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国際ロータリー2012～13 年度会長 田中 作次 

  

～～ 職業奉仕 ・米山月間 ～～ 
第 2532 回例会 平成 24 年 10 月 12 日（金） 

◇ 点  鐘   小宮山 四郎 会長 

◇ ロータリーソング   奉仕の理想 

◇ 四つのテスト     高橋 晋 会員 

◇ 成田コスモポリタンロータリークラブ 越川 和哉 様、加瀬 邦雄 様 

多古ロータリークラブ 飯田 武之 様 

◇ ニコニコボックス 

橘 昌孝 会員：検診を受け、心臓病、胃癌の疑いと診断されましたが、

心臓のエコー、胃カメラ共、問題なかったためニコニコいたします。 

池内 富男 会員：成田商工会議所の行事の一環として欧州視察旅行に行

ってまいりました。５日に出発し昨日の夕方戻ってきました。総勢２５名。

研修の内容は、国際線利用者数世界一であるロンドンのヒースロー空港の

空港管理会社ＢＡＡの方々と会議をし、色々な話を伺って参りました。そ

れとカジノの見学。カジノでは残念ながら儲かった方はいらっしゃらなか

ったのではないかと思います。また私が紳士クラブへ１５年程入会してい

たということもありまして、そこで皆さんと会食をし、雰囲気を味わって

もらいました。イギリス・フランスの良いところを見ていただき、喜んで

いただき、成田ケーブルテレビさんにも入っていただき感謝しております。 

深堀 伸之 会員：カジノで儲かったのはいないと言う話でしたが、実は

私、５ポンド賭けて２０ポンド儲かりましたのでニコニコいたします。そ

れと、パリジェンヌが大変綺麗で、ヒースロー空港のＢＡＡ女性マネージ

ャーがとても美人で思わず握手してきました。この模様は月曜日にケーブ

ルテレビで放映します。 

小寺 真澄 会員：先日、就職を控えた息子が会社を継ぎたいと嬉しい事

を言ってくれました。 

澤田 喜信 会員：先月は誕生日でございましたが、お休みいたしましたので本日ニ

コニコいたします。皆様もご存知かとは思いますが、年齢には三つあると言われてお

ります。せめて精神年齢と健康年齢だけはいつまでも若くいたいと思っております。 

 

◇ 会長挨拶   小宮山 四郎 会長 

先日までの暑さも朝夕の風はめっきり秋が深まり、紅葉の便りが聞かれる今日この頃で

すが皆様体調管理は如何でしょうか？ 
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本日は湯川会員の入会式です。湯川会員、ようこそ、当成田

ロータリークラブへ入会されました。会員一同、歓迎いたしま

す。今日からは早く馴れていただき、ロータリーライフを楽し

み、思う存分活躍してください。尚、今月は職業奉仕月間です。

特に今年度、得居ガバナーは「職業奉仕に軸足を置き、新世代

に力を入れる」と地区の方針を決められており、来週 10 月 18

日は第 9 分区のロータリー情報研究会が「職業奉仕に生きるこ

と 話し合い語り合おう」のテーマの下、ラディソンホテルで開催されます。また、20，

21 日は第 2790 地区 地区大会と行事が目白押しですが、出来るだけ多くの会員の参加を

お願いいたします。 

 

「10月 9日読売新聞編集手帳より」 

人生は、生きてみないことには分らない。涙も涸れ果てた失恋に後で感謝することもある。 

＜今までに、私をフッテくれた人たち有り難う。おかげでこの息子に会えました＞。 

日本一短い手紙のコンクール『一筆啓上賞』の、かつての入選作にある◆男女の仲に限る

まい。この道で生きようと志した人生の夢に、つれなくされる失恋もある。今年のノーベ

ル生理学・医学賞に選ばれた山下伸弥・京都大学教授（50）も経験者であるらしい◆スポ

ーツ選手を治療する整形外科の臨床医を志し、挫折している。上手くやれば 20分の手術が 

2 時間かかったというから、よほど不器用だったのだろう。邪魔で足手まといの¨ジャマ

ナカ¨と、先輩医師からは残酷な異名までもらったという◆臨床医になる夢にフラれて研

究医に転身し、ｉＰＳ細胞（新型万能細胞）という途方もない¨孝行息子¨を人類の未来

に産み落とした。＜人間万事塞翁が馬＞だからこそ、人生は面白い◆仕事に、恋に、ある

いはほかの何かにつまずき、どん底の中で偉業の朗報に接した人も多かろう。明日を信じ

て、今日の悔し涙に乾杯。 

 

◇ 入会式 

湯川 芳朗（ゆかわ よしろう）会員 湯川法律事務所 所長 

推薦人 高橋 晋 会員、飯田 正雄 会員 

顧 問 石橋 菊太郎 会員 

所属委員会 クラブ広報委員会 雑誌・広報 

奉仕プロジェクト委員会 国際奉仕 

職業分類  弁護士 

 皆様、こんにちは。先ほど紹介にもありましたが、出身は和歌山で高校までは和歌山に

おりました。その後、東京、千葉で生活しております。４５年間関東で生活しております

ので、関西の空気は抜けてきているのではないかと思います。弁護士として３０年あまり、

年齢も６３歳ですが、少なくとも気持ちだけはかなり若い気でおります。事務所は京成佐

倉の駅の近くに構えております。最初は船橋におりましたが、平成元年、佐倉に移り現在

に至っております。今回、成田ロータリークラブに声を掛けていただき、初めて例会に参

加させていただきました。錚々たるメンバーの方々とお会いする事が出来、非常に光栄に

思っております。できるだけ１日も早く空気に慣れまして、皆様と一緒に活動できたらと

思っておりますので宜しくお願い致します。 
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◇ バッチ授与 

マルチプルポールハリスフェロー４回目 

神﨑 誠 会員 

 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団   工藤 照淳 リーダー 

積立寄付者 ロータリー財団 設楽 正行 会員 

米山記念奨学  諸岡 靖彦 会員 

 

・米山記念奨学   日暮 俊久 リーダー 

先週、設楽委員長よりお話があったかと思いますが、１０月は米山

月間でございますので、地区より米山奨学会委員の織田さんがいら

っしゃって前回お配りしてあります豆知識について説明があります。

会員の皆様はご用意をお願いいたします。また中国出身の唐エイさ

んという米山奨学生の卓話もございますので宜しくお願い致します。 

 

◇ 幹事報告   石川 憲弘 幹事 

１．当クラブ会員 佐瀬和年様のご母堂秀子様（享年 87 歳）が

ご逝去されました。 

通夜 10 月 15 日（月）18 時 30 分 

告別式 10 月 16 日(火)10 時 30 分 

八富成田斎場で執り行われますのでご連絡申し上げます 

２．10 月 18 日（木）情報研究会 ラディソンホテル 14 時点鐘 

テーマ「職業奉仕に生きること 話し合い 語り合おう」 

閉会 16 時 40 分 懇親会 17：00～18 時 30 分 

３．10 月 21 日（日）地区大会 登録開始 9：00 点鐘 9：45 会場 森のホール 21（松

戸市文化会館） バス利用の方は京成東口コンフォートホテル前出発時間 7：30  

早めの集合となりますが宜しくお願い申し上げます。バスはコスモポリタンとの乗り合わ

せになります 

４．10 月 25 日（木）9 分区親睦ゴルフ参加人数 11 名  

クラブ負担金 30,000 個人負担金 3,000  

プレイ費は 14,500 円各自清算をお願いいたします 

５．大原ロータリークラブより創立 50 周年記念誌が届いております 

６．多古ロータリークラブより週報 活動計画書が届いております 

７．成田コスモポリタンロータリークラブより週報が届いております 

８．クールビズは今週までです。お間違いのないようお願いいたします 
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◇ 卓話      

「 金 融 円 滑 化 法 」 

 

吉田 嘉浩 会員（千葉銀行 成田支店 支店長） 

 私も千葉銀行に入りまして３１年が過ぎました。支店長になり今の成田支店で七店目。

おそらく支店長が出来るのもあと２，３年。ここまでくると如何に人として地域貢献がで

きるかどうかということで、銀行業はもとより少しでもお取引先企業のために何ができる

かと、ようやく日々考えて仕事ができるようになってまいりました。その中で（銀行の方

であれば御理解いただけるかと思いますが）６月、７月というのは、お客様への決算説明

が毎日のようにあります。今年、話を伺っていて今までにない現象がございました。大半

のお客様から出てくる言葉は「残念ながら売上は落ちてしまったよ、ただ最終利益はここ

数年上がっているよ」というものです。東日本大震災があり、その復興事業に伴うものも

あろうかと思います。また多くの企業さんがコストの削減をはかる中で利益が上がってき

ているというのもあるかと思います。しかし、それ以上になるほどと思ったことは「今年

は貸し倒れ、引き当てが今までの年で一番少なかった」例えばこういったお話を１社２社

だけ聞くと、やはり業界によってお取引先の信用リスクを十分加味されて気をつけていら

っしゃるから貸し倒れが減ったのかなと思っておりましたが、ことごとくお客様から貸し

倒れの話が出て、その後にくるのが、金融円滑化法のお陰だよという話です。金融円滑化

法によって銀行がお客様の条件を変更し、その分、資金繰りに詰まることなく事業を継続

できる。それが企業の貸し倒れ、引き当てが削減された一番の要因だということです。た

だこの金融円滑化法が来年の３月末で期限が切れますので、当局から既に銀行関係は今か

ら出口戦略を始めなさいということですが、実際今年の６月くらいからは毎月のように企

業の倒産件数が増えてきております。こういった状況を踏まえますと、当然、当局として

の出口戦略もありますが、その中でこれから金融機関がどういった動きにでるか出口戦略

を中心にお話をさせていただきたいと思います。 

初めにこの法律が導入された経緯について振り返って見たいと思います。 

今から４年前の平成２０年春アメリカ政府は証券大手ベアー・スターンズの経営危機に

際し公的資金を投入し救済しましたが、後に表面化したリーマンブラザーズに対しては同

様の救済策を講じず、その結果として平成２０年９月１５日、当時４番目の大きさを誇っ

た同社が経営破綻するに至りました。破綻原因は皆様ご存知の通り低所得者層向け住宅ロ

ーンいわゆるサブプライムローンの証券化商品を大量に抱え

ていたところに住宅バブルの崩壊がおこり、その後株価が急落

し連邦破産法第１１条（日本の民事再生法に相当）を適用申請

し事実上破綻しました。負債総額は６，１３０億ドル（日本円

で約６４兆円）と史上最大でありました。救済しなかったこと

は世界の金融界に大きな衝撃を与え、金融危機および世界同時

不況となり世界のほとんどの国の株式相場が暴落し、金融シス

テム不安から国際的な金融収縮が起きました。これがいわゆる

「リーマン･ショック」「リーマン・クライシス」といわれる

ものです。 



 5 

 日本では日経平均株価も大暴落し平成２０年９月１２日（金）の終値は１２，２１４円

でしたが１０月２８日には６，０００円台の安値をつけるまでに下落しました。また金融

会社ではヤマト生命保険が倒産したものの日本ではサブプライムローンにあまり手を出し

ていなかったため直接的な影響は軽微でありました。しかしながら経済の冷え込みに伴う

世界的な消費の落ち込みや、金融不安で各種通貨から逃げた資金が日本円に集まり超円高

に振れるなど、それまで景気を支えていた輸出企業に大きなダメージを与え、結果的にリ

ーマン・ショック以降に経済が最も衰えたのは日本でありました。そのため当時金融相の

亀井静香氏が中小零細企業救済のため債務の支払いを法律で一定期間猶予させる返済猶予

制度、いわゆるモラトリアムを提唱し、金融円滑化法が平成２１年１２月４日施行されま

した。この法律の施行は長年金融機関に従事してきた私達を困惑させるもので手探りでの

スタートとなりました。なぜなら貸出条件緩和をすることは不良債権の発生となり、新た

に引当金の積み増しにつながり金融機関の決算に大きな影響をあたえるものになるからで

す。したがって、施行前は貸出条件緩和の申し出があっても経営改善計画がない限りすぐ

に返済条件の変更は受けておりませんでした。しかしながらこの法律にあわせ金融庁は金

融検査マニュアル・監督指針を改定し貸出条件変更などを行う際に、経営改善計画がなく

とも、最長１年以内に計画等を策定する事ができる見込みがあれば不良債権とならないと

いたしました。 

この法律は中小企業者などに対する金融の円滑化を図るための臨時措置として平成２３

年３月３１日まで約２年間の時限立法でした。同法が施行された当時は金融危機を受けて

減速した日本経済の中で、中小企業の資金繰りを一時的に支援すれば倒産を防ぐ事が出来

るといった考えでした。しかしながら欧州債務危機や東日本大震災など長引くデフレ不況

にあって中小企業の売上は相変わらず不振であり本業の収益力の回復が見込めない状況に

あります。こういった環境を踏まえ政府は２回の延長を実施し平成２５年３月３１日まで

となっております。一方金融庁は金融機関に対し、軸足を「条件変更への対応」から「コ

ンサルティング機能の発揮」に移しております。 

このコンサルティング機能の発揮もこれからお話させていただく出口戦略の前段階かと

思われます。内容的には支援が必要な企業の再生可能性を見極めた上で提案すべきソリュ

ーションを、①自助努力で経営改善ができる企業に対してはビジネスマッチングなどによ

る販路拡大を、②抜本的な事業再生によって経営改善が見込める企業には資本的借入金い

わゆるＤＤＳやＤＩＰファイナンス活用の検討を、③事業の持続可能性がない企業には経

営者に廃業や転業への助言を、と大きく３つに分類しております。 

ちなみに金融円滑化法施行後平成２４年３月末までの２年３ヵ月の間に全国１，５２１

社の金融機関に寄せられた中小企業からの条件変更の申込件数は延べ３１３万件でそのう

ち実行したのは２８９万件で実行率は９２．３％、対象債権額累計で６３兆円に達してお

ります。 

この条件変更の実行件数は債権ベースの累計数字であり実質的な企業数は４０万社程度

と言われ、このうち事業再生ないし業種転換等の支援が必要な先は５～６万社とみられて

おります。この数字が大きいとみるか小さいとみるかは何とも申し上げられませんが、来

年にせまった期限を前に金融機関毎に出口戦略がはじまっていることは確かです。 

では実際同法終了後どういった事象が予想されるか対応策は何かを最後にお話申し上げ

たいと思います。実は金融円滑化法の３回目の延長も検討された事がありました。しかし
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ながら景気が更に急速に悪化した場合に金融機関が大量の不良債権を抱えることの懸念に

より見送られました。円滑化法により本来不良債権に分類されるべき一部の債権が正常な

債権としてみなされておりますが同法が終了すればこうした債権が不良債権として顕在化

する可能性があるからです。 

一方で今後危惧されるのは支援打ち切りによる企業の倒産件数の増大です。すでに一部

の金融機関では、出口戦略を意識する中で支援を打ち切ったというケースも出始めてきて

いるようです。 

出口戦略については大まかに分けて二つの考え方があると思います。 

一つはソフトランディングであり、もう一つは相応のコスト(債権放棄を含む)をかけて

の対処です。おそらくこの問題は資金の借り手側である債務者の置かれている状況のみな

らず、貸し手側である金融機関の状況をも総合的に考慮してケースバイケースに対応して

いかざるを得ないものと思われます。 

では軟着陸ソフトランディングについてご説明させていただきます。 

はじめに金融機関サイドの大きな問題として金融庁が示す再生支援業務を遂行するだけ

の人材や事業再生、ビジネスマッチングといったノウハウ、財務体力の有無があります。

これまでの預貸金取扱金融機関のビジネスモデルで求められていた人材やノウハウが、必

ずしもそのまま事業再生に役立つわけではございません。たとえば人材面で申し上げると

これまでの金融機関の職員に求められていた「目利き力」は貸出債権の回収可能性を見極

める力であって事業再生ファンドのような再生可能性を判断する能力ではありません。そ

れを持ち合わせているかどうかが問題です。またビジネスマッチングでは金融機関が主導

して企業を引き合わせても安売りを強いられた結果、収益性が低く非効率な取引を生んで

しまったというケースもでているようです。 

このような背景もあり金融庁が主導する考えは先ほど申し上げた５～６万社に的を絞っ

た形で企業再生支援機構と中小企業再生支援協議会の機能強化であります。再生支援機構

は、本年４月に東邦銀行前頭取を社長に、また私どもの元専務の今井を専務に迎え、従来

の大企業偏重の支援姿勢を払拭し、中小企業専担部署を新設し難易度の高い再生案件を引

き受けることとしております。 

一方で４７都道府県に設置された再生支援協議会は大量の相談案件をさばくため現在体

制整備を急いでおりますが、同協議会だけではさばけないことも想定し、中小企業庁が取

り組んでいる「中小企業支援ネットワーク」も各都道府県で創設されております。 

また金融庁は都道府県単位で業態横断型の事業再生ファンドを組成する事も要請してお

り千葉県も今年度中に組成される予定であります。 

それでは最後に具体的に考えられる手法についてお話いたします。 

金融庁の提唱しているのは聞きなれない言葉だと思いますが資本性借入金の積極的な活

用です。資本性借入金とは既存の借入金を劣後性を有する借入金に返還することです。業

界内ではＤＤＳ（デッドデッドスワップ）と呼ばれております。これは債務者としては当

面の借入金の返済を回避することができ、資金繰りの安定化が図れます。金融機関として

も債権放棄等が生じないというメリットを享受できますのでソフトランディングの一つだ

と思います。 

金融庁が提唱するＤＤＳ以外にソフトランディングの手法として考えられるものを３つ

ほどあげさせていただきます。 
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ひとつはＤＤＳを利用しないリスケジュールです。金融円滑化法施行後、金融機関側に

も相応のノウハウが蓄積されてきましたので、一定の弁済計画・資産処分計画を含んだ経

営再建計画を前提に、一年後または一定期間後に計画を見直す方法です。この方法は債権

者にとっては事業継続を前提に対象債権のリスケジュールを行うことができる一方で金融

機関側にもＤＤＳのような長期間の与信を与えるわけでなく、最終的な判断権を留保でき

る点で双方ともにとりあえずソフトランディングができます。問題になってくるのは金融

庁の金融検査マニュアル・監督指針と金融機関による債務者から提出された計画の検証体

制だと思われます。 

二つ目として自社の事業部門の見直しです。まず採算部門と不採算部門の峻別です。当

然のごとく不採算部門は縮小・売却・清算することです。中小企業の場合不採算部門と採

算部門が密接に関係していることが多い状況も事実です。またお取引先、従業員等に迷惑

をかけてしまうこともでてきますが、生き残りをかけ経営者がいかに判断を下すかだと思

われます。 

三つ目として再生ファンドの活用です。 

この手法は金融機関が金融円滑化法の対象債権を再生ファンドに売却しファンド主導に

よる再建を図るものです。ややもすると債務者の再生支援というよりも金融機関の健全化

のための整理促進とも受け止められてしまうものです。更に売却価格が低いようでは体力

のある金融機関にしか利用しにくい手法でもあります。 

したがってファンドに売却するだけでは債務者の事業再建にはつながりません。ファン

ドによる再建が上手くいくためには、ファンドに事業再生支援のノウハウがあるか、ファ

ンドに出資・融資等の新規資金の提供機能が存在するか、ファンドによる再建に適した条

件が確保されているか、ファンドの出口方法が確保されるか等このファンド活用について

はまだまだ解決しなければならない問題点が山積されていると思われます。 

 以上考えられる手法に付きまして、縷々申し上げて参りましたが金融円滑化法は経済的

過渡期の暫定措置であったこと、および従前のような右肩上がりの景気回復は直ちに想定

しにくいことを加味しますと、ソフトランディングのためにはいずれの手法も難易度が高

く問題点も多々あるように思います。残された５ヵ月余りで態勢整備が急務になると思い

ます。 

最後の最後にリーマンショックから５年、昨年の東日本大震災、欧州危機、円高と１０

０年１０００年に一度の事象に対してここまで踏み止まっているのは、ひとえに日本の底

力だと思います。ただ世界各国で財政の蛇口をしめる緊縮財政に入っていることを考える

と日本経済はどうしてもジリ貧になると思われます。 

昨今はアメリカの外需頼みのような記事が紙面を多く飾っておりますが、アメリカも今

資産下落によるホームエクイティ問題が顕在化してきており期待はできない状況だと思い

ます。その中で、今後中小企業がどうすればいいか、ここからはリーマンショック以降、

私が実際に経験してきた事をお話いたします。 

この４年間の間に取引先企業の経営破綻、事業再生等さまざまなケースに直面いたしま

した。数多くのコンサルタントや会計士と連携し解決できることもあれば大半が道半ばの

状況です。 

私どもが取り組むにあたりどうしてもさけられないのがまず市場分析です。今の日本は

デフレといわれている通り、いわゆる市場の成熟化が急速に進んでおります。これにより
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企業になにがおきたのか、ものが売れない、いわゆる売上の現象、そしてものが売れない

ため値引き合戦が更に熾烈化してきました。この状況が更に進展することにより、一年前

より市場の細分化が進んでおります。この細分化された市場こそ大手企業が対応できない

多品種少量、多様化の市場です。大手にすれば小さいが中小企業にとっては大きな市場で

す。これこそが中小企業の生き残りをかけた市場なんだと思います。したがっていかに自

社の市場を創造し、そして市場を開拓することができるか、中小企業は、中小企業同士ど

ういう連携をするかにターゲットを絞り込んだ価値創造ができるかです。価値創造とはお

そらくお互いの知恵をつなぐこと、物と物ではなく人と人をつなぐことだと思います。 

よく製造業の取引先からお客を中国にとられてしまった。品質には自信があるがどうし

てもコストで勝てないと言うお話をいただきます。確かに付加価値のないものについては

中国シフトが進んでいることは間違いありませんが、すべてが品質、コストだけでしょう

か。私どものお取引先で負荷価値のないものでも中国シフトをされないお取引先がありま

す。不思議に思い社長に何で中国企業にシフトされないかうかがってみました。その企業

も長年品質を売りにお取引先を確保されていたようですが、中国の技術力も向上し品質も

ほとんど日本と変わらなくなり、コスト面で中国シフトされる危機も一時あったようです。

ところがシフトされず若干のコストダウンですんでいるということです。当社の社長もや

はり自社の品質が評価され、うちの売りはやはり品質だと思っていたようです。ある日販

売先の役員と話をする機会があったときに、おたくから買っているのは品質、コストはも

とより、一番ありがたいのは納期だといわれたそうです。自分のところは品質を売ってい

るものと思ったがお客は時間を買っていたのです。自分が売っている物とお客が買ってい

るものが違い非常に驚いたようです。この話を聞きまして日本の製造業は時間を買っても

らっている事に気づきましたが、それが生き残りの道の一つだとも思いました。 

これ以外にもいくつかの例がありますが、またこのような機会がありましたらお話させ

ていただきたいと思います。本日は御清聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   小宮山 四郎 会長 
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