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募集テーマ：人口減少下での小規模企業の存続・発展と地域金融機関の役割

人口減少下での小規模企業の存続・発展と地域金融機関の役割
―成長初期段階におけるABLの適用可能性に焦点を当てて―

　わが国の小規模企業は世界のものづくりを牽引してきた。小規模企業はコアな技術やニッチ

な産業を支える重要な存在である。しかし、少子高齢化の進行にともなって、わが国の生産年

齢人口は1995年をピークに減少に転じ、2030年には6,700万人ほどに減少すると予想されてい

る。日本の小規模企業は企業数の約86.5%を占め重要な雇用の担い手となっているが、近年、

小規模企業の存続が危ぶまれている。

　地域金融機関は、小規模企業の経営を支える重要な存在として位置づけられるが、創業期の

支援については、ある程度の取り組みが見られるものの、中小企業の廃業割合が最も高くなる

成長初期段階での支援は必ずしも十分ではない。それゆえ、メインバンクであるはずの地域金

融機関に対して相談をしている小規模企業は極端に少ない。とりわけ、創業期、成長初期段階

におけるもっとも重要な経営課題は資金調達であるが、財務的に不安定であり、十分な資源を

有さない段階では、不動産や信用保証協会を通じた融資を受けることは極めて困難となる。そこで、

本研究では、売掛債権や機械設備などの動産を担保として融資を行う、ABL（Asset Based 

Lending：動産・債権等担保融資）を通じた、成長初期段階の企業支援の可能性について検討する。

　わが国では、成長初期段階の小規模企業を対象としたABLの実施はまだまだ少ないのが現状

である。しかし、海外を見てみると、ABL先進国である米国では、財務的に不安定な段階にお

いても積極的にABLが活用されていることがわかる。わが国では、ABLは通常の融資が不可能

な場合に融資を受けるための最終手段として用いられるものとの認識があるが、それは米国に

おけるABLの認識と全く異なるものである。

　本稿では、先行研究ならびに城南信用金庫に対して実施したインタビューに基づいて、人口

減少下における小規模企業の存続・発展のために地域金融機関が果たす役割について、ABLに

焦点を当てつつ議論を展開する。
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第１節　はじめに

わが国の小規模企業1は世界のものづくりを

牽引してきた。小規模企業はコアな技術やニッ

チな産業を支える重要な存在である。しかし、

少子高齢化の進行にともなって、わが国の生産

年齢人口は1995年をピークに減少に転じ、

2030年には6,700万人ほどに減少すると予想さ

れている（図表1）。日本の小規模企業は企業数

の約86.5%を占め重要な雇用の担い手となって

いるが（中小企業庁2015）、近年、小規模企業

の存続が危ぶまれている。

わが国の小規模企業の開廃業の状況につい

てみてみると、2009年から2014年の5年間で

開業が54.6万者であるのに対し、廃業が102.7

万者と、廃業数が開業数を大きく上回っており

（総務省2015；2016）、小規模企業数は減少の

一途をたどっている。また、開業した企業にお

いても5年後には約2割、10年後には約3割が

撤退しており（帝国データバンク2009）、創業

後に経営を存続させることが困難となってい

る。それゆえ、わが国のものづくりが再び世界

の舞台で活躍するためには、困難に直面するこ

との多い創業期、成長初期段階における経営を

支える仕組みが必要であり、それを担うことが

期待されるのが、中小企業の経営を支えてきた

地域金融機関である。

本研究では、小規模企業の約5割以上が創業

期や成長初期段階に資金調達の困難性を理由

に撤退・廃業している事実に注目し、地域金融

機関によるAsset Based Lending（動産・債権

等担保融資；以下、「ABL」と略）の推進によ

って小規模企業者の撤退・廃業を減少させる

可能性について検討する。以下、本稿は次のよ

うに展開される。つづく第2節では、小規模経

営の困難性の主たる要因ともなっている資金調

達の現状について述べるとともに、小規模企業

に対して地域金融機関が実施する支援の現状

と課題について整理する。第3節では、ABLの

概要、課題、活用可能性について述べる。第4

第１節　はじめに
第２節　小規模企業の存続発展と資金調達
（１）創業期・成長初期段階における資金調達
（２）創業期、成長初期段階の小規模企業に

対する地域金融機関の支援
（３）小規模企業経営と地域金融機関による

サポート
第３節　ABLによる資金調達
（１）ABLの概要
（２）ABLの現状

（３）ABL活用の有効性
第４節　インタビュー調査
（１）インタビューの概要
（２）城南信用金庫でのABL活用状況、課題
（３）成長初期段階におけるABLの活用可能性
（４）ABLの可能性
第５節　おわりに
参考文献

１ 以下、本研究における小規模企業は、「中小企業基本法」に従い、製造業その他では従業員20人以下、卸売業・小売業・サービス業では従業員 5人以
下の会社の規定に基づく。
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節ではABLを実施している地域金融機関への

インタビューを通じて小規模企業の創業期、成

長初期段階におけるABL活用の可能性につい

て検討し、最後に第5節にて本稿での主張を整

理するとともに、今後の課題について述べる。

第２節　小規模企業の存続発展と資金調達

（１）創業期・成長初期段階における資金調達

前述のとおり、小規模企業は創業後数年で

廃業してしまうことが多いことが明らかにされ

ている。その要因について、中小企業庁（2016）

によれば、図表2のように、創業期、創業後の

成長初期段階2において直面する最大の課題

は、資金調達であることが指摘されている。創

業して間もない時期には、売上も十分ではなく、

一般的に収入よりも支出が先行することから、

資金繰りが困難となる場合が多い。それゆえ、

自己資金だけでなく、借入等の資金調達を行う

ことによって経営活動を循環させ、企業を成長

させる必要がある。しかしながら、財務状況が

安定しないことから創業期の企業が金融機関か

ら借入を行うことは困難であり、高金利な資金

調達手段に依存せざるをえず、創業間もない企

業の経営を圧迫する一因となっている。グルー

プ企業の親会社や代表者から借入を行う企業

もあるようだが、それが可能な小規模企業は決

して多くはない。

それでは、地域金融機関は、創業期から成

長初期段階にある小規模企業の経営を支援す

るために、どのようなサポートを行っている

のだろうか。

２ ここでいう「創業期」とは、本業の製品・商品・サービスによる売上がない段階、「成長初期段階」とは、売上が計上されているが、営業利益が黒字化
していない段階、「安定・拡大期」とは、売上が計上され、少なくとも一期は 営業利益が黒字化した段階のことを指す。

図表1　日本の生産年齢人口の推移

出所：総務省（2015）「平成27年版　情報通信白書」、総務省（2016）「平成28年版　情報通信白書」の
　　　データをもとに筆者作成

（万人）

（左目盛り）

（左目盛り）

（左目盛り）

（右目盛り）

（％）
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（２）創業期、成長初期段階の小規模企業に対

する地域金融機関の支援

現在、多くの金融機関では、創業予定者向

けに創業に必要な知識やノウハウに関するセミ

ナーや講習会を開催している。また、創業期に

必要となる資金として、創業支援融資商品の開

発や、信用保証協会を通じた融資が行われて

いる。地域金融機関による創業支援額は年々上

昇傾向にあり（金融庁2010）、地域金融機関の

積極的な姿勢が見てとれる。しかしながら、こ

図表2　小規模企業におけるライフサイクルごとの課題

（出所）中小企業庁（2016）「起業・創業の実施に関する実態調査」をもとに筆者作成

（％）

（％）

（％）
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れらの支援は企業の立ち上げ時の支援がほと

んどであり、創業後、とりわけ赤字が続き、資

金調達が困難となる成長初期段階の支援は必

ずしも十分とはいえない。事実、中小企業庁が

実施した調査において、地域金融機関による創

業支援は積極的であると答えた事業者は4割弱

にとどまっており、民間金融機関に相談を行う

事業者も1.8%と低いことが明らかにされている

（中小企業庁2014）。小規模企業のメインバン

クの多くは地域金融機関であることが知られて

いるが（東京商工リサーチ2006）、小規模企業

の経営をサポートする主要な機関であるはずの

地域金融機関が、その役割を十分に果たせて

いないことがわかる。

（３）小規模企業経営と地域金融機関によるサ

ポート

それでは、小規模企業と地域金融機関はど

のような関係にあるのだろうか。小規模企業の

メインバンクとの接触頻度を従業員規模別に確

認すると、企業規模が小さくなればなるほど低

くなるとともに、小規模企業とメインバンクと

の取引満足度も低くなる傾向にあることが示さ

れている（東京商工リサーチ2006）。すなわち、

小規模企業に対しては地域金融機関による十

分なケアがなされておらず、経営の現状の把握

やサポートが適切になされていない可能性が推

察される。

また、金融庁が平成28年5月23日に発表し

た「企業ヒアリング・アンケート調査の結果に

ついて～融資先企業の取引金融機関に対する

評価」（金融庁2016）によると、アンケート調

査における自由記述欄に「金融機関は依然とし

て担保や保証に依存している印象がある」、「信

用保証協会の保証を得られなかったことで、金

融機関から借入を断られたことがあるが、経営

状況が悪く一番支援が必要なときに助けてもら

えず、何のための銀行なのかと不信感を抱いた」

など、経営が不安定な時期における支援が不

十分であるとの意見が寄せられている。さらに

は「銀行側の都合に合わせた融資提案だけで

なく、企業が融資を必要とした時には、これま

での実績を充分に考慮した上での、迅速な判断

と対応をお願いしたい」など、融資を行う際の

声も多数あがっている。

以上のように、地域金融機関による創業後の

成長初期段階の支援に対する期待は高まって

いる一方で、規模が小さいほど地域金融機関と

企業の接触回数が減少することや、融資条件と

して不動産担保や信用保証協会の保証に依存

しており、小規模企業の成長初期段階における

資金調達のニーズに地域金融機関は十分に応

えることができていないのである。それでは、

地域金融機関は、どのようにしてこれを実現す

ればよいのだろうか。本稿では、成長初期段階

における有効な融資手段となると考えられる

ABLに焦点を当てて、具体的な方策について

検討する。

第３節　ABLによる資金調達

（１）ABLの概要

1990年代以降、わが国では不良債権処理を

めぐる金融不安により、国は金融機関に対し厳

格な融資基準を求めた。これを契機として、金

融機関は貸倒リスクの低い不動産担保や個人

保証に依存するようになり、不動産など担保に
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見合う分しか融資を行わない金融機関の姿勢

は、「日本型金融排除」という現象を生み出した。

この「日本型金融排除」では、融資の姿勢だけ

でなく、金融機関が融資先の事業を深く知ろう

としない傾向も問題視されている。このように

過度に慎重な融資姿勢、不動産担保への依存、

事業への理解度の低さにより、中小企業は十分

な融資が受けられていないのが現状である。そ

こで、平成28年10月21日に金融庁から発表さ

れた「金融行政方針」（金融庁2016）ではABL

の積極的な活用を推進することにより、中小企

業が経営改善、事業再生、ならびにビジネスに

挑戦するための資金の確保につながるよう促

した。

ABLは、事業のライフサイクルに着目し、事

業に基づく資産価値を見極めて行う融資であ

る。経済産業省は、ABLについて「ABLは企

業の事業そのものに着目し、事業に基づく様々

な資産3の価値を見極めて行う貸出」（経済産

業省2013）と定義している。今までの銀行融

資とは異なり、不動産担保や個人保証に過度に

依存しない資金調達方法であり、不動産担保

や個人保証の面で融資を制限されてしまう中小

企業の新たな資金調達手法として注目されてい

る。中小企業の持つ資産は、図表3に示すように、

不動産よりも売掛債権や在庫などの流動資産の

方が多いことからも、中小企業へのABLは有効

であると考えられる。また、担保とされた売掛

債権や在庫等は、今まで通り事業の用に供する

ことができるため、事業に支障をきたすことな

く、資金調達を行うことが可能となる。

（２）ABLの現状

ABLの実施率は、2011年頃から安定して増

加しており、「2015年度までにABLの融資実績

がある」と回答した金融機関は全体の約7割と

なり、過去最高となっている（帝国データバン

ク2017）。融資先の企業規模別のABL融資件数

については、大企業に比べ、中小企業へのABL

実施が最も多く、すでにABLは数多くの企業に

対して実施されていることがわかる（図表4）。

しかしながら、ABLの実施件数は増加傾向に

あるものの、小規模企業、とりわけ、経営が困

難であるとされる成長初期段階における企業に

３ 事業に基づく様々な資産とは、売掛債権や動産のことである。

業種 全企業（兆円） 中小企業（兆円）
現金預金 186 108
受取手形 25 14
売掛債権 206 73

在庫 111 47
有価証券 24 8

土地 183 98
その他建設機械設備等 255 104

出所：財務省（2016）「法人企業統計調査年報」のデータをもとに筆者作成
（注）資本金1億円未満を中小企業としている。

図表3　中小企業の保有資産
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対するABLの実施は十分ではない。実際に

ABLを実施した金融機関に対する調査では、主

な融資先は「成熟期にある企業」と回答する金

融機関が最も多く、創業期や成長初期段階の企

業へのABL実施は他のライフサイクル段階にあ

る企業への実施率に比べて極めて低く、ある

程度経営が安定した状態でなければ、ABLが

実施されていないことがうかがえる（図表5）。

図表4-1　ABLの実績推移（2011年度～2015年度）

出所：帝国データバンク（2017）「ABLの課題に関する実態調査　調査報告書」のデータをもとに筆者作成

（左目盛り） （右目盛り）

図表4-2　融資先規模別の融資件数

出所：帝国データバンク（2017）「ABLの課題に関する実態調査　調査報告書」（上段：2014年度　下段：2015年度）

10,102

635

52

法定中小企業

中堅企業

大企業（資本金10億円以上）

（件）

319

59

法定中小企業

中堅企業

大企業（資本金10億円以上）

（件）

11,198
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（３）ABL活用の有効性

ABLには3つのメリットがあるとされる。ま

ず第1に、担保として今まであまり利用されて

こなかった売掛債権や在庫等の動産を担保とし

て利用する点で、不動産担保や第三者保証に

依存しない資金調達の幅を広げることができる

こと、第2に、企業が売掛債権や在庫等の情報

を金融機関と共有することで、安定した運転資

金の調達が可能となること、第3に、従来は添

え担保（不動産担保等の主担保を補完するもの）

であった動産担保や債権担保が、金融検査マ

ニュアルに沿って金融機関が担保取得をすれ

ば、不動産と同様に一般担保として取り扱うこ

とができることなどである。したがって、ABL

は、不動産担保や保証人を有さない小規模企

業にとっても、融資枠を増加させることが可能

となり、有効な資金調達の手段となりうる。事

実、ABLに取り組んだ結果、与信額が増加した、

顧客とのコミュニケーション頻度が増加したな

どのポジティブな効果があることも明らかにさ

れている（帝国データバンク2017）。このように、

地域金融機関によるABLの実施は、少子高齢

化に伴い融資額が減少する中において融資額

を拡大するチャンスであり、また小規模企業に

おいても、有効な資金調達手段となると考えら

れる。にもかかわらず、前述のとおり、成長初

期段階にある企業に対してABLは十分に適用

されていない。そこで、適用にあたりどのよう

な課題があるのか、また、創業期、成長初期段

階における小規模企業への適用は可能かどうか

を明らかにすべく、インタビュー調査を実施した。

第４節 インタビュー調査

（１）インタビューの概要

インタビュー先として、東京都の中でも小規

模企業の多い大田区に店舗を多く構える、城南

信用金庫にご協力をお願いした。城南信用金

庫は東京都と神奈川県に85店舗を展開する地

図表5　ABL実施企業のライフサイクル

出所：帝国データバンク（2017）「ABLの課題に関する実態調査　調査報告書」のデータをもとに筆者作成
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（売上高が拡大し、設備投資のニーズが高まる段階）

成熟期にある企業
（売上高が安定し、設備・資産・資金が充実している段階）

衰退期にある企業
（業績が悪化し、コスト削減や遊休資産の売却を迫られる段階）

再生期にある企業
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域金融機関であり、総資産3兆7,631億円、預

金3兆5,401億円、貸出金2兆1,174億円、自己

資本比率10.41％（平成28年3月末時点）とい

う実績を誇る全国最大級の信用金庫である。な

お、インタビューは平成29年9月11日に城南

信用金庫企画部に対して実施し、インタビュー

内容については許可を得て録音のうえ、実施後

にすべて文字起こしを行っている。

（２）城南信用金庫でのABL活用状況、課題

まず、城南信用金庫でのABLの活用状況に

ついてうかがった。城南信用金庫が実施する融

資のうち、ABLの活用の程度はそれほど高くは

ないとのことであった。ABLにおける担保は主

として機械設備と売掛債権となるが、売掛債権

を担保とする場合、債権の支払い先が金融機

関に変更されることとなるため、取引先にABL

による融資を受けていることが明らかになって

しまう可能性がある。それゆえ、取引先から資

金繰りに困っている企業であるとの誤解をさ

れ、信用力の低下を招く恐れがあり、ABLに対

してこのような懸念を持つ企業は少なくないと

いう。金融機関側が企業に対してABLによる

融資を提案しても、取引先は昔からの長い付き

合いのある企業である場合も多いことから、取

引先に悪いところを見せたくないという心理も

働き、あまり活用されないのだという。先行研

究ではABLを活用することで、取引先への訪

問回数が増え、取引先との関係構築が図られる

という指摘（帝国データバンク2017）があった

が、実際には、取引先や金融機関に売上や在

庫の状況を含むすべての情報をさらけ出して取

引をしなければならない点、金融機関は対象の

企業情報を全て調べ定期的なモニタリングを行

わなければならない点で、両者にとってABLは

活用し難いものだと認識されていることが分か

った。

（３）成長初期段階におけるABLの活用可能性

前述のような問題点がある一方で、ABLの

活用可能性についてもうかがった。ABLは機

械設備や売掛債権を担保とするため、信用力

が低く業績が安定しない企業や、赤字経営の

企業に融資をする手段として、また、融資枠の

拡大のために機能しているという。

それゆえ、通常の融資が受けられない企業に

とってはABLの価値は極めて大きい。事実、

ABLによる融資のおかげで撤退・廃業を免れ

た企業もあるそうである。成長初期段階で資金

が十分ではない小規模企業は、新たな機械を

購入したくても購入する資金が不足しているこ

とが多いが、ABL活用により売掛債権や既存

の機械設備を担保に新しい機械を購入できる。

インタビューでも、「資産も不動産も無いのに、

無理ですよと言うのが今までの融資。だけど、

実際に売掛債権だってあるし、設備を担保とす

ることも、新しい手法ですよね」と仰っていた。

このように、ABLを通じて、今まで融資を受け

ることが難しかった信用度が低い企業に対して

も融資の可能性が広がると考える。また、ABL

を実施する際には、事業内容や担保となる動産

についても詳細に把握することとなるため、企

業が抱える課題に早期のうちに気付くこともで

きる。実際に、城南信用金庫では、ABLを活

用している企業に対し、専門員を送り込んでサ

ポートをしているという。一般の融資に比べ、
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ABLはコストや手間がかかるものの、小規模企

業の再生を支援することで、結果的に融資額を

拡大することにもつながるのである。

（４）ABLの可能性

城南信用金庫に対するインタビューより、現

状ではABLは積極的に活用されていないもの

の、ABLを通じて、通常の融資では断わらざる

を得なかった企業に対しても融資を行うことが

可能となり、小規模企業の経営改善や、撤退・

廃業を事前に阻止できる可能性があることがわ

かった。また、金融機関が企業へ訪問する回数

が増加することにより、早期のうちに経営課題

を発見することができ、結果として、小規模企

業の撤退・廃業数を減らすための有効な手段と

なりうる。ABLの実施に際しては、動産の担保

評価にくわえて、事業の進捗状況や在庫の状況

についてのモニタリングを行うことが重要とな

る。このプロセスを通じて、金融機関は企業の

経営状況について具に確認、検討を行うことと

なるため、将来生じうる経営問題の予測や回避

につながるのである。

しかし、ABLの推進のためには課題も多く存

在する。ABLの実施に際しては、売掛債権以

外にも、在庫や機械設備等の価値評価を適切

に行う必要がある。この点、わが国は米国など

のABL先進国に比べ、担保の評価制度などの

整備が遅れている。したがって、ABLの推進

のためには、地域金融機関のみならず、制度設

計の主体となる国の積極的な関与が必要となる

であろう。

第５節　おわりに

最後に、わが国に比べ積極的にABLを活用

している米国の状況を踏まえつつ、ABLの活用

可能性と、ABLの活用に向けた課題に対する

解決案について考察する。米国では、ABLが

安定的な貸出手法として認知されており、既に

広く普及している。インタビューにおいても指

摘されていたが、わが国では、ABLによる融資

を実施するか否かは融資先企業の信用状況に

強く依存する傾向がある。一方、日本政策金融

公庫総合研究所の調査「米国における動産・

債権担保融資の機能と実態」（2009）によると、

米国では従来型のABL利用者は信用力が低め

の企業が対象であったのに対し、近年では、成

長期にある企業も積極的にABLを利用するよう

になっており、ABL利用層の広がりがみられて

いる。ここ10年ほどの間に、米国でのABLの

イメージはよりポジティブなものに変化してお

り、財務的に優良で信用力が高い企業であって

も、借入余力を向上させる方策としてABLを選

ぶケースが増えているという。

以上のように、米国では、マーケットの拡大

とともに、ABLによる融資は広がりを見せてい

る。同時に、多様な評価・調査機関などが、一

見するとリスクが大きくなりがちなABLの仕組

みを支えている。ABLは、金融機関のみならず、

評価会社、実地調査会社、および登記・調査

会社などの評価・調査機関間の協力構造によっ

て、業況・資産内容が改善した際には自動的に

融資枠の拡大がなされ、逆に業況が悪化した

際には借入余力を低下させることで、資金繰り

が悪化する前に事業の継続が判断できるような
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仕組みとなっている。

このような米国でのABL実施の現状から、わ

が国におけるABLの一層の進展に向けた課題

として大きく2つが挙げられる。第1には、イ

ンタビューでも指摘されていたABLという融資

方法に対する認識である。ABLは借入企業の

成長性やリスクを様々な観点から分析・把握す

る手法であり、ポジティブな融資方法であると

いう認識を醸成する必要がある。現状では、

「ABLは信用力が低く財務状況も良くない企業

が利用するもの」というイメージが強く持たれ

ているが、このようなイメージは、ABLの利用

を阻害することとなる。ABLの歴史が長い米国

においても、かつてはネガティブなイメージが

つきまとっていたが、ここ10年ほどでABLはよ

り積極的な意味合いを持つようになったとい

う。その背景には、特定の季節に大きな需要が

集中するような季節変動の影響を受けやすい業

種であってもABLであれば柔軟に借入が可能

となるなど、ABLの有効性に対する注目が高ま

ったことや、国がABLのイメージの改善のため

の取り組みを積極的に行ったことなどがある。

わが国においても、動産を担保とすることで従

来よりも借入の余地を広げることができ、かつ、

成長初期段階の財務的に不安定な時期であっ

ても、ABLを利用することで融資を受けること

が可能となるといった、柔軟な資金調達を可能

とするポジティブな融資手法であるという理解

を広めていくことが重要である。

第2に、日本政策金融公庫総合研究所（2009）

においても指摘されるように、ABLのインフラ

整備を目的とした各種評価・調査機関の育成で

ある。ABLの実務においては、売掛債権や在

庫の適切な評価、また、継続的な事業のモニタ

リングがABL実施を可能にするための条件とな

る。しかし、そのためには、地域金融機関単独

ではなく、専門的な評価能力を持つ組織の協力

が不可欠となる。また、これら全てを地域金融

機関が担うことは難しい。この点、米国では

ABL実施のプロセスごとに専門的機能を担う評

価・調査機関が存在している。一方、わが国で

は現時点において、米国のようなABLの各プロ

セスを担う専門的評価・調査機関の存在は十分

ではない。たとえば、公認会計士、不動産鑑定

士などの価値評価に関する能力を有する人材を

積極的に活用し、動産、機械設備、無形資産

といったこれまでの融資に際して担保として活

用されなかった資産を適切に評価する仕組みや

機関を構築することも考えられよう。

以上のように、わが国におけるABLの実施の

ためには、越えなければならないハードルがい

くつか残されている。しかしながら、わが国の

ものづくりの基盤をなしてきた小規模企業が減

少の一途を辿るなかで、ABLは小規模企業に

対する新たな融資手段として大きな可能性を有

しているといえよう。機械設備や売掛債権など

の動産は、資金繰りの厳しい企業に対する最終

的な融資手段であるとの認識がなされている

が、米国において広く活用されていることから

もわかるように、評価の仕組みが整えば十分に

担保となりうる。動産を担保とした融資が広が

れば、資金調達の困難性により苦境に立たされ

ている多くの小規模企業の資金繰りを改善する

こととなるし、小規模企業の成長を大きく後押

しすることとなるであろう。もちろん、動産を

担保とすることには、地域金融機関にとって一
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定のリスクを伴うこととなる。それゆえ、動産

の担保を適切に評価し、地域金融機関のリスク

の軽減をはかるための評価・調査機関の存在は、

ABLの有効性を高めるために必須の存在とな

ろう。

現時点では、わが国のABLの融資実績は年々

上昇はしているが、依然として少ない。さらに

現在実施されているABLも企業の成熟期を対

象としたものとなっており、小規模企業の倒産

割合がもっとも高い成長初期段階への適用はほ

とんどないのが現状である。しかし、米国の例

がそうであるように、成長期にある企業への融

資手段としてABLを活用することが、小規模

企業を存続させるのみならず、成長のスピード

を加速させ、さらなる発展を促すことにもつな

がる可能性がある。わが国のものづくりを支え

る小規模企業の存続・発展のカギはABLが握

っているといっても過言ではないだろう。
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