
．本論の目的

本論の目的は、中小企業の集積地である諏訪地方において中小企業と金融機関との関係に

ついてアンケートを用いて調査し、メインバンクの選択要因や資金調達手法の実態を明らか

にすることである。中小企業の集積地である諏訪地方（諏訪市、岡谷市、茅野市、下諏訪

町、富士見町、原村）を研究の対象として、集積地に拠点を置く中小企業と取引金融機関と

の関係、資金調達手法について分析を行う。そして集積地の中小企業が取引金融機関を選択

する理由を調査し、金融機関との関係および資金調達手法の利用度、認知度を把握しようと

するものである。

本論では、まず長野県の金融機関の概要を述べる。続いて諏訪地方の中小企業を対象とし

てアンケート調査を行った結果と林（ ）で実施した東大阪市でのアンケート調査の結果

とを比較しながら、諏訪地方の中小企業と金融機関との関係を分析する。東大阪市は我が国

有数の工業都市であり、いわゆる都市型の中小企業の集積地でもある。一方、諏訪地方は戦

前の製糸産業や戦後のカメラ・時計製造産業が中心となり、製造業が集積した地域である。

東大阪市も諏訪地方も“都市型複合集積地”に分類されるが、大阪市に隣接し人口が 万人

の東大阪市とは異なり、諏訪地方は人口が 万人ほどの山に囲まれた地方の中小企業の集積

地である。都市型の集積地である東大阪市と同じ都市型には分類されるが、いわゆる地方の

集積地である諏訪地方とを比較し、集積地間において取引金融機関や手法など中小企業の資

金調達に何らかの差異があるかについて分析を行なう。
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．先行研究のレビューと本論の位置づけ

中小企業の資金調達に関する研究は数多くなされているが、それらは金融機関に焦点を当

てた研究が多い。まず、 中小企業金融の制度に関する研究、 中小企業とメインバンクに

関する研究の つに分けて先行研究をレビューする。

中小企業金融の制度に関する研究

中小企業金融を対象とした研究は多く蓄積されているが、たとえば家森（ ）、吉野・

土居・藤田編（ ）、吉野・渡辺編（ ）、吉野・藤田編（ ）などがある。

家森は地域金融機関をマクロ的な要素から分析し、信用保証制度や中小企業金融機関のガ

バナンスについて検討をしている。地域中小企業金融の概念を整理し、中小企業金融の枠組

みを概観して、信用保証制度が中小企業金融において果たした役割、規制当局からの天下り

の是非について分析を行なっている。吉野・土居・藤田編は、中小企業金融について行政面

から分析している。中小企業向け金融機関がどのような役割を今後担うのか、将来像につい

て述べている。吉野・渡辺編では、中小企業向け金融機関を地方銀行、信用金庫、ベン

チャーキャピタルといった業態に分け、中小企業の金融面での不利性を指摘し、その緩和す

る方策を開発し実施することが課題と述べている。吉野・藤田編では、民間金融機関の動

き、信用金庫の役割、名古屋と関西を事例とした地域金融の現状、政府系金融機関の変革、

ノンバンクの動きなど経済学的な見地から分析を行なっている。

これらの先行研究は、中小企業金融の制度に関する研究という枠組みに分類ができ、中小

企業向け金融機関の必要性やその役割について経済学的な視点からの研究であり、中小企業

への資金供給側である金融機関や中小企業金融の制度に焦点を当てた研究という特徴を持っ

ている。

中小企業とメインバンクに関する研究

企業とメインバンクに関する研究は、大企業と都市銀行という関係を中心に議論されてき

ており、中小企業とメインバンクとの関係に関する議論は大企業に準じた形となっている ）。

中小企業のメインバンクに関する研究は、加納（ ）や播磨谷・永田（ ）、酒井

（ ）などがある。

加納は中小企業と金融機関のリレーションシップが終了する時点に焦点をあて、中小企業

がメインバンクを変更する要因について 年間に渡るパネルデータを用いて全国規模での分

析を行っている。成長性が高く、操業年数が短く、企業規模が小さく、メインバンクの

が低く、取引銀行数が多く、当該地域の銀行間競争が激しい中小企業がメインバンク

を変更する傾向があると指摘し、地域密着型金融の中心となるのは地域金融機関であると述

べている ）。

播磨谷・永田は中小企業とメインバンク関係について、地域金融機関（地方銀行、第二地
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諏訪地方における中小企業と金融機関との関係に関する分析（林）

方銀行、信用金庫）をメインバンクとする中小企業を対象として、金融機関の費用効率性と

貸出態度がどのように関連しているのか回帰分析を用いて行っている。費用効率的なメイン

バンクほど貸出態度が良く、金融機関の健全性の確保がリレーションシップバンキング機能

強化につながると指摘している ）。

酒井は中小企業とメインバンクの関係について分析し、中小企業金融におけるリレーショ

ンシップバンキングで必要なのは未来情報の創造であり、それを融資判断に用いることを

ジェネレーション能力 とし、中小企業金融に不可欠であり金融機関にはその能力の回復

が望まれるとしている ）。ただし、リレーションシップバンキングとは何かに主眼を置いた

理論研究であり実際のデータなどに基づいている研究ではない。

このように先行研究の多くは、全国的な視点や金融機関の業態と中小企業との関係に焦点

を当てたものである。これらは総体的な中小企業金融の傾向や金融機関の特徴を把握するこ

とは可能であるが、地方ごとの状況や特色などを把握することは困難である。そこで研究の

対象および範囲を集積地とし、集積地の中小企業と金融機関との関係についてアンケートを

用いて分析したのが林（ ）である。東大阪市の中小企業にアンケートを送付し、メイン

バンクに関する調査を実施し、東大阪市の中小企業のメインバンクで多い業態は都市銀行で

あると指摘した。

そこで、本研究では林にならって産業集積地の つである諏訪地方を研究の対象とし、中

小企業のメインバンクは具体的にどこであるのか、中小企業が用いる資金調達手法およびそ

の認知度について調査し東大阪市の結果と比較する。これにより中小企業という巨大な対象

を漠然と把握するよりも、地域の特性を考慮に入れた中小企業と金融機関との関係を具体的

かつ詳細に把握ができると考える。

．諏訪地方の経済概況と金融機関の概況

諏訪地方の現状

諏訪地方は長野県南信地方の諏訪市、岡谷市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村の 市

町 村のことを指す。総面積は 平方キロ、人口は 人で長野県総人口の

％に当たる ）。諏訪地方を歴史的にみると江戸期から明治期までは製糸業が盛んだっ

た。生糸の価格暴落に伴い昭和初期以降に製糸業は衰退し、それに代わるものとして県の誘

致施策により帝国ピストンリングや第二精工舎諏訪工場（現エプソン）、高千穂製作所（現

オリンパス光学工業）などの誘致が実施され機械工業の集積が進んだ。戦後は軍需産業から

民需型産業へと転換を図り、時計やカメラ、オルゴール等の製造業を中心に集積地を形成

し、精密機械工業の集積地という性格を有するようになった。その後は産業構造の転換に準

じて一般機械から電気機械を扱う工業の集積地を形成している ）。

）播磨谷・永田（ ）、 。
）酒井（ ）、 。
）諏訪地方事務所（ ）、 。
）関東経済局（ ）、 。



諏訪地方の工業に関する統計を見ると、 年の事業所数は か所、従業者数は

人、製品出荷額等は 億 万円となっており、これは長野県全域の項目それぞれに対

して ％、 ％、 ％である（表 ）。諏訪地方の 年と 年の数値を比較す

ると、事業所数は ％、従業者数は ％、製造品出荷額等は ％減少して

いる。

次に諏訪地方の各市町村別の 年末工業統計の数値を示す（表 ）。諏訪地方で事業所

数が多いのは岡谷市で カ所、製造業に従事する人数が多いのが茅野市で 人、製造品

出荷額等が大きいのが茅野市で 億 万円、従業者 人当たりの製造品出荷額等が大き

いのが茅野市となっており、諏訪地方における茅野市の役割が大きいと推察できる ）。
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）同じ資料によると、諏訪市は商業事業所数 カ所、商業従業者数 人、年間商品販売額 億
万円となっており、商業系のデータでは最も多い。

表 諏訪地方の工業の状況
（単位 カ所 人 万円 ％）

年末

諏訪地方 長野県 対県比率

事業所数 従業者数
製造品

出荷額等
事業所数 従業者数

製造品

出荷額等
事業所数 従業者数

製造品

出荷額等

（出所）諏訪地方事務所（ ） をもとに作成

表 諏訪地方市町村別工業数値

年末

製造業事業所数

（従業者 人以上）

製造業従業者数

（従業者 人以上）

製造品出荷額等

（従業者 人以上）

従業者 人当たり

製造品出荷額等

所 人 万円 万円

岡 谷 市

諏 訪 市

茅 野 市

下諏訪町

富士見町

原 村

合計および平均

（出所）経済産業省 工業統計調査 平成 年公表データをもとに作成



諏訪地方における中小企業と金融機関との関係に関する分析（林）

諏訪地方の金融機関の現状

長野県を拠点とする金融機関は地方銀行の八十二銀行（本店 長野市）、第二地方銀行の

長野銀行（本店 松本市）、諏訪信用金庫、長野県信用組合である（表 ）。八十二銀行は第

十九銀行と第六十三銀行が合併し、その後いくつかの銀行を吸収し現在に至り、預金量 兆

億円、支店数は 、役職員数が 人である ）。長野銀行は長野県商工信用組合と

して設立され、長野相互銀行を経て長野銀行に転換して現在に至り、預金量 億円、支

店数 、役職員数 人である。諏訪信用金庫（本店 諏訪市）は岡谷信用組合を始まりと

して、下諏訪信用組合や諏訪市信用組合を合併した後に諏訪信用組合となった。その後、信

用金庫へと改組して現在に至り、預金量 億円、支店数 、役職員数 人である。長野

県信用組合は長野県納税助成金庫を始まりとし、長野県信用組合に改組、昭和電工大町信用

組合、昭和電工塩尻信用組合を吸収合併し現在に至り、預金量 億 百万円、支店数

、役職員数 人である ）。

） 年 月末のデータである。以下、長野銀行、諏訪信用金庫、長野県信用組合も同じである。
）長野県には あすなろ信用組合 があり岡谷市に出張所があるが、本支店ではないので本論では除外す
る。なお、あすなろ信用組合は本店が松本市にありその他は長野県東御市に 支店、栃木県宇都宮市に
支店、群馬県前橋市に 支店、新潟県新潟市に 支店の 支店であり長野県に限定して営業をしているわ
けではない。

八十二銀行
年 月 前身銀行第十九国立銀行設立

（長野）
年 月 前身銀行第六十三国立銀行設立

（長野）
年 月 第六十三国立銀行が普通銀行に転換

し、六十三銀行と改称
年 月 第十九銀行と六十三銀行が合併し、

八十二銀行として設立
年 月 上伊那銀行、佐久銀行、信州銀行の

営業譲り受け
年 月 長野貯蓄銀行の営業譲受

年 月 上田殖産銀行の営業譲受

年 月 飯田銀行を合併

年 月 東証第 部へ上場

年 月 東証第 部へ移行

年 月 新潟中央銀行を分割営業譲受

年 月 上田商工信用組合を分割事業譲受

八十二銀行 長野銀行（第二地方銀行）
年 月 長野県商工信用組合として設立

年 月 長野相互銀行に転換

年 月 長野銀行に転換

年 月 東証第 部上場

年 月 東証第 部に指定替

長野銀行（第二地方銀行） 長野県信用組合
年 月 当組合の前身である株式会社長野県

納税助成金庫創立
年 月 中小企業等協同組合法に基づき長野

県信用組合に改組
年 月 昭和電工大町、昭和電工塩尻の 信

用組合を吸収合併
年 月 上田商工信用組合の事業一部譲受

長野県信用組合

諏訪信用金庫
年 月 産業組合法に基づき保証責任 岡谷

信用組合 創立
年 月 市街地信用組合法に基づき 岡谷信

用組合 に改組
年 月 下諏訪信用組合、諏訪市信用組合を

合併して 諏訪信用組合 と名称変
更、本店を岡谷市に置く

年 月 信用金庫法に基づき 諏訪信用金
庫 に改組

諏訪信用金庫

表 長野県の金融機関とその沿革

（注）各社のディスクロージャーを参考にして作成



上記の金融機関のうち八十二銀行、長野銀行、長野県信用組合は長野県全域を営業エリア

としているが、諏訪信用金庫に関しては諏訪地方のみを営業エリアとしている。長野県には

信用金庫が つあるが、それぞれ営業エリアが重複しないように棲み分けがなされている点

が特徴である ）。よって、諏訪地方には諏訪信用金庫以外の信用金庫の支店は存在せず、逆

に諏訪信用金庫は長野県の他の地方では支店を有していない。

また長野県の金融機関のうち中小企業向け貸出残高、中小企業向け貸出件数、中小企業向

け貸出 件当たり金額の 項目全てにおいて最大値なのは八十二銀行である ）。このような

データから、長野県では地方銀行である八十二銀行が預金量、貸出残高などで大きなシェアを占

めていること、諏訪地方に限定すれば諏訪信用金庫の支店数が最も多いことが特徴と言える。

．アンケート調査の方法

上記のように諏訪地方において、貸出件数、貸出残高などでは八十二銀行がトップであっ

たが、実際に中小企業側の金融機関の選択や資金調達に対する意識はどのようになっている

のかを把握するためにアンケートを送付し調査を行った。アンケートの送付対象は、諏訪地

方に所在地のある企業（全業種）である。帝国データバンク 会社年鑑 年版 から諏訪

地方に本社住所のある企業をすべて抽出し、さらに 諏訪圏企業ガイド 記載にされている

諏訪地方の企業すべてを抽出した。この中から事業所や支店を除く株式会社および有限会社

である 社すべてに 年 月 日にアンケートを送付し、同年 月 日までの返信を依

頼した。その結果、 社（回答率 ％）の回答が得られた。アンケートは、取引金融機

関の数、メインバンクの有無、メインバンク名、メインバンクを選択した理由などメインバ

ンクに関する質問、そして、資金調達先、資金調達手法の認知度、利用度など資金調達手法

に関する質問など、 項目で構成されている。

．調査結果から見た諏訪地方の中小企業とメインバンク

回答企業の状況について

本アンケートに回答した企業は 社であり、資本金は、平均額が 万円、最小値

は 万円、最大値は 億円、中央値は 万円であった。従業員数は、平均値は

人、最小値は 人、最大値は 人、中央値は 人であった。回答企業のうち資本金 億円だ

が従業員数が 人以下であったり、従業員数が 人だが資本金は 億円以下といった企業

があるが、中小企業基本法に準拠した企業であるためそのまま調査を進めることにした。資

本金と従業員数との相関係数を算出したが、ほとんど相関が見られず有意でもなかった

（ ） ）。
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）長野信用金庫、松本信用金庫、上田信用金庫、飯田信用金庫、アルプス中央信用金庫が存在している。
）日本銀行 参照。 年 月時点での八十二銀行の中小企業向け貸出残高 兆 億円、中小企業向
け貸出件数 件、中小企業向け貸出 件当たりの金額 万円である。



諏訪地方における中小企業と金融機関との関係に関する分析（林）

回答企業の業況は、自社の属する業界の業況について 良い が ％、 さほど良くな

い ％、 悪い が ％であった。自社の業況については、 良い が ％、 さ

ほど良くない ％、 悪い が ％となり、業界全体に比べ自社の業況のほうが良

いと回答する企業の割合が大きかった。

取引金融機関に関する質問項目

諏訪地方の企業の取引金融機関数については、複数行取引を行っている企業が ％で

あった。特に 行 と取引を行っていると回答した企業が ％と最も多かった。これ

は、東大阪市の中小企業においても 行 との取引が最も多く ％であったのと同様

の結果となった。続いて 行 が ％、 行 が ％であったが、一方で

行 と回答した企業も ％であった。 年の中小企業白書で指摘しているように、我が

国の中小企業と金融機関の関係は複数行取引が特徴であり、諏訪地方や東大阪市でも同じ特

徴を有しており、そのうち約 割が 行 と取引を行っていることになる ）。

また、取引金融機関数は企業規模（資本金）が大きくなれば取引機関数も増える傾向にあ

ることもわかった（表 ）。 行 と回答した企業の資本金の平均値が高くなっているが、

これは資本金が 億円以上の企業が 社入っていて大きく影響していると考えられる。この

社を除外すると資本金の平均額が 万円となり資本金の額が増えるにつれ取引金融

機関数が増加すると指摘できる。

諏訪地方でも中小企業は複数行取引が多い傾向にあることが分かったが、中小企業がメイ

ンバンクとして認識している金融機関の有無について問うと、諏訪地方では ％の企業

が メインバンクがある と回答した ）。これは、東大阪市の企業の ％が メインバ

ンクがある としたのと同様に、ほとんどの企業がメインバンクを持っていると認識してい

る結果となった。

諏訪地方の中小企業がメインバンクとして認識している金融機関の業態は、地方銀行が

％、信用金庫が ％、第二地方銀行が ％、都市銀行が ％、信用組合が

） を用いて の相関係数を計算し両側検定を行ったが有意確率は と ％水準を
クリアできていない。
）中小企業庁（ ）、 。
）メインバンクとは 取引を頻繁に行っている金融機関 として調査を行った。

取引金融機関数
資本金平均

（万円）

従業員数平均

（人）

社

社

社

社

社

社以上

表 取引金融機関数と中小企業の資本金の額と従業員数



％、政府系金融機関 ％、その他が ％であり、地方銀行をメインバンクとする企

業が最も多かった ）。一方、東大阪市の中小企業を対象とした調査では、メインバンクとし

て認識している金融機関は都市銀行が ％と最も多く、同じ都市型産業集積地として分

類される諏訪地方との違いが明確となった。具体的な金融機関名は、最も多い金融機関は八

十二銀行で 社、諏訪信用金庫で 社、長野銀行の 社と続いた（表 ）。回答の中には諏

訪地方に支店のない東京三菱 銀行や横浜銀行とする回答があった。

従業員数とメインバンクの業態は、全国レベルでみると基本的に地方銀行・第二地方銀行

がメインバンクである割合が大きく、従業員数が増加するにしたがいメガバンク（都市銀

行）にシフトする傾向にある ）。東大阪市では、どの企業規模においても全体的に都市銀行

をメインバンクとする割合が大きかった。また、地方銀行や第二地方銀行よりも信用金庫を

メインバンクとする中小企業が多い点も東大阪市の特徴であり、従業員数が大きくなるにし

たがい、都市銀行にシフトする点は全国と類似していた。今回の調査の諏訪地方では、従業

員数が少ない企業群から多い企業群まで地方銀行である八十二銀行をメインバンクとして認

識している割合が大きい点が特徴である。また、信用金庫や第二地方銀行も小規模な企業群

でメインバンクとなっている。全国や東大阪市でみられた企業規模の増加につれて都市銀行

へとメインバンクがシフトするという傾向は諏訪地方では見られない。これは、都市銀行の

支店数が少ないということ、地方都市では地方銀行の役割が大きいことが要因であると推察す

る。

続いて、表 は諏訪地方の中小企業がメインバンクを選んだ理由をまとめたものである。

中小企業がメインバンクを選んだ理由として挙げた中で最も多かった回答が 信頼感があ

る ％であり、 先代からの取引である ％、 近所にある ％と続く。東

大阪市の結果では 信頼感がある という回答順位は 番目であり、最も多い回答は 先代

からの取引がある で取引の継続性が重要視されている傾向があった。しかし、今回調査し

た諏訪地方の中小企業は取引の継続性よりも金融機関の信頼感でメインバンクを選択する傾

向があった。また、諏訪地方、東大阪市双方とも、金融機関の立地で選択する傾向があり、

中小企業は金融機関の融資の受けやすさやサービスよりも金融機関の信頼感や取引の継続
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）複数の金融機関を回答している企業があった。その他には、県信用農業協同組合連合会、横浜銀行が含
まれる。
）中小企業庁（ ）、 。

三井住友銀行

東京三菱 銀行

八十二銀行

長野銀行

諏訪信用金庫

長野県信用組合

商工組合中央金庫

その他

表 メインバンクと回答された金融機関
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性、地理的距離をメインバンクの選択要因としていることがわかった。諏訪地方には都市銀

行が 支店しか存在しないため、長野県で一番大きい金融機関の八十二銀行を選択している

と推察できる。

さらに金融機関ごとにメインバンクとして選んだ理由上位 つとのクロス集計を行った

（表 ）。八十二銀行は つの質問に対して最も選択されている。これまで見てきたように

八十二銀行は長野県では最も大きな金融機関であり、長い歴史を持つ点など選択要因と照ら

し合わせても合致する。ただ、 近所にある という選択肢でも八十二銀行は最も多く回答

されたが、支店数では先に見たように諏訪地方では 支店しかなく、諏訪信用金庫の 支店

の半分以下である。メインバンクを距離的な要因で選ぶとすると、本来であれば一番支店数

の多い諏訪信用金庫が最も距離的に近い可能性があり、メインバンクとして選ばれる可能性

がある。だが、今回の結果から中小企業は距離的要因だけでメインバンクを選ぶというより

も、距離はいくつかの選択要件のうちの一つに過ぎず、信頼感や取引の継続性などと複合的

に組み合わせて選択していると判断するほうが望ましい。

次に、メインバンクに対しての満足度について質問をした。メインバンクについて

％が 満足している 、 ％が 満足していない との回答を得られた。東大阪市の中小

企業は、 満足している が ％、 満足していない が ％であったため、諏訪地方

の方がメインバンクに対して満足の度合が大きいことが分かった。金融機関別の満足度につ

いて、 満足していない と回答した割合が大きかった金融機関は、八十二銀行が 社中

社、諏訪信用金庫は 社中 社と続いた。一方で、満足度が高かった金融機関は長野銀行で

）回答数が少ないため、合計で 以上の回答を得られた金融機関のみで比較した。たとえば 満足してい
ない の回答数が三井住友銀行は 社のうちが 社、東京三菱銀行は 社中 社となっており、サンプル
数が少ないため説得力に欠けると判断した。

表 現在のメインバンクを選んだ理由

選択肢
諏訪地方 東大阪市

回答社数 割 合 回答社数 割 合

信頼感がある ％ ％

先代からの取引である ％ ％

近所にある ％ ％

融資を受けやすい ％ ％

渉外担当が訪問してくれる ％ ％

金利などを優遇してくれる ％ ％

親身に相談に乗ってくれる ％ ％

有名な金融機関である ％ ％

担当者などの応対や雰囲気が良い ％ ％

以前困ったときに助けてくれた ％ ％

その他 ％ ％

規模が大きい ％ ％

無回答 ％ ％



あり、 社中 社すべてが満足であると回答した ）。

メインバンクに不満があるならばメインバンクを変更するはずであると考え、メインバン

クの変更についての質問項目を設けたが、メインバンクを 変更したい と回答したものは

社であった。現在のメインバンクに 満足していない と回答した企業数は 社で、メイ

ンバンクに不満がありかつ変更したいと回答した企業は 社であった。つまり、残りの企業

はメインバンクに不満はあるものの、現在のメインバンクとは継続して取引を行っていくこ

とになる ）。これは、現在のメインバンクを変更することに対して中小企業は慎重であると

考えられる。たとえば、中小企業はメインバンクを変更したとしても、新たな融資や満足の

いくサービスを受けられるとは限らないリスクを懸念しているのだ。地域金融機関は“リ

レーションシップバンキング”として、取引の長さや取引度合いを加味したサービスの提供

を金融庁から促されている。そのような状況下において、中小企業の資金調達行動さえも拘

束してしまい、中小企業が取引銀行を変更することに慎重にならざるを得ないというリレー

ションシップバンキングの弊害の側面であると推察する。また、中小企業の資金調達先が金

融機関からの調達に限定されていること、特に諏訪地方では選択できる金融機関も限定され

ているため、安易に変更できないといった要因でこのような数値となったと考える。
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）東大阪市においては、不満があると回答した企業は 社、変更したいとしたものが 社あった。

表 メインバンクと選択理由上位 つとのクロス集計

金融機関

信頼がある
先代からの

取引である
近所にある

上段回答数

下段割合

上段回答数

下段割合

上段回答数

下段割合

八十二銀行
％ ％ ％

長野銀行
％ ％ ％

諏訪信用金庫
％ ％ ％

長野県信用組合
％ ％ ％

三井住友銀行
％ ％ ％

三菱東京 銀行
％ ％ ％

商工組合中央金庫
％ ％ ％

その他
％ ％ ％
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．調査結果による諏訪地方における中小企業の資金調達の実態

中小企業の資金調達手法の認知度と利用度

中小企業の資金調達先は主に金融機関であり、金融機関依存型の資金調達構造と言える。

中小企業が金融機関に資金調達を依存している現状において、資金調達手法の多様化はどの

ように進んでいるかについても検討を行った。

保証協会保証付融資 、 動産担保融資 、 売掛債権担保融資 、 （

ローン担保証券）、 （ 社債担保

証券）、 少人数私募債 、 信用保証協会保証付私募債 、 金融機関保証付私募債 、 ファ

ンドからの出資 の つについて、認知度と利用度を調査した（表 ） ）。 保証協会保証

付融資 は従来からのいわゆる金融機関からの借入であり、 ファンドからの出資 に向か

えば向かうほど直接金融の性格を持つ資金調達手法であると仮定した。

最も利用度が高かったものは 保証協会保証付融資 で ％の企業が利用していると

回答した。これは中小企業の資金調達において信用保証制度を利用し信用保証協会の保証を

付した借入が浸透していることがうかがえる。だが、信用保証協会に依存した借入、金融機

関の信用保証制度に依存した資金供給という実態が反映されていると指摘できる。

一方、 売掛債権担保融資 は ％の企業が知っていると回答したものの、利用してい

る企業は ％であり、利用度は高くはない。これは 売掛債権担保融資 が中小企業の

ニーズや実情に合致している制度であるのかを再検討する必要があるのではないだろうか。

不動産以外の保全となるようなものとして売掛債権に注目が集まったが、実際には利用され

ていない。

また、証券化を用いた資金調達手法に関しては、 および ともに認知度が低

く、その利用度は が 社利用しているが、 は 社も利用していないという結果

となった。中小企業において証券化という手法は浸透しておらず、また地方の集積地である

諏訪地方では利用する機会がないということも認知度と利用度の低さの要因の一つである。

） 利用している を利用度、 聞いたことがある を認知度とした。

表 資金調達手法の知名度と利用度

資金調達手法 利用している 聞いたことがある 知らない 無回答

・保証協会保証付融資について ％ ％ ％ ％

・動産担保融資について ％ ％ ％ ％

・売掛債権担保融資について ％ ％ ％ ％

・ （ローン担保証券）について ％ ％ ％ ％

・ （社債担保証券）について ％ ％ ％ ％

・少人数私募債について ％ ％ ％ ％

・信用保証協会保証付私募債について ％ ％ ％ ％

・金融機関保証付私募債について ％ ％ ％ ％

・ファンドからの出資 ％ ％ ％ ％



さらに、リーマンショックの発端となった証券化という手法が一時のブームであったとも言

えよう。

ファンドからの出資 も認知度が高いものの、中小企業が利用している資金調達手法で

はないと考えられる。中小企業の資金調達は、あくまでも負債によるものが主流であること

がこの結果からも裏付けされよう。

諏訪地方における中小企業の私募債に関する認知度と利用度

資金調達の手法の つに社債があるが、中小企業ではその利用度は低い ）。上記で見たよ

うに中小企業の資金調達は負債によるものが主流であるが、負債の中でも直接金融である社

債、特に私募債の利用がどのようのなっているのか把握することを試みた。社債は大企業で

は一般的な資金調達手法であるが、中小企業にとっては利用されてこなかった手法である。

社債のうち不特定多数の者に募集をする場合を公募と呼び、 人未満の者に募集をする場合

を私募と呼ぶ。社債を公募すると金融商品取引法の適用を受けることになり有価証券届出書

や有価証券報告書などを提出しなければならず、中小企業にとっては相応しくない。つま

り、中小企業にとって社債を利用する場合は私募を選択することが適切である。そこで、今

回は私募の社債（私募債）について調査することとし、 少人数私募債 、 信用保証協会保

証付私募債 、 金融機関保証付私募債 について東大阪市と諏訪地方の中小企業の認知度と

利用度を比較したものが表 である。

つの私募債の利用度は、諏訪地方、東大阪市の中小企業双方ともに低いが、その中でも

金融機関保証付私募債を利用している企業が諏訪地方で ％、東大阪市で ％と相対的

に高い。しかし、少人数私募債に関しては東大阪市の中小企業は 社も利用しておらず、諏

訪地方でも ％しか利用されていない。信用保証協会保証付私募債と金融機関保証付私募

債は、金融機関からの資金供給という性格がその実態であるが、少人数私募債は直接、投資

家から資金を調達することになる。少人数私募債の利用度が低いことからも、中小企業の資

金調達はあくまでも借入が主体であり、金融機関からの資金供給を受けている特徴であるこ

とがここでも裏付けされた。

それぞれの私募債についての認知度を見ると、東大阪市より諏訪地方の中小企業の方がい

ずれの私募債についても認知度が高く、特に金融機関保証付私募債に関しては ％の企
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）たとえば林（ ）を参照されたい。

表 諏訪地方と東大阪市における中小企業の私募債に対する認知度と利用度の比較

調達手法 地 域 利用している 聞いたことがある 知らない 無回答

少人数私募債について
諏訪地方 ％ ％ ％ ％

東大阪市 ％ ％ ％ ％

信用保証協会保証付私募

債について

諏訪地方 ％ ％ ％ ％

東大阪市 ％ ％ ％ ％

金融機関保証付私募債に

ついて

諏訪地方 ％ ％ ％ ％

東大阪市 ％ ％ ％ ％
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業が 聞いたことがある と回答している。しかし、少人数私募債に関しては、諏訪地方で

は ％、東大阪市では ％の企業しか聞いたことがなく、その認知度の低さが明らか

となった。これは金融機関からの資金調達手法の提案が諏訪地方では積極的に行われてい

る、もしくは中小企業が新たな資金調達手法に関心を持っている可能性がある。その反面、

東大阪市の金融機関および中小企業は既存の資金調達手法にこだわっている可能性があると

言えよう。

金融機関以外の資金調達の必要性 直接金融の可能性

ここでは金融機関以外の資金調達の必要性について分析を行う。中小企業の資金調達先は

金融機関が主であるが、金融機関以外の資金調達先の必要性について質問をすると、諏訪地

方では ％の企業がその必要性を感じると回答した。

そこで、直接金融の可能性について検討することとし、 上場を目指しているか という

質問に対しては ％の企業が 上場を目指す と回答した。次に上場を目指す群と目指し

ていない群に分け、それぞれの群の規模に差があるかどうか検定を試みた。これは企業規模

が大きいほど上場の可能性があると仮定し 検定を行ったが、資本金、従業員においても

群に差が見られなかった ）。しかし、一般的に中小企業の多くは上場を目指していないとい

う特徴を有しており、その結果、たとえ企業規模が大きくても上場を視野に入れていない、

増資による資金調達を考えていない企業がいるため、差が出なかったと考えられる。

次に社債を検討することとし、林（ ）で述べている“地域社債市場”という地域の住

民等に社債を募るケースについて質問項目を設けた。これは現制度、法律では困難である

が、特定の範囲に限定しその中の企業がそこに住む投資家に社債を購入してもらおうとする

構想である ）。すると、 調達したい と回答した企業が ％、 調達したくない と回

答した企業が ％、 わからない が ％であった。この結果から中小企業には社債

という資金調達手法がいまだに浸透していないことがうかがえる。

さらに地域社債市場を利用したい群と利用したくない群に分け、その企業規模（資本金と

従業員数）に差があるのか検定したが、有意な差は見られなかった ）。社債への関心と企業

規模には今回の調査では明らかな関係は認められない。

前述したように中小企業の資金調達手法では私募債ですら認知度が低く、現段階では社債

利用はもちろん社債市場からの調達は選択肢にすら入っていない。しかし、経営権の確保、

長期の安定資金といった社債利用のメリットを中小企業に周知させることによって、金融機

関に依存した資金調達からの脱却が図られ、金融機関以外の資金調達を望む中小企業のニー

ズをも充足し、金融機関依存型の資金調達から脱却できると考える。

）資本金基準と従業員数基準でそれぞれ 群に分けて 検定を行なったが、有意確率が資本金基準では
、従業員数基準では となり、差があるとは言えない結果となった。

）詳しくは林（ ） 。
）資本金基準と従業員数基準でそれぞれ 群に分けて 検定を行なったが、有意確率が資本金基準が
、従業員数基準が となり、差があるとは言えない結果となった。



．まとめと本論の課題

本論では、アンケート調査をもとに集積地における中小企業と金融機関との関係、中小企

業の資金調達の現状把握を試み、諏訪地方の特徴に関して一定の特徴を調査することができ

た。

諏訪地方の中小企業のメインバンクは地方銀行である八十二銀行の割合が多いことが特徴

であり、東大阪市では都市銀行の割合が多い点と異なり、地方銀行のシェアが高いことがわ

かった。これは、人口の多い都市部と地方都市とでは金融機関の存立形態、経営基盤、競争

が違う点などが影響していると考えられる。メインバンクを選ぶ要因として諏訪地方では

信頼感がある が挙げられ、東大阪市では取引の長さを挙げている点とは異なっていた。

ただ、中小企業がメインバンクを選択する理由としては単独ではなく複数の要因が重なりあ

い決定することがわかった。また、諏訪地方では、現在のメインバンクに不満があったとし

ても選択肢が少ない等の理由で変更するまでには至っていないと推測した。

資金調達手法に関しては、信用保証協会保証付融資は利用度も知名度も高いが、それ以外

の手法は知名度および利用度が低いことがわかった。これは、中小企業向け融資制度や手法

の拡充だけではなく、資金調達手法に関する中小企業への普及が必要であると考えられた。

資金調達手法を増加させても中小企業がその存在を知らないではそもそも利用すらされな

い。金融機関からのアプローチに依存するだけではなく、広く資金調達手法を知らしめるた

めには、大学などの研究機関が積極的に中小企業への教育を行うなどの検討する余地が残っ

ているように思われる。

さらに、地域の投資家から直接資金調達を可能とする“地域募集債”に関しては、 社が

利用したい と回答した。これらは同じ長期資金として考えられる出資とは異なり、中小

企業が懸念する経営権の掌握には関係ない点など、社債を利用するメリットをさらに中小企

業に伝えることが必要であろう。社債利用は大企業に限定されているという誤解を払拭する

ためにも、政府や地方自治体、金融機関、研究機関等の積極的な活動が望まれる。

最後に本論で残された課題は、サンプル数の確保の必要性である。今回の研究では 割を

超える回収率だったが、サンプル数は と少なく、多くのサンプル数を確保する方法を検

討しなくてはならないだろう。今回は諏訪地方と東大阪市との比較であったが、さらに調査

地区を拡大し、都市部と地方都市の集積地についてそれぞれのサンプル数を増やし、集積地

の形態、地域ごとに中小企業と金融機関の関係の特徴について調査をしたい。これには、東

京都大田区や愛知県、北九州市などの中小企業の集積地との地域間比較を進めなくてはなら

ない。

また、“地域募集債”の可能性を検証するために、社債を利用したいとする企業の詳細な

データ収集と分析の必要性がある。業種、売上高、利益の有無、設立経過年数、取引金融機

関などの項目を利用して、社債に対する認知度、関心度、利用可能なデータの入手を図り、

各企業へのヒアリングを行う。

さらに都市部と地方都市とでの中小企業の資金調達の利用度、認知度の比較を行い、その

特徴や差異を明らかにし、資金調達手法を広めるための手法を考案することも必要であろ

う。
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