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新しい法人融資事務手法への変革と 
その可能性 

法人融資残高は2009年から2015年にかけて2桁成長を続けてきましたが、ここ数年、成長率が鈍化しています。その主な理由は競争環境
の変化であり、銀行は後塵を拝するリスクを避けるために変化に適応せざるを得ない状況となっています。 

法人向け商業銀行業務の競争環境は急変しました。2010年代に入る頃には、法人融資業務では主要行とそれぞれの地域の地方銀行

が圧倒的な強さを見せていましたが、現在はフィンテック企業や中小規模の独立系プレイヤーが法人融資業務に参画し、市場での提供商

品・サービス、顧客体験、スピードにおいて従来の銀行との差別化を図っています（図1）。 

銀行は、顧客ニーズの変化やデータアクセスの重要性を認識する必要があります。データアクセスについてはその容易性が高まることで、デジ

タルに精通した貸し手に有利な競争環境が醸成されます。 

銀行は法人融資事務の効率化への投資と、新規参入者に対する競争に負けないデジタル化を検討し、従来とは異なったサービスを期待

する顧客に対し、より付加価値の高いサービスを提供する必要があります。 

図1. フィンテック企業のカテゴリー別資金提供額1 

融資業務は2番目に大きなカテゴリーであり、資金提供総額80億ドル以上で市場をリードしている 

出所：1 Venture Scanner, “Fintech Q1 Update in 15 Visuals,” 2017. 
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法人融資事務の課題： 
変革について 

自動化やデジタル化への対応の遅れ、法人融資事務の相対的複雑さ、顧客ニーズの多様化が主因と

なり、銀行は変革を迫られています。 

図2. 商業融資の主な課題 

新たなテクノロジーの登場にもかかわらず、融資のライフサイクルには依然として手作業のプロセスが残っている 

今もなお、情報が集約されていないシステムや手作業の書類作成が原因で、融資担当者の時間の30～40%が自動化可能な周辺業務

に費やされています。非効率な手続きや手つかずの改善策（デジタル化を含む）が、手作業の割合を高めています。与信審査、融資引

受、融資データ入力（帳簿記入）、ポートフォリオ管理プロセスにおける重複事務に対処する必要があります。 

時代遅れのテクノロジーが、次世代ソリューションを活用したアジャイル（俊敏）な進化の妨げになっている 

複雑で時代遅れのレガシーITシステムを使用している銀行が多く、それがコスト増加につながっているだけではなく、デジタルテクノロジーの進

歩を基盤とした規模拡大と成長の妨げとなっていることが多々あります。イノベーティブなテクノロジーを活用できないことが、顧客体験の差別

化を促進する能力の深刻な妨げになりかねません。 

旧式の融資引受管理システムが市場動向に合わせたアジャイルな動きを鈍くする 

従来の銀行の融資事務手続は、融資実行に際し、多くの手作業による書類作成を義務付けており、融資実行までに相応の時間がかか

ります。旧式の信用リスクモデルも、顧客の信用度評価を困難にしています。この2つはいずれも市場の変化に対応し、競争力を保つ妨げと

なっており、それらがフィンテックの融資ポートフォリオの急成長に反映されています。 

データから限定的なインサイト（洞察）しか得られず、フロントオフィスのパフォーマンス向上につながらない 

融資または支払ポートフォリオからインサイトを得るための綿密なデータ分析が不足していることにより、ほとんどの銀行が顧客を総合的に理

解できずにいます。実際、取引銀行が自分のニーズや嗜好を的確に理解していると考えている顧客は37%にすぎません。 

新たなテクノロジーの登場にもかかわらず、融資事務手続きの多くの場面で、依然として手作業
のプロセスが残っている

時代遅れのテクノロジーが、次世代ソリューションを活用したアジャイルな進化の妨げになっている

時代遅れの融資引受管理システムが市場動向に合わせたアジャイルな動きを鈍くする

データから限定的なインサイトしか得られず、フロントオフィスのパフォーマンス向上につながらない

近年のフィンテック企業の台頭により、銀行は積極的な戦略の策定を迫られている

顧客がイノベーティブな体験を求めて取引銀行を変える傾向がこれまで以上に高まっている

商業融資の
課題
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データへのアクセスが限定的であることが不十分な融資実績管理につながり、さらに、改善すべきである融資業務効率が劣っている分野の

特定を困難にしています。 

近年のフィンテック企業の台頭により、銀行は積極的な戦略の策定を迫られている 

フィンテック企業はより優れた顧客体験と低コストで迅速な意思決定を約束し、デジタル化を通した銀行業務の変革に注力しています。法

人融資業務もこのディスラプション（創造的破壊）の例外ではありません。フィンテック企業はデータとテクノロジーを駆使し、差別化された

商品やサービスにより法人融資業務の従来のビジネスモデルを打破しようとしています。 

顧客がイノベーティブな体験を求めて取引銀行を変える傾向がこれまで以上に高まっている 

法人顧客は個人顧客として受けているサービスと同等のサービスを期待するようになってきています。他行、他社の方が期待に応えてくれる

ならば、進んでそちらに乗り換えることが多いのです。銀行は顧客ニーズの変化に後れを取らないようにし、融資ニーズの発掘、意思決定、ク

ロージングをより迅速に行う手段を導入すると共に、スムーズな顧客体験を提供する必要があります。 
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デジタル対応による 
融資の迅速化（DEAL） 

デロイトはジェンパクトと提携し、法人融資引受業務および法人融資実行業務を対象としたデジタル対

応マネージドサービスとして、DEAL（Digitally Enabled Accelerated Lending）を発表しました。このサービ

スは、銀行がトランスフォーメーションを加速し、実行の障壁を乗り越え、将来的な市場の変化に後れを

取らず対応できるように支援します。 

DEALは日常的な融資実行プロセスをサポートする業務能力を提供し、顧客アウトリーチ（顧客獲得のための働きかけ）から融資のサービシ

ング（債権回収）およびポートフォリオ管理まで、銀行の既存の融資手続きに合わせたアクティビティを提案します。DEALが提供するこうし

た能力は、業務効率を向上させるデジタルツールや分析ツールによって強化されています。 

DEALは融資ニーズの発掘およびサービシングプロセスの主要な業務活動を管理し、銀行の幹部が顧客体験、意思決定、その他のマーケッ

ト・メーキング活動に集中できるようにします。 

図3. 融資バリューチェーンに対するDEALのサービス概略図（例） 

顧客アウトリーチ 与信審査・融資の
可否の決定

文書化・
クロージング

融資サービシング ポートフォリオ管理

• 認識技術を使ったKYC(本人
確認)およびコンプライアンス
チェック

• セキュリティの完全化
• 承認パッケージと文書の比較
• 少額案件の自動文書作成
• 融資の帳簿記入の設定

• 帳簿記入マニュアル構成要素
• 資金フローの自動作成
• 記録システムへの自動記帳

• 契約条項の自動モニタリング
• ABL（資産担保融資）の担保
のデジタルモニタリング

• 融資顧客基盤の情報更新
• 信用関連アクション（年次審
査、契約変更、修正依頼）の
処理

• 不利な報道のリアルタイム分析

• 融資引受審査・財務・信
用分析

• 外部情報によ る信用
チェックおよび報告

• 信用格付けの提供
• 信用に関するメモの作成

• データ分析の強化
• 顧客データ獲得をサポート
するデジタルツール
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いつDEALを検討すべきか 

これまで、法人融資引受業務および法人融資実行業務に対するアプローチの変更は最低限にとどめら

れてきました。だからこそ、どのように仕事をするか、どのように顧客に価値を提供するかを再考する大きな

機会が存在しています。DEALは市場圧力の高まりに対応し、トランスフォーメーションの障害に対処する、

最適の解決策になり得ます。 

新たな課題に対処し、機会を捉える： 

長期的な成長や利益を妨げる市場競争環境の激化を受けて、銀行はより低コストで迅速にデジタル化を進められる最新の投資方法を模

索しています。DEALは業務能力に裏打ちされた法人融資事務手続きのデジタル対応サービスを通して銀行を支援し、法人融資引受業務

および法人融資実行業務の成長とその確保を可能にします。 

大規模な変革への障壁に対処する： 

多くの銀行がトランスフォーメーションに着手していますが、その過程で次のような実行の障壁が生じています。 

 十分な変革には長期を要することや、結果を出すことへのプレッシャーから、トランスフォーメーションへの取り組みを「最低限の内容」にせ

ざるを得ない。 

 実行が複雑なため、本当に必要とされる徹底したトランスフォーメーションよりも小規模な改善に終わる。 

 過去の変革への疲弊から、さらに新たな変革を受け入れる意欲が低下している。 

 予算確保が難しいため、実行への熱意が削がれてしまう。 

銀行は顧客や従業員の満足度の向上を含む、テクノロジー関連の新たな課題や機会に効果的に対処していく必要があります。マネージド

サービスであるDEALは、トランスフォーメーションの計画を強力に遂行し、投資費用を抑え、DEAL導入の具体的なメリットをより速く実現でき

るように、銀行を支援いたします。 
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お問合せ先 
詳しい情報についてご質問のある方は、下記までご連絡ください。 

David Goslin 
Consulting Managing  
Director Deloitte  
Consulting LLP  
dagoslin@deloitte.com 
+1 347 366 2718

Fadl El-Laoune  
Consulting Specialist  
Leader Deloitte  
Consulting LLP  
fellaoune@deloitte.com 
+1 404 217 2689

Subhashis Sen  
Consulting Senior  
Manager Deloitte  
Consulting LLP  
shuvsen@deloitte.com 
+1 773 255 0467

【日本】 

田邊 愛貴 
パートナー、執行役員 

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 

赤星 弘樹 
アソシエイトディレクター
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
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