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要約 

 2009 年の世界金融危機以来,なかなか日本経済は回復を見せない.2011 年には,東日本大

震災に,タイの洪水,そして円高の問題があり,経済回復の妨げとなっていると考えられる.そ

んななかで日本経済を支える中小企業にとっても今回の災害,円高の問題は経営に大打撃を

与えている.本稿の目的は,中小企業の経営を維持するための資金繰りの円滑を目指すこと

である.これを実現させるために,新たな金融機関,信用保証協会,中小企業の連携を提案する. 

 

まず第 1 章では,中小企業とは何か,日本経済に占める中小企業のウェートを明らかにす

ることで,中小企業の日本経済における位置付けについて述べる.そして,現在施行されてい

る政策についてまとめる. 

中小企業は,企業数は日本企業の全体の約 99%を占め,従業員は約 76%が中小企業に勤め

ている.雇用以外の中小企業の役割としては,①競争の担い手,②成長産業の創出の担い手,③

多様化するニーズの担い手,④地域経済の担い手,⑤社会的分業構造の担い手の 5 点があげ

られる.これらの役割を見ると,日本経済において中小企業は,地域活性化のためだけではな

く,大企業のサプライチェーンとしての役割も担っていることが分かる.このような役割を

担い,また日本経済に占めるウェートが高い中小企業は日本経済にとって重要な位置付けと

なっている. 

 

第 2 章では,中小企業金融の現状について述べる.金融機関側と中小企業側のアンケート

調査をもとに比較し,考察していく. 

中小企業側に行ったアンケート調査2では資金繰りが厳しくなったと回答した企業が増加

しているのに対し,金融機関側に行ったアンケート3では,中小企業向けの貸出を積極的に行

いたいと回答していることが明らかになった.このような企業側と金融機関側の矛盾の原因

としては 3 つあげられる.①情報の非対称性・規模の経済,②担保の問題,③財務構造の問題

である. 

 

そこで第 3 章では,実際にデータを用いて分析を行うことにする.先行研究には,松浦・三

井・北川(1990)を用いる.松浦・三井・北川(1990)では,不均衡モデルを全国銀行貸出市場,

中小企業貸出市場,住宅金融市場の 3 つにわけ,各市場において金利が当該期間内に均衡金

利まで調整されないことから貸出市場に不均衡（超過需要）が生じているかいないかを検

討している. 

この分析結果から,中小企業向け貸出市場では,超過需要という意味での不均衡がうかが

える. 

 

第 4 章では,第 1 章から第 3 章までの現状分析を踏まえ,問題意識を整理し,次章の推計,政

策提言につなげる. 

                                                      
2 （出典）日本銀行 金融機構局「主要銀行貸出動向アンケート調査」 
3 （出典）日本銀行「全国企業短期経済観測調査」 
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問題意識は 2 つある.①中小企業の資金繰り DI がプラスに好転したことがない,②中小企

業資金繰り対策に関して多くの政策が施行され,金融機関側も中小企業に対して積極的な貸

出傾向があるにもかかわらず,分析結果から超過需要の結果が見られた,の 2 点である. 

 

第 5 章では,第 3 章で行った分析モデルを用いて,より詳しく分析を行う.松浦・三井・北

川(1990)では,地域ごとに分析がされておらず,地域ごとの詳細な結果が得られなかったた

め,本稿では北海道,東北,関東（東京を除く）東京,北陸・甲信越,東海,関西,中国,四国,九州

の 10 の地域別に分け推計する. 

この分析から関東,東京,関西では超過需要で,その他の地域では超過供給の結果が得られ

た. 

 

第 6 章では,第 5 章の分析結果をもとに政策提言を行う. 

政策提言としては,「政府系金融機関,商工会議所が信用保証協会や金融機関に情報公開

し,情報の非対称性を緩和させ,金利を提言する」ことである.具体的には,商工会議所が金融

機関や信用保証協会との情報共有を実現することで,金融機関と信用保証協会は中小企業の

情報を容易に入手することが可能になり,商工会議所にとっては中小企業が会員となり,各

機関にとってメリットが生じる. 
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はじめに 

 中小企業は日本企業の約 99%を占めている.この 99%という数字は非常に大きく,私たち

が思っている以上に日本の経済の大部分を占めている.大企業にばかり,注目が行きがちで

あるが,もとを辿れば,ソニーも創業当時は従業員 10 数名の町工場であった.それが今や,日

本以外のアメリカや中国などの世界各国でその名が通るほどの大企業となった.つまり,今

ある約 460 万以上の中小企業の中に,第 2,第 3 のソニーやトヨタのような企業が存在して

いるに違いない.まだまだ未知数の中小企業を発掘し,支援していくことが重要である. 

 

 2011 年 3 月 11 日に東北地方,関東地方の太平洋沿岸を襲った東日本大震災.震源地であ

る宮城県では日本の観測史上最大のマグニチュード 9.0 を記録し,それに伴って引き起こさ

れた大津波により,甚大な被害を被った.また,同年 7 月にはタイで洪水が発生した.特にチャ

オプラヤー川流域,メコン川周辺で甚大な被害を出した.タイは日系企業が 3100 社以上4と

多く,その被害も多大なものとなっている.2011 年は日本企業にとって自然災害に振り回せ

られた年と言っても過言ではないだろう.このような自然災害により直接的には被害を被っ

ていない大企業にまで影響を及ぼした.その要因は,産業のサプライチェーンを担っている

中小企業が被害を受け,生産がままならなくなったと考えられる.また,これにより地域の住

民生活を支えている中小企業に注目が集まった.5 

 

 2007 年のサブプライム・ローンの問題に端を発したアメリカ住宅バブル崩壊をきっか

けに多分野の資産価格の暴落が起こった.アメリカの名門証券会社で投資銀行のリーマン・

ブラザーズも例外ではなく多大な損失を抱え,2008 年に破綻をし,世界の金融市場に多大な

影響を与えた. 

 2010 年には,ギリシャで巨額の財政赤字の隠ぺいが発覚した.ギリシャの財政赤字の実態

が予想以上にひどいことを認め,欧州の単一通貨ユーロの信用が低下した.そのため,欧州連

合は 2010 年 5 月に国際通貨基金とともに救済に乗り出した.その後,アイルランドも財政破

綻.ポルトガルやイタリア,スペインなど南欧諸国を中心に財政赤字比率が高い国は他にも

あり不安は収まっていない.6 

 日本銀行の白川総裁は,16 日の金融政策決定会合後の記者会見で,欧州危機で世界経済の

不確実性が高まれば投資家がリスク回避に動くため,「相対的に安全資産とされる円が選好

される」と語り,欧州問題が円高の背景にあることを改めて説明した. 

 日本企業は今,自然災害による影響と世界経済の流れの中で様々な問題に直面している.

今後,日本企業が世界の中でどこまで成長していくか注目していきたい. 

                                                      
4 中小機構「中小企業が過半占める ―タイ進出日系企業を初めて協同で実態調査―」(2011年 11月 17日閲覧) 

http://www.smrj.go.jp/keiei/kokusai/report/chosa/bk/002323.html 
5「 中小企業白書(2011)」参照 
6 朝日新聞朝刊 2011-4-2 

http://ja.wikipedia.org/wiki/2008%E5%B9%B4
http://kotobank.jp/word/%E5%AE%9F%E6%85%8B
http://kotobank.jp/word/%E5%AE%9F%E6%85%8B
http://kotobank.jp/word/%E4%BA%88%E6%83%B3
http://kotobank.jp/word/%E4%BA%88%E6%83%B3
http://kotobank.jp/word/%E6%AC%A7%E5%B7%9E
http://kotobank.jp/word/%E5%8D%98%E4%B8%80
http://kotobank.jp/word/%E5%8D%98%E4%B8%80
http://kotobank.jp/word/%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%83%AD
http://kotobank.jp/word/%E4%BF%A1%E7%94%A8
http://kotobank.jp/word/%E4%BD%8E%E4%B8%8B
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E9%80%9A%E8%B2%A8%E5%9F%BA%E9%87%91
http://kotobank.jp/word/%E6%95%91%E6%B8%88
http://kotobank.jp/word/%E7%A0%B4%E7%B6%BB
http://kotobank.jp/word/%E7%A0%B4%E7%B6%BB
http://kotobank.jp/word/%E5%8D%97%E6%AC%A7
http://kotobank.jp/word/%E5%8D%97%E6%AC%A7
http://kotobank.jp/word/%E4%B8%AD%E5%BF%83
http://kotobank.jp/word/%E6%AF%94%E7%8E%87
http://kotobank.jp/word/%E4%B8%8D%E5%AE%89
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第1章  中小企業と日本経済 

第1節 中小企業の定義と役割 

第 1 項 中小企業の定義 

 法人企業の場合は,資本金基準と従業員基準のいずれかを満たす企業個人企業の場合は,

従業員基準を満たす企業が中小企業と定義される.業種によってそれぞれの基準の内容は異

なっている.図 1 参照. 

 中小企業基本法は,中小企業政策の基本方針を示すものであり,1963 年に制定された.その

後,1973 年には一部の業種で定義が変更され,さらに 1999 年には物価水準や 1 企業当たり

の資本金額などの高まりを反映させて大幅な定義の見直しが行われた.7 

 1999 年の法改正では,中小企業の定義が改訂されただけではなく,同時に中小企業政策の

理念も大きく変更された.今までは,中小企業を画一的に「弱者」としてマイナスのイメー

ジでとらえていた.しかし,新しい中小企業基本法では,中小企業の機動性,柔軟性,創造性を発

揮する「我が国経済のダイナミズムの源泉」としてとらえ,政策理念を「独立した中小企業

の多様で活力のある成長発展」へと転換している.このように中小企業に対して積極的な評

価が加えられるようになったのは,中小企業の社会的な役割が日本経済にとって大きな意味

をもつようになったからにほかならない. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 中小企業基本法第 2 条第 1 項.ただし,施策によっては異なる定義が用いられていることもある.たとえば中小企業金

融公庫法では,政令によりゴム製品製造業は資本金 3 億円以下または従業員数 900 人以下,ソフトウェア・情報処理サ

ービス業は資本金 3 億円以下または従業員数 300 人以下,旅館業は資本金 5000 万円以下または従業員数 200 人以下

を中小企業としている. 
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〈図 1 中小企業の定義と返還〉 

 

 

            〈1963 年〉     〈1973 年〉     〈1999 年〉 

            1000 万円以下    3000 万円以下     1 億円以下 

               50 人以下        100 人以下     100 人以下 

 

            1000 万円以下               5000 万円以下 

              50 人以下                 50 人以下 

 

            1000 万円以下               5000 万円以下 

              50 人以下                 100 人以下 

 

            5000 万円以下      1 億円以下      3 億円以下 

              300 人以下      300 人以下      300 人以下 

 

（注）1．資本金と従業員数のいずれか一方を満たせばよい. 

2．従業員は常時使用する従業員を指す. 

    3．個人企業は従業員数の基準が適用される. 

              4．日本標準産業分類が 2002 年 10 月 1 日に改訂されたが,中小企業者の範囲は 

見直されていない.ただし,下記の通り,訂正後の日本標準分類に基づいた 

業種の読み替えが必要である. 

 改訂後の産業分類 

卸売業 ・大分類「卸売・小売業」のうち卸売業に該当する中分類 

小売業 ・大分類「卸売・小売業」のうち小売業に該当する中分類 

・大分類「飲食店，宿泊業」の中分類「一般飲食店」，同「遊興飲食

店」 

サービス業 ・大分類「情報通信業」の中分類「放送業」，同「情報サービス

業」，小分類「映像情報制作・配給業」，同「音声情報制作業」，同

「映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス業」 

・大分類「不動産業」の小分類「駐車場業」 

・大分類「飲食店・宿泊業」の中分類「宿泊業」 

・大分類「医療・福祉」 

・大分類「教育・学習支援業」 

・大分類「複合サービス事業」 

・大分類「サービス業（他に分類されないもの）」.ただし小分類「旅

行業」を除く 

製造業その他 上記以外のものすべて 

（出典）中小企業基本法など 

 
 
 

第 2 項 中小企業の役割 
 中小企業の日本経済においての役割としては,6 点あげられる.①雇用の担い手,②競争の

担い手,③成長産業の創出の担い手,④多様化するニーズの担い手,⑤地域経済の担い手,⑥社

会的分業構造の担い手である. 

業種 資本金（上段）／従業員数（下段） 

卸売業 

小売業 

サービス業 

製造業その他 

(上記以外の全て) 



10 

 

2.1 雇用の担い手 

 第 1 には,労働市場における役割がある.中小企業は量的にも質的にも雇用の担い手とし

て大きな役割を果たしている. 

 まず,量的な側面についてみると,非一次産業常用雇用者の 76.1％が中小企業に勤めてい

る（表 1 参照）.国や地方自治体は雇用機会の創出を図るために中小企業を対象としたさま

ざまな施策を講じている.たとえば,厚生労働省が行っている雇用獲得維持のための助成金

などがある. 

 

〈表 1 産業別・規模別企業数と従業者数（民営,2010 年）〉8 

  中小企業 大企業 合計 

  
企業数（社） 

構成

比 
企業数（社） 

構成

比 
企業数（社） 

構成

比 

  従業員数（人） （％） 従業員数（人） （％） 従業員数（人） （％） 

建設業 
583,008 100.0  262 0.0  583,270 100.0  

4,143,894 95.9  176,550 4.1  4,320,444 100.0  

製造業 
532,626 99.3  3,580 0.7  536,206 100.0  

7,103,537 72.3  2,723,879 27.7  9,827,416 100.0  

卸売業 
397,456 99.2  3,343 0.8  400,799 100.0  

3,334,774 80.8  790,475 19.2  4,125,249 100.0  

小売業 
1,130,646 98.3  19,668 1.7  1,150,314 100.0  

6,331,530 73.9  2,240,211 26.1  8,571,741 100.0  

飲食店 
712,990 99.0  6,988 1.0  719,978 100.0  

4,346,192 87.5  620,816 12.5  4,967,008 100.0  

サービス業 
1,894,611 98.6  27,170 1.4  1,921,781 100.0  

14,880,357 68.4  6,880,297 31.6  21,760,654 100.0  

非一次産

業 

5,889,431 98.9  62,570 1.1  5,952,001 100.0  

46,139,975 76.1  14,464,187 23.9  60,604,162 100.0  

 

 さらに,中小企業は転職市場においても大きなウェートを占めている.転職者（パートタ

イム労働者を含む）のうち 62.9％9が中小企業10に勤務している.中小企業は労働移動の円

滑化という点でも一定の役割を果たしているのである. 

 質的な側面としては,中小企業は高齢者や女性など多様な労働者に柔軟な就業の場を提供

していることがあげられる.（表 2 参照） 

 

 

 

 

                                                      
8 （注）１．上段は企業数，下段は従業者数である. 

    ２．企業数＝会社数＋個人事業者数 

    ３．中小企業は常用雇用者 300 人以下（卸売業については 100 人以下,小売業，飲食 

店，サービス業については 50 人以下）,または資本金 3 億円以下（卸売業に ついては 1 億円以下,小

売業，飲食店，サービス業については 5000 万円以下）の会社のことを呼び個人事業者数. 

    ４．従業者とは常用雇用者を指している 

    ５．産業分類は 1993 年 10 月改訂のものに従っている. 

 （出典）総務省「経済センサス」（2011 年）再編加工 
9 厚生労働省「雇用動向調査」（2007 年）参照 
10 ここでの中小企業とは,常用雇用者 299 人以下の事務所とする. 
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〈表 2 年齢別・企業規模別雇用者数（2010 年）〉11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 （注）上段は男性,下段は女性の雇用者数である. 

（出典）総務省「労働力調査年報」 

29歳以下
30歳代

40歳代
50歳代

60歳代
70歳以上

総数
構成比

構成比
構成比

構成比
構成比

構成比
構成比

1～4人
25

4.93
48

6.82
44

7.10
44

8.15
48

13.33
16

23.53
225

8.04
188

7.26
9

2.00
36

7.64
40

9.71
14

19.72
11

29.73
171

8.20
5～29人

113
22.29

155
22.02

123
19.84

120
22.22

105
29.17

26
38.24

642
22.94

672
25.97

116
25.72

122
25.90

107
25.97

24
33.80

15
40.54

546
26.17

30～99人
86

16.96
118

16.76
98

15.81
88

16.30
68

18.89
12

17.65
470

16.79
468

18.08
85

18.85
86

18.26
79

19.17
14

19.72
5

13.51
381

18.26
100～499人

113
22.29

158
22.44

125
20.16

108
20.00

68
18.89

8
11.76

580
20.72

559
21.60

104
23.06

97
20.59

86
20.87

10
14.08

3
8.11

440
21.09

500～999人
40

7.89
54

7.67
49

7.90
42

7.78
22

6.11
2

2.94
208

7.43
177

6.84
34

7.54
32

6.79
23

5.58
3

4.23
1

2.70
138

6.62
1000人以上

130
25.64

171
24.29

181
29.19

138
25.56

49
13.61

4
5.88

674
24.08

524
20.25

103
22.84

98
20.81

77
18.69

6
8.45

2
5.41

410
19.65

合計
507

100
704

100
620

100
540

100
360

100
68

100
2799

100

2588
100

451
100

471
100

412
100

71
100

37
100

2086
100
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高齢者についてみてみると,60 歳代以上の男性雇用者の多くは中小企業に勤務している.

中小企業は高齢者雇用の受け皿として大きな役割を担っていることがわかる. 

同時に女性についても,中小企業は雇用の受け皿として機能している.年齢別に女性雇用

者数をみると,全体的に中小企業のウェートが高いことがわかる.とくに,40 歳代以上の中高

年層では従業者規模の大きい企業から小さい企業へと占めるウェートの値が大きくなって

いる.つまり,結婚や出産などによって勤務を中断した女性が労働市場に再び参入する場合,

中小企業が受け皿となっているのではないかだろうか. 

 このように,中小企業は量的な雇用機会を生み出しているだけではなく,質的にも多様で

柔軟な就業の場を提供しているのである. 

 

2.2 競争の担い手  

 第 2 には,中小企業は経済の活性化に寄与していることがあげられる. 

 市場に多数のプレイヤーが存在していることで競争が活性化する.競争に勝ち残るために

は,企業は競争相手と何らかの点で差別化を図らなければならない.その結果,小さな革新が

絶えず起こることで,ひいては経済の活力が維持されているのである. 

 こうした競争の前提条件となるのは企業の活発な新規開業である.そのほとんどが中小企

業である.技術や需要などの変化に伴い,新しい企業が市場に参入することで競争が活性化

し,既存の企業も経営の革新に取り組む.そして競争に敗れ,市場のニーズに応えられなくな

った企業は市場から撤退する.その結果,資本や労働などの生産要素がより生産性の高い企

業にシフトし,社会全体として生産性が高まることになる. 

かつては日本でも数多くの中小企業が生まれていたが,1980 年代以降新規開業は低調で

ある.開業率が廃業率を下回り,企業数は純減に転じている12.このため近年新規開業を促進

するためにさまざまな政策が打ち出されている.この背景としては,中小企業が競争の担い

手として重要な役割を果たしているという積極的な評価がなされるようになったことが大

きい. 

 

2.3 成長産業の創出 

 第 3 には,中小企業は成長産業の母体であるということである. 

 「成長産業の母体」とは,大企業になるまで成長を遂げる中小企業が国の経済を牽引する

産業の中核になるということである.つまり,数多くの中小企業の中から革新的な企業が成

長し,産業のフロンティアを拓くといことだ.数多くの中小企業が存在すれば,そのような成

長企業が生まれる確率もそれだけ高まるはずである. 

 中小企業は成長産業を創出する可能性を秘めた企業の苗床である.多くの産業が成熟化し

た現在,国をあげてベンチャー企業の輩出に取り組んでいるのはこのためである. 

 
2.4 多様化するニーズに応える 

 第 4 には,多様なニーズに応える商品・サービスを提供していることである. 

 ニーズが多様化すると,一つ一つの市場は細分化される.細分化された小さな市場は,一般

的に企業の最適規模は小さくなる.したがって,こうした小さな市場に商品・サービスを提

供している中小企業も尐なくない. 

 

2.5 地域経済の中核 

 第 5 には,地域経済の中核としての役割があげられる. 

 日本には,特定の製品や業種に特化した中小企業が集積している地域がある.その典型は

地場産業である. 

                                                      
12 総務省「事業所・企業統計調査」,「経済センサス」参照 
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 地場産業とは,「同種または関連製品の生産や加工を行う小規模工場群が,一定地域に集

中して形成している地域的産業集団で,集団内部では社会的分業が行われている」13もので

ある.日本には多数の地場産業があるが,新潟県・燕の金属洋食器,兵庫県・西脇の播洲織・

福井県・鯖江の眼鏡枠などが有名である. 

 地場産業は,地域経済に次のような役割を果たしている. 

① 市場を地域外に求めているため,地域外の需要を取り込んでいること.つまり域外収 

入を獲得していること 

② 地場産業を構成する企業だけではなく,関連する卸売業や運送業など地域内の様々な 

企業に経済的な波及効果を及ぼしていること 

③ 地域住民に就業の機会を提供していること 

④ 地場産業や関連企業が雇用者に支払う賃金が地域内で消費されることで,地域内に付 

加価値がとどまること 

 以上のような役割を果たすことで,高度成長期までは多くの地場産業は地域経済を支えて

きた.現在,アジア製品を中心とする輸入品によって,地場産業が日本経済全体に占めるウェ

ートは低下傾向にあるものの,地域経済のなかには,今でも地場産業に大きく依存せざるを

えないところもある. 

 

2.6 社会的分業構造の担い手 

 第 6 には,中小企業は社会的分業構造を担っているということである.先にみた,地場産業

もその一つではあるが,ここでは電気機械工業や自動車工業における下請け企業を取り上げ

る.日本のリーディング産業でも中小企業は大きな役割を果たしている. 

 下請け企業とは,「自社よりも規模の大きな企業からの委託によって,完成製品の部品を

製造する企業」のことを意味する.たとえばトヨタ自動車やソニーなどの完成品メーカーか

ら仕様を指示されて部品を製造する企業である. 

やや古いデータではあるが,図 2 は中小製造業に占める下請け企業の割合を見たものであ

る.日本では中小製造業者のほぼ半分,47.9％が下請け企業に当たる.また,業種別には,繊維工

業や衣服・その他の繊維製品製造業で 70％以上が下請け企業である. 

しかし,最近では下請け分業構造の意義も変化している.アジア諸国の工業化が進んだ結

果,量産品の分野ではコスト面で太刀打ちできなくなってきた.そのため,日本のメーカーは

高度な技術を必要とする付加価値の高い新製品や,ロットが小さい製品の分野にシフトせざ

るをえなくなった.親企業が新製品の試作品やロットの小さい製品を製造する際,下請け企

業は重要な役割を果たしている. 

下請け企業は特定の生産工程を専門に手掛けている.そのため,高度な技術を蓄積してい

る企業が尐なくない.親企業はこうした下請け企業を活用しているのである. 

以上のように,中小企業は社会においてさまざまな役割を果たしている. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 板倉・井出・竹内 [1991] pp.55-56 
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〈図 2 下請け企業の割合〉14 

 

 

第2節 中小企業の位置付け 

 

第 1 項 中小企業の日本経済に占めるウェート 
 中小企業は日本経済においてどの程度のウェートを占めているのだろうか.産業別に中小

企業の構成比をみていく.15 

 総務省「経済センセス」（2006 年）によると,民営非一次産業でみた中小企業数は

588 万 9431 社であり,全体に占める構成比は 98.9％にのぼる（表 1 参照）.このことより,

日本の企業のほとんどが中小企業であることがわかる.いずれの産業においても構成比は

98％を超えている.また,中小企業に勤める常用雇用者は,約 4614 万人,全体に占める構成比

は 76％である（表 1 参照）.これを産業別にみると,建設業（95.9％）,卸売業（80.8％）,飲

食店（87.5％）で構成比が高くなっていることがわかる. 

製造業の出荷額,卸売業の年間販売額,小売の年間販売額,サービス業の年間販売額に占め

るウェートはそれぞれ 42.3％,64.4％,70.9％,80.1％となっている（図 3 参照）. 

 以上のとおり,いずれの統計をみても中小企業は日本経済に大きなウェートを占めてい

ることがわかる. 

                                                      
14 （注）下請け企業割合は中小製造業に占める下請け企業の割合. 

 （出典）経済産業省「商工業実態基本調査」（1998 年） 
15 日本の統計の多くは,中小企業基本法に定める定義にしたがって中小企業の数値が表章されていない.集計単位が企業

ベースではなく事業所ベースであったり,従業者数が 299 人以下であったり,従業員基準と資金基準とがクロス集計さ

れていなかったりする.統計をみるにあたっては,これらの点について留意する必要がある. 
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〈図 3 年間出荷額に占める中小企業のウェート〉16 

 

  

第 2 項 日本経済と中小企業の景況感 
 つぎに,日本の経済の動向と中小企業の業況をみていく.前項で,日本経済を占めるウェー

トにおいて中小企業が非常に高いことが明らかになった.つまり,日本経済を支えているの

が中小企業と言って差し支えないだろう. 

 このように,日本経済を支えている中小企業の景況感とＧＤＰの動向を比較することで,

いかに日本経済と中小企業の景況感がリンクしているかを明らかにしていくのが本項の目

的である. 

 

2.1 日本のＧＤＰの動向 

 図 4 は日本のＧＤＰの推移を示したグラフである. 

 2001 年には,輸出の減尐・ＩＴ関連財の市況悪化から生産活動が在庫調整局面に入り

つつあり,これに伴って企業収益や賃金（定期給与）の伸びが鈍化し,機械受注にも減速

の兆しが見え始めた.さらにデフレ傾向も持続し,中小企業・非製造業など人件費が高い

業種の収益を圧迫したと考えられる.失業率は 4.9～5.0％で高止まりで,賃金もほぼ横ば

いとなったことから,家計の所得環境は厳しいままで,個人消費も低迷状態から脱せな

かった.17 

 2007 年のサブプライム・ローン問題に端を発した米国住宅バブル崩壊をきっかけに

多分野の資産価格の暴落が起こった.2008 年9 月 15 日には,アメリカの投資銀行である

                                                      
16 （注）１．製造業では,従業者 1～299 人の事業所を中小企業とした. 

    ２．卸売業では,従業員 1～99 人の事業所を中小企業とした. 

    ３．小売業では,従業員 1～49 人の事業所を中小企業とした. 

    ４．サービス業では,従業員 1～99 人の事業所を中小企業とした.なお,「学術・開発研究機関」，「政治・経済

・文化団体」，「宗教」は集計から除外した. 

   （出典）経済産業省「工業統計表」（2009 年）,「商業統計表」（2007 年）,総務省「サービス基本調査」

（2004 年） 

 
17 住友信託銀行「2001 年度経済の見通し」 参照 

http://www.sumitomotrust.co.jp/RES/research/07_03_133.html 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%96%E3%83%AB%E7%B5%8C%E6%B8%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/2008%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/2008%E5%B9%B4
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リーマン・ブラザーズが破綻した.その結果,リーマン・ブラザーズが発行している社債

や投信を保有している企業への影響,取引先への波及と連鎖などの恐れから,アメリカ経

済に対する不安が広がり,世界的な金融危機へと連鎖した.そして日経平均株価も大暴落

を起こした.そして,海外経済の一段の減速を背景に輸出,生産が大きく減尐し,企業部門

は異例の速さで悪化していった.18 

 2011 年 3 月に発生した東日本大震災の影響から景気は生産活動を中心に停滞局面に

あったものの,早期にサプライチェーンの復旧が進んだことなどから,国内経済には持ち

直しの動きがみられる.海外経済は,当面減速するものの,基調的には,新興国を中心に底

堅く推移すると考えられる.このため,輸出は,海外在庫の復元の動きもあって,緩やかな

増加基調をたどるとみられる.こうしたもとで,設備投資,住宅投資,公共投資は,資本ス

トックの復元に向けた動きもあって,徐々に増加していくと考えられる.個人消費も底堅

く推移するとみられる.生産は,緩やかな増加を続けると考えられる.19 

 

〈図 4 日本のＧＤＰの推移（前年比）〉20 
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2.2 中小企業の景況感 

 中小企業の業況判断DI21を日本銀行,中小企業庁,信金中金の3機関の調査結果をもとに比

較する. 

 図5は日本銀行が発表した企業短期経済観測調査（以下,日銀短観とする）によると,企業

                                                      
18 内閣府「日本経済 2008－2009 急速に厳しさが増す経済後退」（2008 年）参照 
19 日本銀行「金融経済月報（2011 年 10 月）」参照 
20 （出典）内閣府「国民経済計算年報」 
21 DI とは,業況感や,景況感といった明確に数値化しにくい対象を,比率化することで景況の先行きを判定する.指標と

なる「景況感が良くなった」という意見から,「景況感が悪くなった」とする意見を差し引いたものである. 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E5%82%B5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E5%82%B5
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%95%E4%BF%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%B5%8C%E5%B9%B3%E5%9D%87%E6%A0%AA%E4%BE%A1
http://kotobank.jp/word/%E6%A5%AD%E6%B3%81
http://kotobank.jp/word/%E6%99%AF%E6%B3%81
http://kotobank.jp/word/%E6%98%8E%E7%A2%BA
http://kotobank.jp/word/%E5%AF%BE%E8%B1%A1
http://kotobank.jp/word/%E6%AF%94%E7%8E%87
http://kotobank.jp/word/%E5%85%88%E8%A1%8C%E3%81%8D
http://kotobank.jp/word/%E6%8C%87%E6%A8%99
http://kotobank.jp/word/%E6%84%8F%E8%A6%8B
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の景況感を示す業況判断DIである.このグラフから,大企業や中堅企業に関しては,やや持ち

直しの傾向がみられるが,中小企業はより厳しい状況に置かれていることがわかる. 

 より中小企業の業況を詳しく知るために,日銀短観よりも小規模の中小企業を対象としてい

る「中小企業景況調査22」（中小企業庁・中小企業基盤整備機構）や,全国の信用金庫の取

引先を対象としている「中小企業景気動向調査」（信金中金総合研究所）を用いて比較す

る. 

〈図5 日銀短観による企業の業況判断DIの推移〉23 
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図6から,いかに中小企業の業況判断DIが低い値をとっているかがわかる.企業の規模小さ

ければ小さいほど,厳しい状況に置かれていることが分かる.そして,大企業や中堅企業と比

較するとまだまだではあるが,やや持ち直しの傾向が見られる.しかし,業況判断DIがここ15

年以上プラスの値にないことは,中小企業全体の問題としてとらえることが可能である. 

 

 

〈図6 中小企業業況判断DIの推移〉24 

                                                      

22 日銀短観の調査対象となっていない資本金2 千万円未満の企業を含めた,約1 万9,000 社の中小企業を対象とした調

査である. 

23 （出典）日本銀行「企業短期経済観測調査」 
24 （出典）日本銀行「企業短期経済観測調査」 

     中小企業庁「中小企業基盤整備機構」 

     信金中金総合研究所「中小企業景気動向調査」 
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2.3 GDPと中小企業 

 以上のことから,GDPと中小企業の景況感がどれだけリンクしているかを再確認する. 

 図7より経済が回復すると同時に中小企業の業況判断ＤＩが右上がりに変化することが

わかる.景気後退の時のＤＩが中小企業よりも大企業の落ち幅が大きいことがわかる.これ

は,大企業のサプライチェーンを支えている中小企業に大きく左右しているのではないかと

思われる.特に製造業の場合は,サプライチェーンの回復によって生産が回復し,大企業の景

況感の改善につながる.同時に消費者活動が活発することで経済は回復していく.このよう

な結果を導くためにも,中小企業の活躍は重要なものとなる.よって,日本経済に占める

ウェートが大きい中小企業は日本経済において重要な役割を担っていると言うことが可能

である. 
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〈図7 ＧＤＰと業況判断ＤＩ〉25 
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第3節 中小企業支援策 

 中小企業に対して政府,金融庁,日本銀行は経済後退が起こったときに,様々な支援策が考

えられ施行されてきた.ここでは,これまで行われてきた主な国・政府,金融庁,日本銀行の支

援策について整理していく. 

第1項 政府による資金繰り支援 

1.1 信用保証協会を活用した資金繰り支援策 

信用保証協会は,中小企業の資金繰りの円滑化のために設立された公的機関である.信用

保証協会の保証は,これまで信用保証協会が原則 100％信用リスクを負担していた信用保証

制度が,2007 年から,金融機関にも原則 20％の負担を求めるよう制度改正された.導入の目

的は,信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図ることにより,両者が連携して,中小企

                                                      
25 （出典）日本銀行「企業短期経済観測調査」 

     中小企業庁「中小企業基盤整備機構」 

     信金中金総合研究所「中小企業景気動向調査」 

     内閣府「国民経済計算年報」 
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業者の事業意欲等を継続的に把握し,融資実行およびその後における経営支援や再生支援と

いった中小企業者に対する適切な支援を行うためである.26 

2007 年以降,原油高による経済環境の悪化に伴い,国内においても信用収縮が懸念された.

このため,政府は,中小企業の資金繰り対策として,2008年10 月31 日より信用保証協会が返

済を100%保証する「緊急保証制度」を新たに導入した.制度導入後,金融危機の影響がさら

に深刻化したため,対象業種を545 業種から781 業種に拡大したり,保証枠を当初の6 兆円

から30 兆円まで拡大したりするなどの追加措置が取られた.現在では,東日本大震災復興緊

急保証,災害関係保証が施行されている.一般保証とは別枠で,セーフティネット保証,災害関

係保証と合わせて,無担保で1億6000万円,最大5億6000万円まで利用可能になった. 

1.2 政府系金融機関を活用した資金繰り対策 

（1）セーフティネット貸付 

日本政策金融公庫は,中小・零細企業向けに通常より低利で運転資金を貸出す「セーフ

ティネット貸付」を用意している.対象企業は,取引先等の再生手続等の申請や事業活動の

制限,災害,取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であっ

て,事業所の住所地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたものである.貸付枠

は,2008年8月に3 兆円に設定された後,同年12月に12 兆円に引き上げられた.現在では,東

日本大震災及び円高の影響を踏まえ,対象業種27を48業種から82業種に規模を拡大し施行さ

れている. 

（2）危機対応業務 

日本政策投資銀行（以下,政投銀とする）と商工組合中央金庫（以下,商工中金とする）

は,災害発生時など政府が「危機」と認定した場合には,「危機対応業務」を行うことが義

務付けられている.危機対応業務とは,指定金融機関が日本政策金融公庫からの信用補完を

受け,一般企業に低利融資などの支援を行う業務を指す. 

2008年12 月,政府がサブプライム・ローン問題に端を発する国際的な金融秩序の混乱を

「危機時」と認定したため,政投銀と商工中金は,危機対応業務に着手した.具体的には,① 

中小企業向けの損害担保契約に基づく貸付（商工中金）,② 大企業・中堅企業向けの長期

資金貸付（政投銀・商工中金）,③ 大企業・中堅企業向けのコマーシャルペーパー（CP）

の買い取り（政投銀）を開始した.貸付枠については,経済危機対策により大幅に拡大され,

中小企業向けが0.9 兆円から3.3 兆円に,大企業・中堅企業向けが2 兆円から10 兆円に

なった. 

                                                      
26 信用保証協会「責任共有制度の詳細」より一部抜粋 

http://www.zenshinhoren.or.jp/information/liability-detail.html 
27 セーフティネット保証（5 号）が対象である. 
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政投銀は,「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法」（1999年法律第

131 号）に基づく出資も行っている.同法の認定を受けた企業は,政投銀に優先株や優先出

資証券を引き受けてもらう形で支援を受けることができる. 

 

第2項 金融庁による貸し渋り対策 

 2011年に「中小企業に対する金融円滑化のための総合的なパッケージ」が改正された.

成立した法律は大きく分けて4つある.①東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の

充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再

編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律,②資本市場及び金融業の基盤強化の

ための金融商品取引法等の一部を改正する法律,③預金保険法,④中小企業者等に対する金

融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律である.この法律の目的としては主に,①金

融機能の強化を通じて地域における経済の活性化が図られるよう金融機関に対して国が資

本参加する,②多様で円滑な資金調達の実現,③国民資産を有効活用できる資産運用機会の

提供,④市場の信頼性の確保の4つがあげられる.28 

 

第3項 日本銀行による金融システム対策29 

 日銀は,2008年10月に0.3%,同年12月に0.1%と無担保コールレート30の誘導水準を引き下

げた.日銀は,上記のような措置のほか,金融緩和の効果を高め金融システムを守る観点から,

企業金融の円滑化や金融機関の自己資本対策を実施している.具体的には,2009年より① コ

マーシャルペーパー（CP）31や社債などを担保に金融機関に政策金利で資金を貸し出す企

業金融支援特別オペレーション,②CP買い取り,③ 社債買い取りを開始した. 

                                                      
28 金融庁「第 177 回国会における金融庁関連法案について」参照 
29日銀の政策は,国内の金融システム全体を対象としたものであり,中小企業向けに特化した対策を打ち出しているわけ

ではない.しかしながら,経済全体のインフラ（公共財）と位置づけられる金融システムが安定するかどうかは,中小企

業金融の円滑化にも間接的に影響を及ぼすといえる.こうした観点を踏まえ,以下,日銀による金融システム対策を紹介

する. 

30日銀は,通常,短期金融市場(無担保コールレート(オーバーナイト物))の誘導目標を設定し,公開市場操作により短期金融

市場の資金量を調節することでその目標の実現を図っている.このようにして形成された短期金利は,他の金融市場の金

利や金融機関が企業や個人に貸出す場合の金利などに波及するため,結果的に経済活動全体に金融政策の影響が行きわ

たらせることができる(日本銀行「金融政策の概要」) 

31企業が,短期の運転資金の調達などのために発行する無担保の約束手形.無担保のため,発行はある程度の信用力を有す

る優良企業に限られる. 
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第2章 中小企業金融の現状 

 

第 1 節 中小企業の資金繰りの現状 

 企業の経営資源はヒト,モノ,カネといわれるが,なかでもカネ,つまり資金は倒産に直結す

る要素となるだけに,企業の生死を左右する非常に重要な要素であるといえる.したがって,

「資金をいかに融通するか」という問題,すなわち「金融」問題は企業にとっては死活問題

となる. 

 一方,金融機関などの資金を貸す側にとっては,企業が資金を必要としているということ

がビジネスチャンスにつながる.一企業だけで多額の資金ニーズを有する大企業は,資金提

供者にとって重要な顧客といえるが,同様に中小企業もまた重要な顧客である.中小企業は

全企業数の 99%を占めるため,総体としての資金ニーズは大きいといえる.図 8 は,国内主要

銀行 50 行に対する「貸出運営スタンス」に関するアンケート調査結果がある.これは,数値

が大きいほど貸出に積極的であるという指標であるが,この結果から,大企業よりも中小企

業に対して貸出を積極化する姿勢を取っていることが分かる. 

 

〈図 8 金融機関の貸出運営スタンス32〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
32 （出典）日本銀行 金融機構局「主要銀行貸出動向アンケート調査」 
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 しかし,現実には中小企業の資金繰りは大企業に比べて厳しい.日銀短観の「資金繰り判

断 DI の推移（図 9）」がある.これをみると,大企業は一部の時期を除いて,「（資金繰り

が）楽である」の割合のほうが高い.一方で,中小企業については全ての時期で「苦しい」

の割合のほうが高い.このように,大企業と中小企業の格差が明確に表れている. 

 

〈図 9 資金繰り判断 DI の推移33〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融機関は,中小企業に対する資金提供意欲があるにもかかわらず,なぜ中小企業の資金繰

りは大企業に比べて厳しいのだろうか.なぜ中小企業の資金ニーズは満たされないのだろう

か. 

 

 

第 2 節 中小企業の資金調達 

 この問題を考えるにあたって,主にどのような手段で中小企業は資金を工面しているか,

を押さえておくことが必要である.図 10 は,中小企業と大企業の資金調達構造の推移を示し

ている.これをみると,中小企業は借入金への依存度が高いことが分かる.一方で大企業は,借

入金の割合がかつては高かったが,最近では借入金よりも資本の割合が高くなってきてい

る.さらに大企業の場合,社責の占める割合も中小企業に比べて近年上昇している. 

 この背景には,大企業が 1970 年代後半頃から内部留保に加えて株式や社債発行による直

接金融を拡大し始めたことがある.このように,中小企業の資金調達構造は,大企業と比較す

ると,間接金融が中心で自己資本が尐ないという構造になっている.つまり,中小企業は他人

に資金を借りる,特に,銀行に資金を借りることで主に資金を工面しているのである. 

 なぜ,日本の中小企業はこのような間接金融依存型の構造となっているのだろうか.これ

には次のような理由が考えられる.第 1 に,自ら生み出せる資金の量が大企業と比べ相対的

                                                      
33 （出典）日本銀行「全国企業短期経済観測調査」 
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に尐ないことである.中小企業の場合,人員,設備,販路などが限られているため,それほど多く

は稼げない.下請け企業の場合は取引上弱い立場に置かれることもしばしばで,販売先から

の入金が数カ月先になることもある.その間に給料や仕入れ代は支払わなければならないた

め,手元の資金に余裕はなくなることが多い.つまり,中小企業では一般的に内部調達できる

絶対的な資金量に限界があると考えられる. 

 

〈図 10 中小企業と大企業の資金調達構造34〉   

 

第 2 に,直接金融市場が中小企業には利用し辛い状況にあることである.直接金融の場合は

不特定多数の投資家が資金提供者になるため,情報開示のための資料作成や株式公開のため

の専門的な人材が必要となるが,中小企業にはそのような人材・資金・時間の余裕がない.

個人金融資産も現金や預金の割合が高い一方,株式や債券の割合は低く,個人から直接的に

中小企業に資金が流れやすくなっていない（図 11）. 

第 3 に,中小企業専門金融機関が整備されてきたことである.後述するように日本では政

府系金融機関や信用保証協会など中小企業向けの政府系金融機関が古くからある.また,中

小企業に特化した地域金融機関も制度的に整備されてきた.こうした金融機関やそれらを取

り巻く制度が中小企業の間接金融を支えてきたといえる. 

 第 4 に,大企業の銀行離れによって大手行が中小企業融資を増加させたことである.先述

したように,大企業もかつては銀行等への借り入れの依存度が高く自己資本が尐なかった

が,内部資金の活用や株式や社債の発行により,銀行からの借り入れを減尐させ,自己資本を

高めていった（図 10）.こうした「大企業の銀行離れ」によって,大企業向け融資を中心に

おこなってきた大手銀行が新たな顧客を求めて中小企業への貸出を増加させたことも,中小

企業の借入依存という構造を作りだす要因の一つとなった.図 12 によると,近年では減尐傾

向にあるものの,30 年前と比べると中小企業向け貸出残高は増加していることが分かる. 

                                                      
34 （出典）財務省「法人企業統計年報」 
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〈図 11 個人金融資産内訳35〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈図 12 中小企業向け民間金融機関総貸出残高36〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 節 小規模性による諸問題 

前節で述べたように,日本の中小企業は金融機関から借入をおこなう間接金融依存型の資

金調達構造となっているが,そうだとしても金融機関が中小企業に必要とするだけの資金を

                                                      
35 （出典）日本銀行「資金循環統計 家計部門」 
36 （出典）日本銀行「金融経済統計月報」 
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貸してくれれば問題はないはずである.しかし,現実には図 9 でみたように,大企業に比べて

中小企業は資金繰りが厳しくなる傾向にある.つまり,金融機関にとって中小企業は重要な

顧客であるはずなのだが,中小企業全体に対して資金を貸してくれているわけではない.本

節ではこの原因について考える. 

 

第 1 項 情報の非対称性,規模の経済の存在 

資金の貸手の立場で考えると,同じ金額を貸し出すのであれば尐数の大口顧客（大企業）

に貸し出す方が楽である.貸し手側は貸し出した資金が将来きちんと返済されるか,企業の

事業内容や財務内容は大丈夫か,などといったことを知るために情報収集や監視をする必要

がある.このとき,多数の小口顧客（中小企業）を相手にするよりも,大企業を相手にする方

がそれらの手間がかからないと考えられる（つまり,規模の経済が働いている）.また,企業

の情報収集や監視の手間が生まれる背景には,取引相手である借手の情報が貸手にはなかな

か伝わらない（つまり,情報の非対称性が存在する）という事情がある.大企業の場合,企業

情報を広く開示しているなど,貸手としても情報を手に入れやすい状況にある.しかし,中小

企業の場合,一般的に企業情報があまり開示されていないため,融資額や利率をどのぐらい

に設定すればいいのか,貸し付けた資金はどれぐらいの期間で返ってくるのか,といった判

断がしにくい状況にある.このように企業の状態が不透明なためリスクが高いとみなされて

しまう. 

 

第 2 項 担保の問題 
金融機関では借手に関する情報が入手できない場合,また将来的な事業動向が不透明・不

安定とみなされる場合,それらのリスクを埋めるために,担保の提供を要求する.資産に乏し

い中小企業は担保が尐ないため,担保が重視されるときには,必要な借入ができない. 

 

第 3 項 財務構造の問題 
図 13 は,中小企業向け貸出の診査項目として特に重視するようになった点についての調

査結果である.各項目に対して,3 年前よりも「重要度が増えた」と答えた金融機関の割合を

表している（複数回答）.これをみると,金融機関は必ずしも担保だけではなく,様々な項目

を考慮するようになっていることが分かる37.近年では企業自身の属性,人材の特性といった

ソフト面の情報が重視されるようにもなってきているが,一方で,財務に関する情報もやは

り重視されている.図 10 に示したように,中小企業の自己資本比率（この表でいう「安全

性」）は低く,その要因としての収益性の低さ,それに伴った債務返還能力の低さ,といった

財務指標の弱さも中小企業に資金を貸さない原因の一つとなっている.こうした財務データ

を重視するとなれば,資金を借りるには自らで資金を生み出したという実績が必要だという

ことになる.間接金融の場合は預金をもとに貸出をおこなっているため,確実に返済してく

れそうな相手でないと容易に資金を貸すことはできない.しかし,中小企業はそもそも内部

金融をおこなうことが難しいから他人から資金を調達するのである.それに,外部金融をお

こなうにしても,前述したように,直接金融が活用しにくいから金融機関から資金を借りる

のである.こうした矛盾が中小企業の資金繰りを難しくさせている.しかも,借入が多い体質

であることで安全性が低いとみなされ,新たに借入ができたとしても高い利率を設定される

ことが多い.この重い金利負担が収益性の上昇に歯止めをかけ,自ら資金を生み出すような

構造への移行を減速させているのである. 

 

                                                      
37 数値上では担保はあまり重視されていないようにもとれる.ただし,担保が存在することはある程度前提となってい

るため,回答割合としては低くなっている可能性もある 
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〈図 13 中小企業向け貸出の審査項目として特に重視する点〉38 

 

 これまでみてきたように,中小企業は間接金融依存型構造となっているため,金融機関か

ら資金を借りられなければ経営が立ち行かなくなる.金融機関が中小企業の求めるだけの資

金を提供してくれれば問題ない.だが実際は情報の非対称性・規模の経済,担保の問題,財務

構造の問題があり,これらの問題をクリアできるような「優良な」企業でないと実際には貸

出をしてくれないのである.貸してくれたとしても高い利率などの厳しい条件を課せられる

ことも多い.したがって,優良企業,すなわち規模の大きい企業が金融面でさらに有利となり,

その逆の状況にある規模の小さい企業がさらに不利になるという乖離をもたらすことにな

る. 

図 8 で示したように,大手銀行において中小企業向け貸出が重視される傾向にあることは

確かであるが,融資先の選定にあたって厳しい「選択と集中」がおこなわれ,一部の優良中

小企業の獲得に奔走しているのが実情である.優良な中小企業を大手銀行に囲い込まれた地

域金融機関は収益基盤を失う.また,業績が悪化した中小企業は大手銀行から融資を引き上

げられている.そのため地域金融機関は厳しい経営状況に追い込まれ,破綻が相次ぎ,その他

の中小企業に資金が回らない状況が生じている.公的金融・地域金融機関の再編が進むなか

で,財政的に「非効率」とされている中小企業関連の公的金融の縮小が進めば,中小企業に

とってますます厳しい状況となるのではないだろうか. 

                                                      
38 （出典）中小企業総合研究所「中小企業向け貸出おける実態調査」（2005 年 1 月） 
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第3章 不均衡分析 

第 1 節 先行研究の位置付け 

先行研究として松浦・三井・北川(1990)を用いる.松浦・三井・北川(1990)では,不均衡モ

デルを全国銀行貸出市場,中小企業貸出市場,住宅金融市場の 3 つにわけ,各市場において金

利が当該期間内に均衡金利まで調整されないことから貸出市場に不均衡（超過需要）が生

じているかいないかを検討している.推計では,国内市場全体を１つの市場と捉え考察する

ことを目的としているので,マクロデータを用いて検証している.これにより,各市場に影響

を及ぼす経済主体が統計的にいかなる効果をもたらすかを推計している.推計期間は 1976

年度第 2 半期から 87 年度第 4 半期である.  

 

第 2 節 本稿の位置付けと手法 

 本稿では推計期間を 1999~2008 年度とし,近年の貸出市場に不均衡が存在するのかどう

かを検証する.分析対象は中小企業向け貸出市場である. 

 

分析対象 

 分析対象金融機関は,都市銀行が 9 行,地方銀行が 64 行,第二地銀が 50 行,信用金庫が 385

庫,信用組合が 174 組合である.なお,合併,破綻,事業譲渡があった後の新銀行は,存続銀行な

いし破綻銀行のデータを引き継ぐものと想定する. 

 

第 3 節 モデルについて 

本節では,実際の分析に使用する不均衡モデルの導出を理論モデルに基づき行うことにす

る. 

第 1 項 モデルの導出 

 不均衡モデルの一般例にしたがい,式は次の 4 本からなるとする. 
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 需要関数       ：Dt  = α1Pt  + α2Xt +Ut     ・・・(1) 

 供給関数       ：St  = β1Pt  + β2Zt + Vt     ・・・(2) 

 価格調整式      ：Pt   = μPt   +  ( 1－μ) Pt
＊   ・・・(3) 

 ショート・サイドの仮定：Qt =  Min  ( Dt  , St  )     ・・・(4) 

                                   （誤差項は white noise と仮定する） 

 

 (3)式をより一般的に超過需要期と超過供給期で調整速度が異なるとして,次のような想

定に置きなおす. 

 

                                                   

・・・(5) 

 

 

ところで,均衡金利は Dt=St を成立させるものであるから,(1),(2)式より 

 

                           

                              

 

である.また(5)式より, 

 

                                     ・・・(6) 

 

または 

                               

                                                              ・・・(7） 

 

を得る.0≦μ1≦1.0≦μ2≦1 の制約がかかっているから, 

                      

 

は非負 

よって超過需要,超過供給の判断は Pt－Pt-1 の符号による.すなわち,ショート・サイドの仮

定とあわせると,Pt
＊≧Pt のとき超過需要（取引実現量は供給）,Pt

＊≦Pt のとき超過供給

（取引実現量は需要）となる.実現された取引量 Ltは次のとおりである. 

 

                                              

・・・(8) 

 

・・・(9）  

 

                   

結局次の関係がつねに成立する. 

                                  

・・・(10) 
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同様に次の関係も常に成立する. 

                                 

                                   ・・・(12) 

 

 

 

                                                            ・・・(13) 

 

 

 

したがって,(10)～(13)式を連立して同時推計することで,需要・供給関数を求めることがで

きる.本研究では計量の方法として,非線形 3 段階最小 2 乗法を用いる. 

なお,調整速度の計算方法を,図を用いて表したものが,図 13 である. 

 

図 13 

 

 

                                

                              ①DDDP= SRt－SRt-1 > 0 

                              ②DDSP= SRt－SRt-1 ≦0 

 

                               調整速度の計算方法 

                                                          DDP=( SRt－SRt-1)*DDDP  

                                                         DSP=( SRt－SRt-1)*DDSP 

                              

                             SR：中小企業向貸出約定

平均金利（％） 
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第 2 項 推計式39 

―中小企業向け貸出市場― 

【推計式】 

需要関数：LDt=α0+α1SRt+α2SPLt+α3IPt+ Ud 

供給関数：LSt=β0+β1(SRt－DIRt)+β2DPt+β3SLt-1+β4SPLt+β5IPt+Us 

 

【被説明変数】 

LD：当期望まれた需要金額（毎期必ずしも観察されない） 

LS：当期望まれた供給金額（毎期必ずしも観察されない） 

 

【説明変数】 

  SR：貸出金利回り(銀行別)（％） 

  IP：県内総生産デフレーション(都道府県別) 

  SPL：政府系金融機関貸出残高計(都道府県別) 

  Ud：誤差項（white noise と仮定） 

  DIR：政策金利（％） 

  DP：預金残高 

  SL：貸出残高実現値 

  Us：誤差項（white noise と仮定） 

 

金利以外は対数値をとった.LD,LS は対中小企業貸出金額,SL は前期の銀行貸出残高を使

用した.IP については前期と当期が使われている.なお,推計にあたっては,操作変数としてす

べての外生変数が使われている.中小企業貸出市場は超過需要が存在するかどうかを均衡,

不均衡で検証できる.さらに,中小企業貸出市場では金融緩和期に貸出が伸張し,引締期にシ

ワ寄せを受けるかどうかを検証するために,県内総生産デフレーションを景気局面の代理変

数としてとらえ,当期と 1 期ラグの場合で符号が変化するか否かで検定を行う. 

 予想される理論符号は α1<0,α2>0(政府系金融機関貸出が補完の場合),α2<0(代替の場合)で

ある,α3>0(資金需要が高まる場合),α3<0(内部留保の増大などで資金需要が減尐する場合).供

給関数については,β1>0,β2>0,β3>0,β4>0(政府系金融機関貸出が民間貸出に誘導効果を持つ

場合),β4<0(政府系金融機関貸出が民間貸出の肩代わりなどの効果を持つ場合),β5 は不明で

ある. 

                                                      
39  銀行貸出残高,金融公庫貸出残高の単位は兆円,貸出金利回りや政策金利の単位は%である.貸出残高,預金残高は金

融機関別のものを用いた為,銀行は日本銀行「金融経済統計月報」,信用金庫と信用組合はそれぞれ「全国信用金庫財務

諸表」,「全国信用組合財務諸表」を用いた.また,個別貸出金利は各金融機関の財務諸表,政策金利は日本銀行「金融経済

統計月報」,県内総生産は「県民経済計算」,政府系金融機関貸出残高は地方銀行協会「都道府県別金融統計」)を用いて

いる. 
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第 4 節 分析結果 

中小企業向け貸出市場の結果を以下に示す. 

需要関数 *** 1% ** 5％ * 10%

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 12.5756 0.3517 *** [.000]
貸出金利回り -1.7648 0.0310 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.0037 0.0034 [.276]
県内総生産デフレ 0.2986 0.0194 *** [.000]
上方調整速度 -0.8009 0.2606 *** [.002]

adj-R2 0.3968
D.W. 0.1930

供給関数

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 0.2188 0.0236 *** [.000]
貸出金利回り‐政策金利 -0.0327 0.0023 *** [.000]
預金残高 0.0033 0.0013 ** [.011]
中小企業向け貸出一期ラグ 0.9955 0.0014 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.0065 0.0012 *** [.000]
県内総生産デフレ -0.0025 0.0002 *** [.000]
下方調整速度 0.1646 0.0037 *** [.000]

adj-R2 0.9978
D.W. 1.5918  

需要関数についてみると,貸出金利回りは符号条件を満たし,有意である.また,政府系金融

機関貸出の係数が正となっていることから,中小企業向け貸出市場においては民間金融機関

と政府系金融機関が補完関係にあることが確認できる.県内総生産デフレは有意で正となっ

ているから,資金需要が高まっていることが分かる.しかしダービン・ワトソン比が低くな

っている. 

 供給関数についてみると,預金残高は予想される符号条件と一致している上で有意である.

貸出1期ラグに関しては符号条件を満たし,有意となっている.政府系金融機関貸出が正の符

号条件で,政府系金融機関貸出が民間貸出に誘導効果を持つことを表わしている. 

 次に均衡・不均衡の指標である上方・下方調整速度をみる.上方調整速度 は-0.8009とな

っており,当期期間に均衡金利へ向けて約20%の調整が進んでいるものの,t 値から判断する

と1％水準で不均衡仮説（μ1≠0）が棄却されない.また,下方調整速度 は0.1646であり,当期

期間に均衡金利へ向けて約84.5%の調整が進んでいるものの,t 値から判断すると1％水準

でこちらも不均衡仮説（μ2≠0）が棄却されない.このケースでは,上方・下方調整速度の値

から超過需要の状態が観察されたことになる.結果,中小企業向け貸出市場では,超過需要と

いう意味での不均衡がうかがえる. 
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第4章  問題意識 

 第 1 章から第 3 章の現状分析より,問題意識を整理する. 

 本稿の問題意識は 2 つある.①中小企業の資金繰りＤＩがプラスに好転したことがない,

②中小企業資金繰り対策に関して多くの政策が施行され,金融機関側も中小企業に対して積

極的な貸出傾向があるにも関わらず,分析結果から超過需要の結果が見られた,の 2 点であ

る. 

この 2 つの問題を解決するために,より詳しい分析を行い,政策提言を行うことにする.ま

ず,全地域で行った第 3 章の分析をより細分化して,再度分析を行う.そうすることで,超過需

要が日本全体で起きているのが,それとも一部の地域に特化して起こっている状況のことな

のかを検証し,政策提言に繋げる. 
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第5章 実証分析 

地方別推計 

第 2 章の中小企業向け貸出市場分析方法を利用し,北海道,東北地方,関東地方,東京都,北陸・甲

信越地方,東海地方,関西地方,中国地方,四国地方,九州地方別に推計を行う40. 

第1節 北海道 

表3は,2000年から2008年にかけての北海道の推計結果である. 

需要関数についてみると,貸出金利回りは符号条件を満たし,有意である.また,政府系金融

機関貸出の係数が正となっていることから,中小企業向け貸出市場においては民間金融機関

と政府系金融機関が補完関係にあることが確認できる.県内総生産デフレは有意に負となっ

ているから,北海道にある中小企業はこの期間では内部留保が増大していることが分かった. 

 供給関数についてみると,預金残高は予想される符号条件と一致している上で有意である.

貸出1期ラグに関しては符号条件を満たし,有意となっている.政府系金融機関貸出が負の符

号条件で,政府系金融機関貸出が民間貸出の肩代わりなどの効果を持つことを表わしている. 

 次に均衡・不均衡の指標である上方・下方調整速度にみる.上方調整速度 は-0.6866とな

っており,当期期間に均衡金利へ向けて約31%の調整が進んでいるものの,t 値から判断する

と1％水準で不均衡仮説（μ1≠0）が棄却され,均衡となっている.また,下方調整速度 は

0.1150であり,当期期間に均衡金利へ向けて約85.5%の調整が進んでいるものの,t 値から判

断すると1％水準で不均衡仮説（μ2≠0）が棄却されない.このケースでは,上方・下方調整速

度の値から超過需要の状態が観察されたことになる.結果,中小企業向け貸出市場では,超過

需要という意味での不均衡がうかがえる. 

                                                      
40地域区分は,北海道,東北（青森,秋田,山形,岩手,宮城,福島）,関東（茨城,栃木,群馬,埼玉,千葉,神奈川）,東京,北陸・甲信

越（富山,石川,福井,新潟,山梨,長野）,東海（静岡,愛知,岐阜,三重）,関西（滋賀,京都,大阪,兵庫,奈良,和歌山）,中国（鳥

取,島根,岡山,広島,山口）,四国（徳島,香川,愛媛,高知）,九州（福岡,佐賀,長崎,大分,熊本,鹿児島,宮崎）としており,沖縄

は全国のみに含む. 
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第2節 東北地方 

表4に,2000年から2008年にかける東北地方の推計結果を示した. 

需要関数についてみると,貸出金利回りは符号条件を満たし,有意である.また,政府系金融

機関貸出の係数が正となっていることから,中小企業向け貸出市場においては民間金融機関

と政府系金融機関が補完関係にあることが確認できる.県内総生産デフレは有意に負となっ

ているから,東北にある中小企業はこの期間では内部留保が増大していることが分かった. 

 供給関数についてみると,預金残高は予想される符号条件と一致している上で有意である.

貸出1期ラグに関しては符号条件を満たし,有意となっている.政府系金融機関貸出が負の符

号条件で,政府系金融機関貸出が民間貸出の肩代わりなどの効果を持つことを表わしている. 

 次に均衡・不均衡の指標である上方・下方調整速度にみる.上方調整速度 は-0.6866とな

っており,当期期間に均衡金利へ向けて約31%の調整が進んでいるものの,t 値から判断する

と1％水準で不均衡仮説（μ1≠0）が棄却され,均衡となっている.また,下方調整速度 は

0.0924であり,当期期間に均衡金利へ向けて約91%の調整が進んでいるものの,t 値から判断

すると1％水準で不均衡仮説（μ2≠0）が棄却されない.このケースでは,上方・下方調整速度

の値から超過需要の状態が観察されたことになる.結果,中小企業向け貸出市場では,超過需

要という意味での不均衡がうかがえる. 

第3節 関東地方 

表5に,2000年から2008年にかける関東地方の推計結果を示した. 

需要関数についてみると,貸出金利回りは符号条件を満たし,有意である.また,政府系金融

機関貸出の係数が正となっていることから,中小企業向け貸出市場においては民間金融機関

と政府系金融機関が補完関係にあることが確認できる.県内総生産デフレは有意に負となっ

ているから,関東地方の中小企業はこの期間では内部留保が増大していることが分かった. 

 供給関数についてみると,預金残高は予想される符号条件と一致している上で有意である.

貸出1期ラグに関しては符号条件を満たし,有意となっている.政府系金融機関貸出が正の符

号条件で,政府系金融機関貸出が民間貸出に誘導効果を持つことを表わしている. 

 次に均衡・不均衡の指標である上方・下方調整速度にみる.上方調整速度 は-0.8107とな

っており,当期期間に均衡金利へ向けて約19%の調整が進んでいるものの,t 値から判断する

と1％水準で不均衡仮説（μ1≠0）が棄却されない.また,下方調整速度 は0.0774であり,当期

期間に均衡金利へ向けて約92.2%の調整が進んでいるものの,t 値から判断すると1％水準
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でこちらも不均衡仮説（μ2≠0）が棄却されない.このケースでは,上方・下方調整速度の値

から超過需要の状態が観察されたことになる.結果,中小企業向け貸出市場では,超過需要と

いう意味での不均衡がうかがえる. 

第4節 東京 

表6に,2000年から2008年にかける東京地方の推計結果を示した. 

需要関数についてみると,貸出金利回りは符号条件を満たし,有意である.また,政府系金融

機関貸出の係数が正となっていることから,中小企業向け貸出市場においては民間金融機関

と政府系金融機関が補完関係にあることが確認できる.県内総生産デフレは有意に負となっ

ているから,東京の中小企業はこの期間では内部留保が増大していることが分かった. 

 供給関数についてみると,預金残高は予想される符号条件と一致している上で有意である.

貸出1期ラグに関しては符号条件を満たし,有意となっている.政府系金融機関貸出が正の符

号条件で,政府系金融機関貸出が民間貸出に誘導効果を持つことを表わしている. 

 次に均衡・不均衡の指標である上方・下方調整速度にみる.上方調整速度 は-0.7595とな

っており,当期期間に均衡金利へ向けて約24%の調整が進んでいるものの,t 値から判断する

と1％水準で不均衡仮説（μ1≠0）が棄却されない.また,下方調整速度 は0.0474であり,当期

期間に均衡金利へ向けて約95%の調整が進んでいるものの,t 値から判断すると1％水準で

こちらも不均衡仮説（μ2≠0）が棄却されない.このケースでは,上方・下方調整速度の値か

ら超過需要の状態が観察されたことになる.結果,中小企業向け貸出市場では,超過需要とい

う意味での不均衡がうかがえる. 

第5節 北陸・甲信越地方 

表7に,2000年から2008年にかける北陸・甲信越地方の推計結果を示した. 

需要関数についてみると,貸出金利回りは符号条件を満たし,有意である.また,政府系金融

機関貸出の係数が正となっていることから,中小企業向け貸出市場においては民間金融機関

と政府系金融機関が補完関係にあることが確認できる.県内総生産デフレは有意に正となっ

ているから,資金需要が高まっていることが分かった. 

 供給関数についてみると,預金残高は予想される符号条件と一致している上で有意である.

貸出1期ラグに関しては符号条件を満たし,有意となっている.政府系金融機関貸出が正の符

号条件で,政府系金融機関貸出が民間貸出の肩代わりなどの効果を持つことを表わしている. 



37 

 

 次に均衡・不均衡の指標である上方・下方調整速度にみる.上方調整速度 は-0.3060とな

っており,当期期間に均衡金利へ向けて約70%の調整が進んでいるものの,t 値から判断する

と1％水準で不均衡仮説（μ1≠0）が棄却され,均衡となっている.また,下方調整速度 は

0.0792であり,当期期間に均衡金利へ向けて約92%の調整が進んでいるものの,t 値から判断

すると1％水準で不均衡仮説（μ2≠0）が棄却されない.このケースでは,上方・下方調整速度

の値から超過需要の状態が観察されたことになる.結果,中小企業向け貸出市場では,超過需

要という意味での不均衡がうかがえる. 

第6節 東海地方 

表8に,2000年から2008年にかける東海地方の推計結果を示した. 

需要関数についてみると,貸出金利回りは符号条件を満たし,有意である.また,政府系金融

機関貸出の係数が正となっていることから,中小企業向け貸出市場においては民間金融機関

と政府系金融機関が代替関係にあることが確認できる.県内総生産デフレは有意に正となっ

ているから,資金需要が高まっていることが分かった. 

 供給関数についてみると,預金残高は予想される符号条件と一致している上で有意である.

貸出1期ラグに関しては符号条件を満たし,有意となっている.政府系金融機関貸出が正の符

号条件で,政府系金融機関貸出が民間貸出に誘導効果を持つことを表わしている. 

 次に均衡・不均衡の指標である上方・下方調整速度にみる.上方調整速度 は-0.8624とな

っており,当期期間に均衡金利へ向けて約14%の調整が進んでいるものの,t 値から判断する

と1％水準で不均衡仮説（μ1≠0）が棄却され,均衡となっている.また,下方調整速度 は

0.0598であり,当期期間に均衡金利へ向けて約94%の調整が進んでいるものの,t 値から判断

すると1％水準で不均衡仮説（μ2≠0）が棄却されない.このケースでは,上方・下方調整速度

の値から超過需要の状態が観察されたことになる.結果,中小企業向け貸出市場では,超過需

要という意味での不均衡がうかがえる. 

第7節 関西地方 

表9に,2000年から2008年にかける関西地方の推計結果を示した. 

需要関数についてみると,貸出金利回りは符号条件を満たし,有意である.また,政府系金融

機関貸出の係数が正となっていることから,中小企業向け貸出市場においては民間金融機関

と政府系金融機関が補完関係にあることが確認できる.県内総生産デフレは有意に正となっ
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ているから,資金需要が高まっていることが分かった. 

 供給関数についてみると,預金残高は予想される符号条件と一致している上で有意である.

貸出1期ラグに関しては符号条件を満たし,有意となっている.政府系金融機関貸出が正の符

号条件で,政府系金融機関貸出が民間貸出に誘導効果を持つことを表わしている. 

 次に均衡・不均衡の指標である上方・下方調整速度にみる.上方調整速度 は-0.6985とな

っており,当期期間に均衡金利へ向けて約30%の調整が進んでいるものの,t 値から判断する

と1％水準で不均衡仮説（μ1≠0）が棄却されない.また,下方調整速度 は0.097であり,当期期

間に均衡金利へ向けて約90%の調整が進んでいるものの,t 値から判断すると1％水準でこ

ちらも不均衡仮説（μ2≠0）が棄却されない.このケースでは,上方・下方調整速度の値から

超過需要の状態が観察されたことになる.結果,中小企業向け貸出市場では,超過需要という

意味での不均衡がうかがえる. 

第8節 中国地方 

表10に,2000年から2008年にかける中国地方の推計結果を示した. 

需要関数についてみると,貸出金利回りは符号条件を満たし,有意である.また,政府系金融

機関貸出の係数が正となっていることから,中小企業向け貸出市場においては民間金融機関

と政府系金融機関が補完関係にあることが確認できる.県内総生産デフレは有意に負となっ

ているから,中国地域の中小企業では内部留保が増大していることがわかった. 

 供給関数についてみると,預金残高は予想される符号条件と一致している上で有意である.

貸出1期ラグに関しては符号条件を満たし,有意となっている.政府系金融機関貸出が正の符

号条件で,政府系金融機関貸出が民間貸出に誘導効果を持つことを表わしている. 

 次に均衡・不均衡の指標である上方・下方調整速度にみる.上方調整速度 は-0.4606とな

っており,当期期間に均衡金利へ向けて約54%の調整が進んでいるものの,t 値から判断する

と1％水準で不均衡仮説（μ1≠0）が棄却され,均衡となっている.また,下方調整速度 は

0.0768であり,当期期間に均衡金利へ向けて約92%の調整が進んでいるものの,t 値から判断

すると1％水準で不均衡仮説（μ2≠0）が棄却されない.このケースでは,上方・下方調整速度

の値から超過需要の状態が観察されたことになる.結果,中小企業向け貸出市場では,超過需

要という意味での不均衡がうかがえる. 
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第9節 四国地方 

表11に,2000年から2008年にかける四国地方の推計結果を示した. 

需要関数についてみると,貸出金利回りは符号条件を満たし,有意である.また,政府系金融

機関貸出の係数が正となっていることから,中小企業向け貸出市場においては民間金融機関

と政府系金融機関が補完関係にあることが確認できる.県内総生産デフレは有意に負となっ

ているから.四国地域の中小企業は内部留保を増大していることが分かった. 

 供給関数についてみると,預金残高は予想される符号条件と一致している上で有意である.

貸出1期ラグに関しては符号条件を満たし,有意となっている.政府系金融機関貸出が正の符

号条件で,政府系金融機関貸出が民間貸出に誘導効果を持つことを表わしている. 

 次に均衡・不均衡の指標である上方・下方調整速度にみる.上方調整速度 は-0.8009とな

っており,当期期間に均衡金利へ向けて約20%の調整が進んでいるものの,t 値から判断する

と1％水準で不均衡仮説（μ1≠0）が棄却され,均衡となっている.また,下方調整速度 は

0.1646であり,当期期間に均衡金利へ向けて約84.5%の調整が進んでいるものの,t 値から判

断すると1％水準でこちらも不均衡仮説（μ2≠0）が棄却されない.このケースでは,上方・下

方調整速度の値から超過需要の状態が観察されたことになる.結果,中小企業向け貸出市場

では,超過需要という意味での不均衡がうかがえる. 

第10節 九州地方 

表12に,2000年から2008年にかける九州地方の推計結果を示した. 

需要関数についてみると,貸出金利回りは符号条件を満たし,有意である.また,政府系金融

機関貸出の係数が正となっていることから,中小企業向け貸出市場においては民間金融機関

と政府系金融機関が補完関係にあることが確認できる.県内総生産デフレは有意に負となっ

ているから,九州地域の中小企業は内部留保を増大していることが分かった. 

 供給関数についてみると,預金残高は予想される符号条件と一致している上で有意である.

貸出1期ラグに関しては符号条件を満たし,有意となっている.政府系金融機関貸出が正の符

号条件で,政府系金融機関貸出が民間貸出に誘導効果を持つことを表わしている. 

 次に均衡・不均衡の指標である上方・下方調整速度にみる.上方調整速度 は-0.7196とな

っており,当期期間に均衡金利へ向けて約28%の調整が進んでいるものの,t 値から判断する

と1％水準で不均衡仮説（μ1≠0）が棄却され,均衡となっている.また,下方調整速度 は

0.1321であり,当期期間に均衡金利へ向けて約86%の調整が進んでいるものの,t 値から判断
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すると1％水準でこちらも不均衡仮説（μ2≠0）が棄却されない.このケースでは,上方・下方

調整速度の値から超過需要の状態が観察されたことになる.結果,中小企業向け貸出市場で

は,超過需要という意味での不均衡がうかがえる.



 

表 3  北海道地方での推計結果 

需要関数 *** 1% ** 5％ * 10%

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 40.1447 9.6945 *** [.000]
貸出金利回り -3.2688 0.2054 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.3768 0.0575 *** [.000]
県内総生産デフレ -4.2978 1.0857 *** [.000]

上方調整速度 -0.6866 0.3776 [.069]

adj-R2 0.3677

D.W. 0.3363

供給関数

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 0.6319 0.7902 [.424]
貸出金利回り‐政策金利 -0.0385 0.0289 [.183]
預金残高 0.0004 0.0068 *** [.951]
中小企業向け貸出一期ラグ 1.0072 0.0062 [.000]
政府系金融機関貸出 -0.0058 0.0873 [.947]
県内総生産デフレ -0.0061 0.0032 * [.060]

下方調整速度 0.1150 0.0089 *** [.000]

adj-R2 0.9965

D.W. 1.5301

 

 

表 4  東北地方での推計結果 

需要関数 *** 1% ** 5％ * 10%

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 11.6737 2.1538 *** [.000]
貸出金利回り -2.8647 0.0967 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.1061 0.0103 *** [.000]
県内総生産デフレ -0.1382 0.1895 [.466]
上方調整速度 -0.6866 0.2780 [.082]

adj-R2 0.5780
D.W. 0.3253

供給関数

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 0.3589 0.1091 *** [.001]
貸出金利回り‐政策金利 -0.0350 0.0119 *** [.003]
預金残高 0.0065 0.0026 *** [.012]
中小企業向け貸出一期ラグ 0.9846 0.0045 *** [.000]
政府系金融機関貸出 -0.0038 0.0091 [.676]
県内総生産デフレ -0.0016 0.0006 *** [.006]
下方調整速度 0.0924 0.0056 *** [.000]

adj-R2 0.9985
D.W. 1.4081  



 

表 5  関東地方の推計結果 

需要関数 *** 1% ** 5％ * 10%

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 11.6162 2.1124 *** [.000]
貸出金利回り -5.7917 0.2877 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.1872 0.0208 *** [.000]
県内総生産デフレ -0.1357 0.1587 [.392]
上方調整速度 -0.8107 0.3982 ** [.042]

adj-R2 0.3561
D.W. 0.4301

供給関数

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 0.4753 0.0961 *** [.000]
貸出金利回り‐政策金利 -0.0185 0.0172 [.283]
預金残高 0.0011 0.0032 [.721]
中小企業向け貸出一期ラグ 1.0063 0.0039 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.0143 0.0071 ** [.044]
県内総生産デフレ -0.0078 0.0010 *** [.000]
下方調整速度 0.0774 0.0052 *** [.000]

adj-R2 0.9977
D.W. 1.7521

 

 

表 6  東京での推計結果 

需要関数 *** 1% ** 5％ * 10%

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 44.1731 12.7882 *** [.001]
貸出金利回り -5.2785 0.2322 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.2612 0.0433 *** [.000]
県内総生産デフレ -2.8853 1.0610 *** [.007]
上方調整速度 -0.7595 0.2845 *** [.008]

adj-R2 0.5166
D.W. 0.5045

供給関数

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 -0.0510 0.0467 [.275]
貸出金利回り‐政策金利 -0.1279 1.0877 [.906]
預金残高 0.0027 0.0067 [.682]
中小企業向け貸出一期ラグ 0.9908 0.0117 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.0989 0.1020 [.333]
県内総生産デフレ -0.0118 0.0028 *** [.000]
下方調整速度 0.0474 0.0059 *** [.000]

adj-R2 0.9975
D.W. 1.8084  



 

表 7  北陸・甲信越地方の推計結果 

需要関数 *** 1% ** 5％ * 10%

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 8.2469 2.2418 *** [.000]
貸出金利回り -4.9411 0.2401 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.0946 0.0140 *** [.000]
県内総生産デフレ 0.6012 0.1889 *** [.001]
上方調整速度 -0.3060 0.1969 [.120]

adj-R2 0.3491
D.W. 0.4328

供給関数

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 0.4300 0.1131 *** [.000]
貸出金利回り‐政策金利 -0.0082 0.0206 [.690]
預金残高 0.0009 0.0038 [.816]
中小企業向け貸出一期ラグ 1.0057 0.0039 *** [.000]
政府系金融機関貸出 -0.0147 0.0105 [.161]
県内総生産デフレ -0.0038 0.0007 *** [.000]
下方調整速度 0.0792 0.0055 *** [.000]

adj-R2 0.9974
D.W. 1.6745  

 

表 8  東海地方での推計結果 

需要関数 *** 1% ** 5％ * 10%

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 25.1520 1.6671 *** [.000]
貸出金利回り -5.4918 0.2931 *** [.000]
政府系金融機関貸出 -0.0402 0.0086 *** [.000]
県内総生産デフレ 0.3448 0.1410 *** [.014]
上方調整速度 -0.8624 0.5589 [.123]

adj-R2 0.3239
D.W. 0.5143

供給関数

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 0.0975 0.0575 [.090]
貸出金利回り‐政策金利 -0.0513 0.0118 *** [.000]
預金残高 0.0054 0.0025 ** [.032]
中小企業向け貸出一期ラグ 0.9969 0.0029 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.0029 0.0043 [.502]
県内総生産デフレ -0.0008 0.0003 *** [.004]
下方調整速度 0.0598 0.0044 *** [.000]

adj-R2 0.9989
D.W. 1.1959  



 

表 9  関西地方での推計結果 

需要関数 *** 1% ** 5％ * 10%

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 2.4250 1.7449 [.165]
貸出金利回り -3.7670 0.1762 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.0929 0.0185 *** [.000]
県内総生産デフレ 0.8499 0.0708 *** [.000]
上方調整速度 -0.6985 0.2515 *** [.005]

adj-R2 0.3782
D.W. 0.5071

供給関数

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 0.2004 0.1194 [.093]
貸出金利回り‐政策金利 -0.0156 0.0265 [.557]
預金残高 0.0225 0.0064 *** [.000]
中小企業向け貸出一期ラグ 0.9744 0.0065 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.0188 0.0075 ** [.012]
県内総生産デフレ -0.0042 0.0013 *** [.001]
下方調整速度 0.0970 0.0065 *** [.000]

adj-R2 0.9954
D.W. 1.7289  

 

表 10  中国地方での推計結果 

需要関数 *** 1% ** 5％ * 10%

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 19.3781 2.2560 *** [.000]
貸出金利回り -4.6004 0.3008 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.1526 0.0266 *** [.000]
県内総生産デフレ -0.7863 0.1779 *** [.000]
上方調整速度 -0.4606 0.3366 [.171]

adj-R2 0.3070
D.W. 0.3803

供給関数

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 0.3408 0.1003 *** [.001]
貸出金利回り‐政策金利 -0.0326 0.0169 * [.054]
預金残高 0.0058 0.0036 [.108]
中小企業向け貸出一期ラグ 0.9934 0.0040 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.0081 0.0063 [.199]
県内総生産デフレ -0.0040 0.0010 *** [.000]
下方調整速度 0.0768 0.0062 *** [.000]

adj-R2 0.9983
D.W. 1.8411  



 

表 11  四国地方での推計結果 

需要関数 *** 1% ** 5％ * 10%

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 8.4755 3.3216 ** [.011]
貸出金利回り -3.2697 0.2422 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.1284 0.0315 *** [.000]
県内総生産デフレ -0.0032 0.2428 [.989]
上方調整速度 -0.8523 1.4137 [.547]

adj-R2 0.4729
D.W. 0.1732

供給関数

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 0.2370 0.0974 ** [.015]
貸出金利回り‐政策金利 -0.0254 0.0079 *** [.001]
預金残高 -0.0213 0.0070 *** [.003]
中小企業向け貸出一期ラグ 1.0178 0.0066 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.0116 0.0067 * [.086]
県内総生産デフレ -0.0028 0.0009 *** [.001]
下方調整速度 0.0397 0.0078 *** [.000]

adj-R2 0.9996
D.W. 1.5770  

 

表 12  九州地方での推計結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

需要関数 *** 1% ** 5％ * 10%

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 14.9841 1.2573 *** [.000]
貸出金利回り -1.9831 0.0785 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.0615 0.0140 *** [.000]
県内総生産デフレ -0.2658 0.0833 *** [.001]
上方調整速度 -0.7196 0.7120 [.312]

adj-R2 0.5032
D.W. 0.2779

供給関数

説明変数 推定値 標準偏差 t値 P値

定数項 0.3288 0.0756 *** [.000]
貸出金利回り‐政策金利 -0.0378 0.0055 *** [.000]
預金残高 0.0032 0.0032 [.320]
中小企業向け貸出一期ラグ 0.9952 0.0038 *** [.000]
政府系金融機関貸出 0.0067 0.0045 [.139]
県内総生産デフレ -0.0034 0.0008 *** [.000]

下方調整速度 0.1321 0.0078 *** [.000]

adj-R2 0.9985

D.W. 1.5918



 

表 13 域別分析結果のまとめ： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：“－”は負の相関関係,“+”は正の相関関係 

項目 北海道 東北 関東 東京 北陸・甲信越 東海 関西 中国 四国 九州

県内総生産デフレーションと貸出需要 - - - - + + + - - -

政府系金融機関中小企業向け貸出と民間需要 + + + + + - + + + +

政府系金融機関中小企業向け貸出と民間貸出 - - + + - + + + + +

上方調整速度 均衡 均衡 不均衡 不均衡 均衡 均衡 不均衡 均衡 均衡 均衡

下方調整速度 不均衡 不均衡 不均衡 不均衡 不均衡 不均衡 不均衡 不均衡 不均衡 不均衡

判断結果 超過供給 超過供給 超過需要 超過需要 超過供給 超過供給 超過需要 超過供給 超過供給 超過供給
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以上の表で示したように,先ずは県内総生産デフレーションと貸出需要の関係では,北陸

・甲信越,東海,関西地域にある中小企業の傾向としては生産活動水準の高まりで,販売・在

庫・設備投資が活発し,資金需要が高まることとなっている,他の地域の中小企業は,利潤や

内部留保の増大で貸出需要が減尐している.政府系金融機関中小企業向け貸出と民間金融機

関の関係を需要関数と供給関数から分析していくと,北海道,東北,北陸・甲信越,東海以外の

地域では,政府系金融機関貸出が民間金融機関貸出に正の影響を与えている,北海道,東北,北

陸・甲信越,東海では需要関数と供給関数が違う結果を表わしている.これに関しての理由

はまだ詳しく分からず,さらなる分析が必要だと考えられる.上方調整速度と下方調整速度

の結果から中小企業向け貸出市場の地域別状況として,関東,関西で中小企業向け貸出が超

過需要の状態となり,それ以外の地域では超過需要となっている. 

では,なぜ関東や関西で中小企業向け貸出市場が超過需要となっていることや他の地域が

超過供給となっているのかをさらに分析していく. 

 先ずは中小企業数から考える. 

 中小企業の地域別分布は以下のグラフで示す. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注41 

黒で表示しているのは関東や関西地域の中小企業数である.中小企業が一番多いのは東京

都,その次が大阪府,三番目は愛知県である.中小企業数が関東や関西地域の超過需要と関係

あることがグラフでは読み取れるが,三番目に中小企業数の多い愛知県が含まれている東海

地域では超過需要となっていない理由は何だろう. 

 それを詳しく判断するために,さらに貸出金利のグラフを見ていく.正確性を高めるため

に,ここに使われている金利は中小企業をメインターゲットにしている第二地方銀行や信用

金庫の銀行別加重平均金利である. 

                                                      
41 総務省「平成 18 年事務省・経済統計調査」再編加工 
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グラフの結果は以下に示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフの結果と地域別分析の結果を比較すると,低金利,低金利が東海地域が超過重要になっ

ていない理由であると考えられる.東海地域に比べ,北海道,九州地域では金利が非常に高いであ

り,それにしても超過供給となっている 

 また,全国的にみれば,東海地方,北陸・甲信越,関西地方では金利が一番低く,表 13 の地域分析

結果のまとめと比べたら,県内総生産デフレーションと貸出需要の関係の結果と一致している.

この 3 つの地域では県内総生産デフレーションと貸出需要との間には正の相関関係が存在し,こ

の 3 つの地域にある中小企業は在庫・販売・設備投資などの活動で,資金需要が高まっている.

さらに,金利の低下は中小企業の投資活動に誘導効果を持っていると考えられる. 
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①資金供給の増

加 

②情報の非対称

性の緩和 

第6章 政策提言 

この章では,上述した問題意識や現状分析を踏まえ,課題を解決するための政策案を提言する.

まず,政策案の概要を述べた上で,政策の詳細を述べる. 

第1節 概要 

 私たちが提言する政策案は「公的金融機関,商工会議所が信用保証協会や金融機関に情報

公開し,情報の非対称性を緩和させ,金利を低減する」である. この政策のメリットは①情報

公開により,銀行の審査コストを減尐させ,情報の非対称性の緩和で金利が下げられる.関東,

東京,関西地方で超過需要の状況を緩和させることができる.②商工会議所に加入している

企業は貸出融資が簡単になるため,商工会議所に介入するインセンティブが与えられ,商工

会議所会員は増えていく,公開できる情報量もさらに増やす.そして、政策提言は超過需要

している地域に対する提言である。 

第2節 政策提言の実行可能性 

前節の提言の実行可能性について述べる.超過需要している地域の資金供給を解決するた

めには二つの解決方法が理論的に考えられる.一つ目は貸出資金を増加させることで,供給

曲線を右にシフトさせ,超過需要を緩和することである(図 5-2-2 の①).二つ目は情報公開に

より,情報の非対称性や信用リスクを低減し,金利を引き下げることで超過需要を緩和する

ことである(図 5-2-2 の②).一つ目の方法では,莫大な政府融資が必要となり,現在政府の財政

難と矛盾する.さらに国債の発行な

どが考えられにくい.つまり,二つ目

の解決方法として情報公開によっ

て,信用リスクや情報の非対称性を

低減させることで金利を引き下げ

ることが可能性として高いと考え

られる.以下では金融機関や信用保

証協会別にとって,中小企業向け政

府系金融機関,商工会議所が所持し

ている中小企業情報公開の実行可

能性や意義について論じていく. 
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第3節 情報公開の実行可能性と意義 

第1項  商工会議所について 

商工会議所とは 1953 年（昭和 28）の「商工会議所法」に基づき設立される非営利の法人組

織で,国民経済の健全な発展を図り,かつ国際経済の進展に寄与することを目的としている. 

商工会議所の特徴として(1)地域性－地域を基盤としている,(2)総合性 －会員はあらゆる業種

・業態の商工業者から構成される,(3)公共性－公益法人として組織や活動などの面で強い公共

性を持っている,(4)国際性－世界各 国に商工会議所が組織されている,を持っている.全国各地

では 514(2011 年)の商工会議所を持ち,長年間中小企業に対し支援を行い,地域経済の活力を維

持してきたが,全国商工会議所の会員数も,ピークであった平成 12 年の 143 万会員から平成 

20 年には 125 万会員へと減尐している42.商工会議所の会員数減尐は,事業所数の減尐という

構造的要因とともに,長引く景気低迷の中,中小・小規模企業を中心に企業の商工会議所に対す

る意識の変化も大きな要因となっている.すなわち,商工会議所に加入することによる間接的な

地域経済発展への貢献から,企業経営に直接プラスとなる会員メリットを追求する方向へ企業の

意識が変化しつつあり,こうしたニーズに対応した事業の展開が求められている43. 

日本国内には,約 420 万の企業があるが,中小・小規模企業はこのうち 99.7％に上る.また,当商

工会議所の会員の中でも約 80％を占めている.まさに,地域経済は中小企業によって支えられて

おり,中小企業が元気を取り戻して初めて,地域全体の活性化も実現する.以上のデータによれば,

日本中小企業の約 1/4 が商工会議所の会員となっている44. 

第2項  金融機関と信用保証協会について 

 金融機関にとって中小企業向け貸出は大企業より透明度が低く,一般的に,借り手企業の情報

が十分であれば,貸し手が査定した借り手のクレジットリスクに不確実性は小さいと考えられ

る.逆にいえば,貸し手企業が借り手企業を良く知らない場合,予め予想した貸し手のデフォール

ト(貸し倒れ)リスクよりも実際のリスクの方が大きい場合もある.貸し手は,自身の査定結果に自

信を持てないので,透明度の高い借り手に比べ,透明度の低い借り手への不信感が高い分,金利を

上乗せするかもしれない. 

政府が中小企業向け貸出を円滑化させるために,信用保証協会を設立し,中小企業が金融機関

から融資を受ける際に融資金の債務を保証し,その返済ができなくなった場合には融資金の返済

を肩代わりする.今現在 4 割の中小企業が信用保証の対象となっている45.特別信用保証を受けた

企業は,そうでない企業に比べて借入比率,とくに長期の借入比率が上昇しており,信用保証は資

金制約の緩和につながったと評価している46.しかし,日本の公的信用保証は，貸出先企業がデフ

ォルトした場合における信用保証協会の金融機関に対する債務保証割合が長らく 100%であっ

たことが，債務保証割合の側面からは金融機関にリスク負担を求めない制度設計となっている

                                                      
42 平成 21 年 7 月 広島商工会議所 ｢広島商工会議所中期行動計画｣ p1 
43 2008 年 神戸商工会議所 「神戸商工会議所中期行動計画」p2 
44 2008 年 神戸商工会議所 「神戸商工会議所中期行動計画」p2 
45 小野 [2011] ｢中小企業向け貸出をめぐる実証分析:現状と展望｣ p42 
46 Uesugi, Sakai, and Yamashiro  [2010] 「The Effectiveness of Public Credit Guarantees in the Japanese 

Loan Market｣ 
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ことから，貸出先企業に対するモニタリングを行わないなどの金融機関におけるモラルハザー

ドが生じる可能性が指摘できる47.それを解決するため,2007 年 10 月から(2008 年～2011 年 3

月まで経済危機によって中止し,2011 年 3 月から再び実施)信用保証協会と金融機関では責任共

有制度を導入し,信用保証協会の保証比率を 80％まで引き下げ,あまりの 20％は金融機関が負担

する(図 5-3-1).信用保証において重要なのは質の低い (成功確率の低いプロジェクトに着手しよ

うとしている)企業の虚偽の申告をどう防止するかにある｡48 

 

図 5-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：(根元忠宜  [2008]  「信用保証制度の経済効果とパフォーマンス評価」,｢取引実態調査｣

[2008],[2009],全国信用保証協会連合会ホームページより作成) 

第3項 新たな三者関係の構築へ 

第 2 項で述べたように,信用保証において重要なのは質の低い (成功確率の低いプロジェクト

に着手しようとしている)企業の虚偽の申告をどう防止するかにある.つまり,情報の非対称性が

存在している中小企業向け貸出市場では,情報の非対称性をどうやって緩和させるのかが非常に

重要なことである.中小企業数の 1/4 が会員である商工会議所が金融機関や信用保証協会との情

報共有で,情報の非対称性を低減させることと考えられる.さらに,金融機関や信用保証協会が情

報共有で提供された企業に融資を優先する可能性を考えられ,メリットを感じた中小企業が商工

会議所に参加し,会員が減尐している商工会議所にとっても,再び会員を増やすことができるメ

リットもある. 

 以上のように、商工会議所が金融機関と信用保証協会に情報共有することで、新たな三者関

係を築き、情報の非対称性を緩和させることができる。 

 

                                                      
47伊藤 晃子 [2011]  ｢公的信用保証制度におけるモラルハザードに関する考察｣ 
48根元忠宜  [2008]  「信用保証制度の経済効果とパフォーマンス評価」p50 

日本信用保証制度 ～2007年
2008年～2011年２月

2007年10月～2008年8
月
2011年3月～今現在

公的保証機関の保証比率 100％ 80％

信用保証料率 1.35％一律 0.05％～2.2％9段階に分
け、信用リスクに応じた保
証料率を設定する

問題点 ①公的保証機構が赤字に
なり、政策金融公庫の赤字
が1000億円に(2008年)

②金融機関でモラルハ
ザード発生

①金融機関による貸出に
対する審査が厳しくなって
いる

②金融機関の貸出態度に
大きな変化はなかった。
(2008、2009年「取引実態
調査」により)
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（注：信用保証協会ホームページ資料より作成） 

第4節 政策提言における課題 

第1項  情報公開の限界性 

商工会議所が所持している会員情報は完全ではないと考えられ,情報の不完全性が残されてい

る課題である.また評価を高めさせるために情報の偽装なども起こりえる.しかし,仮に情報公開

することで,地域経済を活発化させ,商工会議所の会員数も増えられるだとしたら,商工会議所に

とってさらに情報収集を行うインセンティブが与えられ,情報の信憑性を高めていく同時に,情

報量も徐々に増やしていくと考えられる. 

第2項  金利の下方硬直性 

 金利は県によって差が出てくるが,県内では非常に大きな金利差が見られない.つまり,たとえ

資金を他の県から調達してきても,金利は県内の水準で貸出を行うという下方硬直性が存在す

る.さらに,中小企業庁が示した資料によれば,信用保証付き貸付金利は,中小企業を主な顧客とす

る信用金庫の貸出約定平均金利を常に上回っている.信用保証には,深刻な貸し渋りによる資金

制約を緩和する効果があることが分かった.借り手の支払う金利が低下せず,公的部門によるリ

スクテイクの効果が,中小企業に十分伝わっていない可能性もある.情報公開によって,どれだけ

の金利を下げられるか残されている課題である. 
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