金、棚卸資産、固定資産、未払金等の増減）

　＝　事業キャッシュフロー

加工品､米､育成牛､
肥育牛など

機械設備に加えて､繁殖用
豚･牛､経産牛など

 

返済能力は、現在又は今後のキャッシュフローによって借入金を何年で返済できるのか、
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ということが検証される。 
 

総借入金残高－経常運転資金（売上債権＋棚卸資産－買入債務） 
返済能力 ＝                                

キャッシュフロー  

経営者個人の資産保有状況は、企業活動に経営者が提供している不動産の有無、今後提供

可能な不動産や現預金の有無などが確認される。 

こうして「形式基準」
．．．．．．

と
．
「実質基準」
．．．．．．

の
．
結果を総合的に考慮して金融機関は
．．．．．．．．．．．．．．．．

債務者区分
．．．．．

を
．

毎年見直
．．．．

す
．
。中小企業に対しては大企業と同じような評価ではなく、「実質基準」に配慮して

柔軟な判断を行うよう金検マニュアルに明記されている。 

そして、追加
．．

融資の可否や返済条件、担保・保証などの条件
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

は債務者区分を考慮
．．．．．．．．．

しながら
．．．．

決められていく
．．．．．．．

。 

企業経営は山あり谷ありなので債務者区分はランクアップとランクダウンを繰り返すが、

経営者自らが財務状況を自己点検し、経営計画を樹立し、狙いどおりの効果を上げられれば、

ランクアップに繋がることに間違いない。 

 

３ 中小企業金融円滑化法が終了する 

中小企業金融円滑化法は金融機関に返済猶予への努力義務を課した時限法として平成 21

年 12月に施行され、その後延長されてきた。同法の目的は平成 20年秋のリーマンショック

以降に借入金の返済が困難となった中小企業の経営改善の支援である。 

同法によって、金融取引上の厳しい対応が回避されてきたのがここ数年の実態だ。 

しかし、同法は平成 25年 3月で期限が到来して終了する。 
 

金融機関が同法に基づき中小企業向けに実行した返済猶予件数は平成 24 年９月末の

累計で約３４０万件（うちＪＡ･ＪＦグループ分は約５万件） 

＜平成 24年 7月 19日、11月 30日 金融庁報道発表資料より＞ 

 
これに対し、平成 24年 4月 20日に内閣府・金融庁・中小企業庁は連名で「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」を発表した。 

同年 11月 1日には金融担当大臣談話として「中小企業金融円滑化法の期限到来後の検査・

監督の方針」が示され、金融機関は従来どおり貸付条件の緩和や円滑な資金供給に努めるべ

きとの方針が述べられている。 

しかし、企業経営者には金検マニュアルの原則ルールを念頭に置いた経営管理態勢が求め

られることを覚悟した方がよい。 

 

４ 金検マニュアルは借り手も知っておくべき 

金融庁が「企業経営者に金検マニュアルを知って欲しい」と言っていることは冒頭に触れ

たので、金融庁が企業向けに配布しているパンフレットの一部を紹介しよう。 
 

金融庁は金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕を公表し、両者に密度の高い

コミュニケーションを期待しています。 

金融検査マニュアル別冊〔中小企業融資編〕の重点の一つは、金融機関から中小企

業への働きかけです。そのためには借り手である中小企業の側も、このマニュアルの

内容をよく知ることが必要なのです。 

＜知ってナットク！ ～中小企業の資金調達に役立つ金融検査の知識～(金融庁)より＞ 
 

(年) 
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５ デフレ下の企業行動と財務リストラ 

日本経済がデフレ基調に転じてから既に 10年以上になる。 

デフレ下では企業が生産する製品など、モノの価値が持続的に下落する。平成 23 年頃か

ら、円はドル・ユーロなどの主要通貨に対して超円高(対ドルで 70円台後半)となってデフレ

を増幅させた。平成 25年以降はアベノミクス(安倍首相が提唱する経済金融政策)で円安が進

めば円高修正の為替相場が物価をかく乱する可能性がある。 

インフレとデフレとは正反対の経済環境である。インフレ下における良薬が、デフレ下で

は劇薬となって災いを生んでしまうのはそのためだ。例えば、経営安定のためと思って不動

産や在庫を抱え込むと、値上がりどころか含み損（時価が取得簿価を下回ることによる損失）

が発生して財務を劣化させてしまう。 

こうしたことからデフレ下で大企業は「ムダなことに金を使っていないか」を総点検して、

何年も財務リストラ（財務のダイエット）を続けてきた。借入金の圧縮や、事業分野の絞り

込み（選択と集中、費用対効果の徹底）、万一に備えた手元預金残高の積み増しなどはその例

だ。資産規模を圧縮しながら経営効率を向上させるために、稼働率の悪い部門を売却して、

他社との相互補完を狙った事業提携に切り替えていく動きも増えた。 

企業財務では、損益計算書（Ｐ/Ｌ）上の見かけ上の
．．．．．

損益
．．

より、キャッシュフロー計算書

に現れる実質的な
．．．．

現金収支
．．．．

が注目されるようになった。 

同時に、損益計算書（Ｐ/Ｌ）に現れる１年間の損益もさることながら、長期間の経営成
．．．．．．．

績が累積した貸借対照表（Ｂ
．．．．．．．．．．．．．

/
．
Ｓ）
．．

の安定度
．．．．

がより重視されるようになった。年間損益が赤字

に転落しても、企業の基礎体力を示す貸借対照表（Ｂ/Ｓ）が健全な状態にあれば、企業活動

を維持することができるからだ。 

中小企業経営には経営者の個人資産･負債が混在していることから、大企業と同じ財務リ

ストラは進められないが、類似の手法で「実態バランスシート（Ｂ/Ｓ）」が作成される。 

実態バランスシートは金融機関が作成・活用するだけでなく、企業が自ら作成して企業体

力の把握や経営計画の検討に役立てている。 

【実態バランスシートを考える】

純　資　産

流動資産

流動負債
（役員への未払金）

固定負債

(役員借入金)

プ
ラ
ス
要
因

１　役員報酬の一部を万一に備えて個人預金として積み立てている。

２　価値のある営業用資産は社長親族の個人所有になっている。

３　価値のある不動産を社長親族で所有している。

４　社長からの借入金は返済しないので実質資本金に近い。

プラス要因 マイナス要因

５　社長への未払金は支払い不要なので実質資本金に近い。　　など

マ
イ
ナ
ス
要
因

１　簿外の借入金や巨額の保証債務を負っている。

２　社長に対する仮払金、貸付金が実質返済されていない。

３　過大な役員報酬を得て、会社決算を赤字にしている。

４　不良化した売上債権や棚卸資産、固定資産が計上されている。

５　減価償却を限度額まで実施していない（償却不足）。　　　など

固定資産

次のような事情を考慮して実態B/Sを作成する

実態を検証

実
態
は
も
っ
と
良
い

実
態
は
も
っ
と
悪
い
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Ⅱ 農業法人の財務点検   

農業を他産業と比較すると「農業経営は天候や災害、疾病など自然条件の影響を受けるの

で収益が不安定」である。そのため、業種によって共済制度、補てん制度、税制などが用意

されていて、十分か否かは別として経営の悪化を防いでいる。 

では財務上、他産業とどのような違いがあるだろうか。 

第一に農業は総資産回転率が低い。食品関係の中小企業の総資産回転率が 1～2 回転以上

であるのに対し、農業は 1回転未満がほとんどである。理由は二つある。一つは農業の生産

サイクルが長期であること。稲作･果樹などは年 1作、和牛肥育は 20か月である。酪農は仔

牛を約 2年間育成し、分娩開始後にやっと搾乳が可能になる。生産用の固定資産である繁殖

牛、繁殖豚、樹木などにも給餌や施肥などの育成管理がいる。もう一つは売上に対して投資

規模が大きいことである。米の収穫は年 1回でも乾燥調製･保管施設が必要だ。分散錯圃のた

め機械の台数は多く消耗も激しい。高性能なハウスは高額である。畜産では環境対策のため

の糞尿処理施設に多額を要する。 

第二に自己資本比率が低い。これにも理由は二つある。一つは収益性が不安定なことだ。

害虫や疾病事故、相場下落があると大幅な赤字になって、蓄積していた自己資本を食い潰す。

また、水田経営では恒常的に営業利益が赤字になって営業外利益で補てん金等を受け入れる

など、構造的に営業利益段階が赤字になる業種もある。もう一つは固定資産や棚卸資産が多

額になるため総資産が膨らんでしまうことだ。これは総資産回転率が低い理由と同じだ。 

【総資産回転率と自己資本比率の業種比較】

総資産 総資産回転率(回) 自己資本比率(%)

(100と
する)

売上高
総資産

自己資本
総資産

259 100 0.86 21.5% 水稲作付面積27ha

11 100 0.72 - 第1位品目作付面積10ha

14 100 0.70 0.2% 第1位品目作付面積27ha

31 100 0.82 - 第1位品目作付面積9千㎡

18 100 0.99 1.2% 第1位品目作付面積10千㎡

22 100 1.03 23.5% 茶園面積29ha

16 100 0.99 11.5% 第1位品目収穫量453ｔ

北海道 38 100 0.69 18.6% 成牛頭数309頭

都府県 69 100 0.84 14.9% 成牛頭数149頭

55 100 0.58 20.3% 飼養頭数1,095頭

102 100 1.09 18.1% 繁殖雌豚頭数401頭

50 100 1.29 10.0% 飼養羽数205千羽

13 100 2.20 17.3% 飼養羽数149千羽

24,948 100 1.46 29.4%
35,748 100 2.62 24.2%
70,594 100 2.27 19.6%
68,219 100 1.23 14.1%
5,200 100 1.30 19.2%

(注)　１　農業関係は㈱日本公庫の平成23年農業経営動向分析結果(H23決算)のデータで計算　（｢－｣は自己資本がマイナス）

　　 　2　中小企業関係は中小企業庁の中小企業実態基本調査(平成23年確報（H22決算)）のデータで計算

養豚一貫

採卵鶏

ブロイラー

平均経営規模企業母数

耕
種
等

酪農

畜
産

持帰り･配達飲食サービス業

稲作

果樹

露地野菜

施設野菜

食料品製造業

飲食料品卸売業

飲食料品小売業

飲食店

中
小
企
業

産業区分

施設花き

茶

きのこ

肉用牛肥育

 

収益が不安定で、経営効率(総資産回転率)が低く、自己資本が脆弱となると非常に厳しい

ようであるが、中長期の経営計画を立てて肥培管理・飼養管理・労働生産性管理を徹底して

いる経営体は良好な財務を維持している。 

設備投資が多額に及んでも費用対効果が上手にコントロールされていれば、収益と資金繰

りは確保される。費用対効果の検討が不十分なままに加工･直売設備に多額の投資をすると、
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不良資産、不良在庫、貸倒れが発生して資金繰りに窮してしまう。６次産業化は既存の食品

製造業者、食品流通業者、サービス業者との競争であり、その意味で経営上のリスクの検討

はこれまで以上に重要になる。 

農業経営体の業種別の財務動向については㈱日本政策金融公庫が「農業経営動向分析結

果」（以下「公庫調査」とする。）を毎年公表している。以下、公庫調査のうち北海道酪農法

人の調査結果を引用しながら、農業法人の財務状況を点検してみたい。 

 

１ 大規模経営が良い…とは限らない 

次の分散図（公庫調査）は北海道酪農法人（３か年比較が可能な 38 社）の経営規模と経

常利益の分布状況を示している。 

酪農（北海道）

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

0 200 400 600 800 1,000

成牛頭数（頭）

農家所得
（千円）

 

成牛頭数と経常利益の相関性は実線で描かれているが、プロット点の分散状況を見ると、

経営規模と利益の相関性は低いことが分かる。 

例えば、200 頭未満でも 800 頭規模と同等の利益を上げている法人がある。また、最も高

い利益を上げている法人は 400～600頭規模にいる。一方、赤字の会社は幅広い規模に分布し

ている。法人は利益を追求して経営活動を営むが、経営規模と利益が比例しているかという

と必ずしもそうなってはいない。 

 

２ 好成績を生み出す要因は何か 

では酪農経営では何が利益を生み出すのか。おそらく、 

・牛の飼養成績（飼養管理と直結した乳質・乳量・疾病・事故、分娩期間） 

・コスト対策（作業の効率性、人繰り、飼料コスト） 

・自給飼料畑と頭数規模のバランス 

・牛の更新期間             など 

といった基本対策が上手にコントロールされることであろう。 

経営者がどのような経営スタイルを目指すかは様々だが、近年は多くの経営で大規模化と

乳量のアップが重視されてきた。 

一方で、粗飼料の自給にこだわって飼養頭数を決める経営もある。長めの更新期間を前提

に牛の健康管理を行い、乳量は低くても飼料費や減価償却費を抑制して収益の確保を目指す。

借入金を抑制できるのもメリットの一つだ。 

経常利益 

（千円） 
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このように経営スタイルは異なっても、必要な基本対策のコントロールに成功すれば、結

果として収益とキャッシュフローは確保できる。 

基本対策は「経営ノウハウ」として作業手順書に文書化され、あるいは経営者の頭の中に

経験値として埋め込まれて従業員に作業指示が出されていく。 

従来の経営ノウハウを順守しても期待した結果が出ないときは、経営者は経営方式を大胆

に見直して時々の経営環境に即したノウハウに衣替えしていく。 

 

３ 収益とキャッシュフローが力の源 

企業の基礎体力を示す貸借対照表（Ｂ/Ｓ）が重視されることはⅠの５で述べたが、貸借

対照表をより良くしていく源は収益力とキャッシュフローである。 

仮に今が債務超過でも、足元で収益とキャッシュフローを確保して、今後も維持できる方

策があれば、実現可能性の高い経営計画を作成することができる。 

また、農業経営は売上に比べて総資産が大きくなるため、借入金の調達と返済にどう備え

るかも点検しておく必要がある。 

そこで公庫調査の北海道酪農法人の決算集計データから、キャッシュフローと借入金償還

可能年数を推計してみる。 

＜単位：千円＞

H21 H22 H23

成牛頭数（頭） 302.6 301.6 308.8

売上高 256,488 259,110 262,451

税引後当期純利益　　① 12,763 5,134 6,493

純資産計　　　　　　　　② 57,289 62,393 71,055

資産総額　　　　　　　　③ 348,100 370,078 381,174

自己資本比率　④（②÷③） 16.5% 16.9% 18.6%

税引後当期純利益 12,763 5,134 6,493

＋　減価償却費 35,639 37,845 39,334

―　棚卸の増 2,380 -1,972 6

―　他勘定振替高(≒育成費） 17,840 18,999 20,940

事業キャッシュフロー　　Ａ 28,181 25,952 24,881

総借入金残高 237,853 250,014 256,705

　－　経常運転資金必要額

＜差引＞借入金残高　　Ｂ 216,102 231,222 237,489

　償還可能年数　　Ｃ（Ｂ÷Ａ） 7.7 8.9 9.5 (年)

(注)　経常運転資金必要額は「受取手形＋売掛金＋棚卸資産－買掛金」とした。

決算年

推
　
　
計

21,751 18,792 19,216

 

税引後当期純利益①５～12 百万円に対して、推計上の事業キャッシュフローＡは 25～28

百万円を確保している。自己資本比率④は 16～18％の水準にある。 

債務の償還可能年数Ｂ÷Ａは８年→10年とやや長期化している。 

事業キャッシュフローを設備更新に充てることもあるので、実際の償還可能年数はもう少

し長いかもしれない。 

法人経営であれば、月次試算表だけでなく、自社の勘定科目の実態に即したキャッシュフ

ロー(≒資金繰り)の管理を徹底して、資金過不足や償還余裕度の先行きを予測しながら経営

していく必要がある。 
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Ⅲ 中小企業金融円滑化法後に向けて  

１ 債務超過は解消を急げ 

中小企業金融円滑化法が平成 25 年 3 月で終了すると、債務超過の状態にある企業は金融

機関あるいは保証機関から厳しく評価されることになる。 

したがって、債務超過は一刻も早く解消しなければならない。それが無理でも、債務超過

を３～５年以内に解消できる実現可能性が高い経営計画を作成して関係者の理解を得ないと、

金融取引に支障が及ぶ可能性がある。 

では、債務超過はどのような方法で解消すれば良いのか。 

主な解消方法は次の３つになる。 
 

（１）毎年の利益で累積欠損金を減らす方法（売上増、コストカット、資産処分などを

実行する） 

（２）増資によって資本金を増やす方法（同時に減資を行い、資本金と累積欠損金を相

殺する） 

（３）多額の役員借入金・役員への未払い金がある場合は、 

① 役員がこれを現物出資して資本金に振り替える 

あるいは、 

② 役員が債権放棄し、会社が債務免除益を計上して累積欠損金を解消する 

 

最優先すべきは（１）の方法になる。しかし、（１）だけでは解消が難しいときは（２）

や（３）の対策も必要になる。 

また、税制上の欠損金の繰越控除制度(控除期間は９年(平成 20 年 3 月以前までの事業年度分は

７年))など税制面を考慮した対応が必要である。 
 

＜債務超過解消のイメージ図＞

損益計算書 貸借対照表

資産総額 74 負債総額 110

買掛金 15

未払金 10

銀行借入金 50

税引前純利益 10 役員借入金 35

法人税等 4

税引後純利益 6

資産総額 80 負債総額 75

買掛金 15

未払金 10

銀行借入金 50

純資産額 5

収益 120

費用 110

債務超過
(累積損失金)

36 債務免除益

債務超過解消

(注) 債務免除益で課税所得が増加す

るため、所得控除できる繰越欠損金

の限度額との相殺など税務上の検
討が必要になる。

 
多額の役員借入金を計上する農業法人は多く存在するので、（３）の方法を債務超過の解

消に活用できる場合もある。 



10 

ただし、役員が会社に債務免除すると会社側に巨額の債務免除益（特別利益）が発生する

ので、同じ決算期の損金の状況や所得控除できる繰越欠損金（過去の赤字）を確認しないと

いけない。 

こうした課税上の課題をクリアできるかは専門家である税理士とよく相談をして、効果的

な方法を探ることが必要だ。 

また、金融庁は不振企業への支援策として「資本性劣後ローン」の運用方法を示して、金

融機関にその活用を促している。資本性劣後ローンは准自己資本と見なすことができる特殊

な貸付（他債権に比べ返済順位を劣後させた貸付）で、資本不足に陥っている企業のバラン

スシート（Ｂ/Ｓ）を実質的に改善させる機能を持つ。ただし、資本性劣後ローンは累積欠損

金と相殺はできないため、債務超過を直接的に解消する手段にはならない。 

 

２ 事業再生支援に関する中小企業対策と農業経営 

内閣府・金融庁・中小企業庁は平成 24年 4月 20日に「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」を公表した。①中小企業再生支援

協議会等の機能強化、②中小企業支援ネットワークの構築、③事業再生ファンドの設立促進

などの施策について、早急に具体化を図るとされている。 

最近「○○銀行は事業再生ファンドを設立して、顧客の事業再生を支援」といった報道を

目にすることが多いのは、こうした背景があるからだ。 

さて、中小企業再生支援協議会は専門家などの常駐スタッフを置いて活動し、条件緩和だ

けでなく債権カット、第２会社方式での事業再生などへの助言と意見調整を行っている。活

動実績は平成 15年～平成 24年 9月の累計で、相談対応 25,135社、再生計画策定完了 3,353

件(中小企業庁発表)という。 

【中小企業再生支援協議会の再生計画策定完了案件3,353件の支援手法】


債務免除（直接方式） 8.4%

債務免除（第二会社方式） 10.6%

借入金の株式化（ＤＥＳ） 1.7%

借入金の劣後化（ＤＤＳ） 5.6%

借入金の返済条件緩和 71.8%

その他 12.2%

（注）　上記手法を複数実施している案件がある。

（出所）平成24年12月10日中小企業庁公表資料より引用。

計19%

 

さらに中小企業金融円滑化法の終了に伴う相談案件の増加に備えて、スタッフの大幅な増

員を図るとされている。事業再生は法的整理と私的整理に大別されるが、中小企業向けの私

的整理では中小企業再生支援協議会がプラットホームとしてメジャーな役割を果たし、債権

者の利害調整を促進している。 

では、農業法人で私的整理を進めようとする場合、債権者間の利害調整を可能とするプラ

ットホームはあるだろうか。 

農業に関する事業再生支援の窓口としては、平成 13 年頃から都道府県単位で農業再生委

員会が設置されたが、実質休眠化していて私的整理の利害調整は困難である。農業再生委員

会を再整備するアイデアもあるが、案件のボリュームが不透明であるため、県単位に整備す

ることは費用対効果の面で不適切ではないだろうか。農業経営は地域との関係が深いが故に、

ＪＡなど地元関係者で構成された農業再生委員会には相談しづらいという事情もある。 

農業法人の再生支援のためのプラットホームについては、私見であるが公的な性格を持つ

農業版の事業再生支援組織を全国に１か所（あるいは東西に各１か所）設置して、経験豊富
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な専門家を確保し、事案があれば出張方式で事業再生を支援する方が現実的である。 

中小企業再生支援協議会に農業法人の再生を支援してもらうことは、ケースによっては可

能である。しかし、中小企業再生支援協議会を頼る場合、次のような点がネックになる。 

① 中小企業再生支援協議会の支援対象は、産業活力再生特別措置法第２条第１７項に

定める「中小企業者(会社・個人、企業組合、事業協同組合など)」であって、農協法

に基づく農事組合法人は支援の対象外になる（産業復興相談センター事業を除く）。 

② 農業生産法人(注)の再生支援に関しては、農地の所有や賃貸借に関する制約、農業

生産法人の構成員要件などの制約を踏まえて、その権利調整を行うことが必要にな

る。しかし、中小企業再生支援協議会はそうしたノウハウを有していない。 

(注) 農業生産法人は農地法第２条によって、農地や採草放牧地を利用して農業経営を行うことのでき

る法人。農業生産法人には、農事組合法人、株式会社（特例有限会社を含む）、合同会社、合名会

社の形態が認められている。 

③ そもそも農業以外の中小企業の再生が相談待ちになっていれば、農業法人の相談取

り上げは劣後される可能性が高いのではないか。 

前述の農業版事業再生支援組織（１、２か所）が設置されて単独で活動するほかに、中小

企業再生支援協議会とも連携して活動してくれるのであれば、農業経営へのセーフティネッ

トとしてとても心強い。 

 

 

 

 

一方、現在は目立った活動はない模様で実績は把握できない。 
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