
将来予測・事業継続性を反映した
債務者の信用リスク評価

金融機関における債務者の信用リスク評価に関する課題

2019年12月18日に、金融庁は「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査･監督の考え方と進め方」を策定し、同日

に検査マニュアルが廃止されました。 「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査･監督の考え方と進め方」において

は、融資ポートフォリオの信用リスクに関して、金融機関の個性・特性を基礎として、過去実績や個社の定量・定性情報

に限られない幅広い情報から、将来を見据えて適切に特定・評価することが重要である旨が示されています。

また、足元では、地震、台風やCOVID-19の世界的な流行など、債務者の有事の際の事業継続能力を信用リスク評価

において織り込むべき重要性が増してきています。

デロイト トーマツ グループは、 このような将来予測や事業継続能力を債務者の信用リスク評価に反映するツールを活

用し、幅広い情報を踏まえた各金融機関における債務者の信用リスク評価を支援します（STEP1：P.2～6）。また、我々

は、将来予測・事業継続性を反映した債務者の信用リスク評価を踏まえた各金融機関における中長期的な対応につい

ても支援します（STEP2：P.7） 。
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信用リスク調整ツール

売上高予測モデルにより算出した将来の売上高変動率やBCPチェックリストの算出結果及び過去の財務データに基

づき、将来CFを自動的に算定します。この将来CFや関連する信用リスク評価指標の算定結果に基づき、格付判定

における定性評価や自己査定等において格付や債務者区分を調整します。
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STEP1：債務者の信用リスク評価における将来予測・事業継続

性の反映

債務者の信用リスク評価において最も重要視されるのが資金

繰りを含むCFの評価と考えます。有限責任監査法人トーマツ

（以下、トーマツ）は売上高予測モデル、BCPチェックリスト、信

用リスク調整ツールを用いて将来CFを見積ることを通じて、債

務者の将来予測・事業継続性を反映した信用リスク評価を行い

ます。

具体的には、需要と供給の2つの軸から債務者の将来CFを予

測します。まず、需要については、各種経済指標の予測を通じ

て業種別の売上高変動率を予測するモデルを構築しており、こ

れに経済指標の予測値を入力することで当該業種の債務者の

売上高の変動を予測します。

また、供給については、BCPチェックリストに基づき事業継続の

維持や回復と需要減少への対応の観点で各債務者の評価を

実施します。例えば、供給の維持が難しい場合には売上高の

予測を下方修正するなど、チェックリストの評価結果を踏まえて、

売上高または粗利、販売管理費等を調整します。

このように、売上高等の予測を通じて将来予測・事業継続性を

反映した将来CFを予測します。この将来CF予測に基づき、将

来予測・事業継続性を反映した格付・債務者区分の判定を行い

ます。

売上高

売上原価

販売管理費

その他

将来予測・事業継続性を
格付・債務者区分に反映

需要の減少／回復を
いかにして予測するか

供給の維持／回復を
いかにして評価するか

売上高予測モデル

BCPチェックリスト

信用リスク調整ツール

将来予測・事業継続性を反映債務者の信用リスク評価

売上高等の予測を通じて
将来予測・事業継続性を
反映した将来CFを予測

各種経済指標の予測を通じて
業種別の売上高変動率を予測

供給力の維持や需要減への対
応をチェックリスト形式で評価

過去の財務データ 将来予測データ

X1 X2 X3

売上高 100 80 120

売上原価 70 58 82

売上粗利益 30 22 38

販売管理費 24 24 28

営業利益 6 ▲2 10

営業外収益 0 0 0

営業外費用 0 0 0

経常利益 6 ▲2 10

特別利益／損失 0 0 0

税前利益 6 ▲2 10

税金 2 0 3

当期純利益 4 ▲2 7

減価償却費 8 8 8

簡易CF 12 7 15

粗利 30% 28% 32%

売上高 48 72 120

売上原価 33 46 72

売上粗利益 15 26 48

販売管理費 25 25 25

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・

当期純利益 ▲10 0 16

X4 X5 X6

売上高変動率 40% 60% 100%

売上高予測モデル
に基づき将来の売
上高変動率を投入

粗利 32% 36% 40%

簡易CF 1 8 24

要償還債務 114 97 57

追加借入 0 0 0

返済 1 8 24

簡易CF 1 8 24

債務償還年数 112.1 11.6 2.4

BCPチェックリスト

の活用等による将
来予測の反映

売上高変動率、粗
利の将来予測と

過去の財務データ
に基づき自動算定

要償還債務 80 88 90

簡易CFがマイナス
⇒追加借入

簡易CFがプラス
⇒返済充当



売上高予測モデル

トーマツは、将来の債務者売上高の増減を定量的に把握するため、売上高予測モデルを提供します。このモデルで

は、債務者の直近期の売上高と業種区分、各種経済指標の予測値を入力することで、将来の売上高の予測値を出

力として得られます。将来の日本の産業全体への影響を業種別にモデル化したスタンダードモデルを基本として、債

務者の地域や顧客などの特性に応じてカスタマイズすることが可能です。

<売上高予測モデルの内容>
売上高予測モデルではまず、各種経済指標予測値から統計モデルを用いて業種別売上高の予測が行われます。こ

の統計モデルは、業種別売上高と経済指標の過去実績値の相関関係に基づいて構築されています。スタンダードモ

デルでは、政府統計等算出した業種別売上高を目的変数とし、GDPなどの経済指標を説明変数として、業種毎に売

上高を推計するモデルが構築されています。そのため、将来の売上高への影響を業種毎に予測できる利点がありま

す。

また、売上高予測の前提となる今後のマクロ経済動向について、トーマツはCOVID-19の影響を反映した主要国の

経済指標・金融市場のシナリオと数値をご提供いたします。シナリオは、現状の経済見通しに基づく「ベースラインシ

ナリオ」、感染拡大の長期化や金融システムへの波及などのさらなるストレスを想定した「ストレスシナリオ」を含めた

複数のシナリオとなります。
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売上高予測モデルの使用イメージ

シナリオご提供のイメージ

スタンダードモデルにおけるCOVID-19影響のイメージ

経済の縮小

業種毎に
異なる影響



この売上高予測モデルでは、債務者の直近数期分の売上高と、その業種の売上高の予測値から、債務者売上高の

予測値が計算されます。スタンダードモデルでは、債務者の売上高予測値がその業種の売上高予測値に比例するよ

う推定されます。なお、このモデルでは、債務者の供給がその業種における需要を直近と同程度満たすことを仮定し

ています。仮に、次頁のBCPチェックリストの結果等から有事の際の供給力の低下が推察される場合には、当該影

響を反映するために売上高予測値を調整することが考えられます。

<各金融機関における債務者の特性に応じたカスタマイズ>
各金融機関における債務者の特性に応じて、売上高予測モデルの核心部分である統計モデルをカスタマイズするこ

とが可能です。例えば、債務者の地域毎の業種別売上高の推移データを提供いただき、この売上高を目的変数とし、

それら債務者の収益と相関が高い指標（例えば、製造業であれば地域別の製造品出荷額など）を説明変数としたモ

デルを構築することが考えられます。

4

売上高予測モデルのカスタマイズイメージ

売上高予測モデルの前提と留意点

売上高予測モデルの前提 売上高予測モデル利用時の留意点

時間

金
額

現在

供給
= 売上高

需要

COVID-19拡大期 終息期

将来も供給は需要に追従する

売上高予測値

時間

金
額

現在

供給
= 売上高

需要

COVID-19拡大期 終息期

実際には供給側にも
影響が生じ得る



需要減への対応

クライシス毎の業績への影響調査・対応策の立案
 クライシス毎の業績への影響がある期間、額の推測（閾値の設定）
 業績への致命的な影響が明確になった中での対応策を準備しておく
 自社の強み/弱みの把握
 同業、異業種との協業準備
 新規マーケットの開拓準備

BCPチェックリスト

信用リスク調整ツールの評価項目の一つとして、将来の売上高変動率や粗利を算出する際のインプットにBCPチェッ

クリストを用います。

現状の金融機関における債務者の信用リスク評価において、事業継続に係る項目は含まれていないと考えられます。

しかし、昨今はCOVID-19のようなパンデミックの他、夏季を中心に台風や豪雨などによる自然災害のような事業を

停止させる脅威がビジネスに与える影響は年々高まっています。そのような背景を踏まえ、BCPチェックリストを用い

た評価結果を用いて、債務者の事業継続性を格付判定や自己査定へ反映させることが肝要です。

地震、台風、パンデミックといった有事の際の債務者の事業継続性を評価する上で、「需要減への対応」「供給力の

維持／回復」についての評価が必要不可欠です。この評価に際しては、BCPチェックリストを用いて、特に「供給力の

維持／回復」即ち、有事の際も、ビジネスを継続し続けることができるか、経済活動が徐々に再開した場合に、どのく

らい迅速に元の稼働に戻すことができるのかを評価します。既存のBCPの評価では、供給力の維持に力点を置くこと

が多いですが、本チェックリストでは、供給力の維持に加えて、取引先からの発注減等に対応する「需要減への対

応」として、業態転換や新規マーケットへの参入等についても補助的に評価することができます。

＜BCPチェックリスト＞

BCPチェックリストの評価内容は、デロイト トーマツ グループにおけるグローバルナレッジや官公庁から発行されて

いるガイドライン等の既存の各種チェックリストを踏まえて策定しました。チェックリストの評価項目は次頁の7要素か

ら構成されます。

事象発生前の外部リスクについて、網羅性を以って適切に影響を評価することができているか、初動時の情報収集・

発信体制が整備されているか、経営資源の観点（ヒト／モノ／カネ／情報）から評価した上で、それらに対して対策を

講じることができているか等の点で、企業の事業継続力を評価します。
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既存の評価スコープ

今回チェックリストへ
加えた要素

供給力の維持
（事業継続力強化）

方針、規定、ルール等の整備

 新型コロナウイルス感染症対策を
包含する形での事業継続力強化
計画の策定

 関連するマニュアル等の策定
 初動/備蓄品の整備・メンテナン

ス
 オペレーション（テレワーク/衛生

面のケア）
 内外コミュニケーション
 意思決定

クライシス発生後の計画に沿った事
業継続計画の実行
 対策本部の設置

 オペレーションを継続するために
特に、パンデミックにおいては、
経営資源「人」「モノ（取引先/調
達先など）」に係る対応策を実行



＜利用イメージ＞

BCPチェックリストを携帯した評価者（担当者）が、債務者訪問の際に財務状況の評価をあわせて実施します。

各項目について3段階の評価基準で、評点付けを行います。各項目0~6点の42点満点での評価を行います。トーマ

ツの事業継続に関するナレッジと各金融機関の意向・ポリシー・各種データを考慮し、必要に応じて評価結果を整理・

分析のうえ取り纏めることも可能です。

格付判定や自己査定において、最終化したBCPチェックリストによる評価結果（評点）を既存の定量評価とあわせて

用います。また、具体的には、将来の売上高変動率や粗利を算出する際にこれらの評価結果を反映することにより

最適化を行います。
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サプライ（供給）側責任としての、事業継続力について評価するためのチェックリスト（例） 評点
1 ビジネスに大きく影響を与える外部事象を想定できているか 3

① 各事業単位での業務途絶の原因となるクライシスとその影響が認識されているか 3
例 クライシス

事業部門 A事業（半導体製造） B事業（金属加工）

Building：
換気設備が十分でないため、3密をおこしやすい環境（〇〇時間おきの換
気、消毒等が必要）⇒生産効率の低下

影響なし（工場内は換気も良く、工作機械間も十分（4-5m以上）確保され
ているため、最低限の処置（消毒液等）で対応可能）

Equipment： 影響なし 影響なし
Technology： 影響なし 影響なし

Human Resorce：
感染者が発生した場合、休まらざるを得ず、接触者についてもトレースす
る必要がある⇒人員計画の見直し

感染者が発生した場合、休まらざるを得ず、接触者についてもトレースす
る必要がある⇒人員計画の見直し

3rd Party：
原材料調達ができない場合、完成品として納品先に納品することができな
い

原材料調達ができない場合、完成品として納品先に納品することができな
い

影響期間： 〇〇ヶ月 △△ヶ月
影響額： 〇〇億円 △△億円

2 クライシスに対応するための初動（体制）は整備されているか（対策一覧from中企庁ドキュメント参照） 3
① 対策本部設置基準は明確になっているか 3

例 ビジネスを停止させるようなクライシスが顕在化もしくは顕在化することが明らかになった場合、対策本部を設置する
② 対策本部の構成部署（部門）は明確になっているか 3

例 BETH3を管理する部門＋資金繰（財務・経理？）を管理する部門
③ ②の構成部署（部門）の収集すべき情報は明確になっているか 3

例 Human Resorce：
例 3rd Party：

④ クライシスの際の内外のコミュニケーション手段について、確立しているか 3

例
対外コミュニケー
ション

例
内部コミュニケー
ション

3 優先的に継続すべき重要業務を特定し、継続のために必要なリソースを明確にできているか（BIA（業務影響分析）の実施） 3
① 提供している全ビジネスを洗い出し、その業務継続要否を確定するための基準は明確になっているか 3

例 業務継続要否を判断する基準としては、「ヒト（人命）」「カネ（売上）」「レピュテーション」としており、それぞれについて、明確な判断基準が設けられている
例 他の場所、事業部門、他のプロセス、サプライヤ、顧客等との依存関係の識別を含む、重要業務のエンドtoエンドまたは川上から川下における活動全体を考慮している。
例 BIAは、サプライチェーンの途絶、マーケットシェアの喪失、情報の喪失、ビジネス機会の取り逃し、キャッシュフローの減少なども考慮に入れている。

② BIA（業務影響分析）に基づく、脆弱性への対応は、優先順位をつけた上で、十分に実施されているか 3
例 脆弱性への対応のために必要な資金は明確になっていて、年度予算に組み込まれている。
例 全ての"要"業務継続となったビジネスについて、BETH3の観点から必要な資源を洗い出すことができていて、その対応の優先順位が決められている。

4 重要業務継続のために必要な対応策、手順、マニュアル等は整備されているか（対策一覧from中企庁ドキュメント参照） 3
① 重要業務に対する継続・早期復旧の対策が策定されている 3

例 BIAにより、各業務プロセスにおける最大許容停止時間（MTPD）を識別している。
例 BIA実施において、全業務プロセスにおけるベンダーの必要性や依存関係が文書化されている。

② BIA（業務影響分析）に基づく、脆弱性への対応を実施・完了をモニタリングするため、経営陣も巻き込んだ組織・体制が組成されているか。 3
例 委員会を組成し、月次で脆弱性への対応に係る進捗状況をモニタリングしている。

5 業務継続において、1-4までの対応で不十分な（カバーしきれない）場合に、クライシスに対応するための保険・融資等、資金に関する手当てがされているか 3

例

6 クライシスの関連ドキュメントや体制図の最新化等について、全体方針・考え方等が組織に浸透するような取り組み・施策が実行されているか 3
例 年2回、テーマ別でクライシスに対応するための訓練・トレーニングを行っており、第三者（コンサル）等から外部フィードバックを受けている。
例 経営陣も含めた委員会が中心となって、訓練・トレーニングまた、月次での委員会の議論の内容を反映する仕組みが構築されている。

7 クライシスを始めとした外部事象によるビジネスへの影響が発生した際に、その影響をカバーできるような新たな収益源の確保・模索が実施されているか 3
① 新たな収益機会を特定するための取り組みが明確化している 3

例 自社の（業界における）強み、弱みを把握することができている
例 クライシスの際の新たなオポチュニティを特定することができている

② ①実行に際して、必要なリソースの明確化や適切な分野への新規投資等を行うことができている 3
例 必要なリソース（研究者、特許、生産設備、人的リソース、ITシステム等）を明確化、確保に向けた見通し・目途がついている
例 常日頃から新規分野進出・事業転換を画策しており、業界分析や最適な投資を実施している

合計（大項目の合計、各大項目は小項目の平均値） 21

１の①に対応する保険・融資等に対応する資金手当てがされている。BIA⇒脆弱性への対応をしていく中で、影響額は減少していくものと認識しており、定期的な見直しを
行っている。

新型コロナ（パンデミック）

感染を拡散させないために従業員がとるべきBehaviorについて、明確にされているか。（公私ともに）

感染者、感染疑い者が出た場合に、外部発信などをどのようなタイミングで、どのようなサイクルで行うのか

原材料調達ができない場合、どのくらい待てば調達可能になるのか。もしくは、コスト上昇も含めて、代替の調達先から原材料調達を行うのかを判断
感染者を特定し、業務への影響を明確にする。

BCPチェックリストのイメージ

評価項目

1 ビジネスに大きく影響を与える外部事象を想定で
きているか

2 クライシスに対応するための初動（体制）は整備さ
れているか

3 優先的に継続すべき重要業務を特定し、継続のた
めに必要なリソースを明確にできているか（BIA
（業務影響分析）の実施）

4 重要業務継続のために必要な対応策、手順、マ
ニュアル等は整備されているか

5 業務継続において、1-4までの対応で不十分な（カ

バーしきれない）場合に、クライシスに対応するた
めの保険・融資等、資金に関する手当てがされて
いるか

6 クライシスの関連ドキュメントや体制図の最新化等
について、全体方針・考え方等が組織に浸透する
ような取り組み・施策が実行されているか

7 クライシスを始めとした外部事象によるビジネスへ
の影響が発生した際に、その影響をカバーできる
ような新たな収益源の確保・模索が実施されてい
るか

評価基準（評点）

0 関連する文書、規程等が存在しない

3 関連する文書、規程等が存在する

6 関連する文書、規程等が存在し、定期的に見直
し（改訂）が実施されている


チェックシート

		前回からの更新 ゼンカイ コウシン

				サプライ（供給）側責任としての、事業継続力について評価するためのチェックリスト（例） キョウキュウ ガワ セキニン ジギョウ ケイゾク リョク ヒョウカ レイ												評点 ヒョウテン		評点（業界平均を算出するかは検討中） ヒョウテン ギョウカイ ヘイキン サンシュツ ケントウチュウ

				1		ビジネスに大きく影響を与える外部事象を想定できているか オオ エイキョウ アタ ガイブ ジショウ ソウテイ										3

						①		各事業単位での業務途絶の原因となるクライシスとその影響が認識されているか エイキョウ ニンシキ								3

								例 レイ		クライシス		新型コロナ（パンデミック） シンガタ

										事業部門 ジギョウ ブモン		A事業（半導体製造）		B事業（金属加工） ジギョウ キンゾク カコウ

										Building：		換気設備が十分でないため、3密をおこしやすい環境（〇〇時間おきの換気、消毒等が必要）⇒生産効率の低下 セイサン コウリツ テイカ		影響なし（工場内は換気も良く、工作機械間も十分（4-5m以上）確保されているため、最低限の処置（消毒液等）で対応可能） エイキョウ コウジョウ ナイ カンキ ヨ コウサク キカイ カン ジュウブン イジョウ カクホ サイテイゲン ショチ ショウドク エキ ナド タイオウ カノウ

										Equipment：		影響なし		影響なし

										Technology：		影響なし		影響なし

										Human Resorce：		感染者が発生した場合、休まらざるを得ず、接触者についてもトレースする必要がある⇒人員計画の見直し ジンイン ケイカク ミナオ		感染者が発生した場合、休まらざるを得ず、接触者についてもトレースする必要がある⇒人員計画の見直し ジンイン ケイカク ミナオ

										3rd Party：		原材料調達ができない場合、完成品として納品先に納品することができない		原材料調達ができない場合、完成品として納品先に納品することができない

										影響期間：		〇〇ヶ月		△△ヶ月 ゲツ

										影響額：		〇〇億円 オク		△△億円 オク						←下記の試算の確からしさが重要（6.の実施している保険などの金融施策の妥当性も要評価） カキ シサン タシ ジュウヨウ ジッシ ホケン キンユウ セ サク ダトウセイ ヨウ ヒョウカ

				2		クライシスに対応するための初動（体制）は整備されているか（対策一覧from中企庁ドキュメント参照） タイオウ ショドウ タイセイ セイビ サンショウ										3

						①		対策本部設置基準は明確になっているか タイサク ホンブ セッチ キジュン メイカク								3

								例 レイ		ビジネスを停止させるようなクライシスが顕在化もしくは顕在化することが明らかになった場合、対策本部を設置する

						②		対策本部の構成部署（部門）は明確になっているか タイサク ホンブ コウセイ ブショ ブモン メイカク								3

								例 レイ		BETH3を管理する部門＋資金繰（財務・経理？）を管理する部門

						③		②の構成部署（部門）の収集すべき情報は明確になっているか								3

								例 レイ		Human Resorce：		感染者を特定し、業務への影響を明確にする。
また、感染者の中から回復者も一定数出てくるため、その人数も踏まえた業務影響を算出するロジックを持っている カンセンシャ トクテイ ギョウム エイキョウ メイカク カンセンシャ ナカ カイフク シャ イッテイスウ デ ニンズウ フ ギョウム エイキョウ サンシュツ モ

								例 レイ		3rd Party：		原材料調達ができない場合、どのくらい待てば調達可能になるのか。もしくは、コスト上昇も含めて、代替の調達先から原材料調達を行うのかを判断する基準を持っている。 マ チョウタツ カノウ ジョウショウ フク ダイタイ チョウタツ サキ ゲンザイリョウ チョウタツ オコナ ハンダン キジュン モ

						④		クライシスの際の内外のコミュニケーション手段について、確立しているか								3

								例 レイ		対外コミュニケーション タイガイ		感染者、感染疑い者が出た場合に、外部発信などをどのようなタイミングで、どのようなサイクルで行うのか カンセンシャ カンセン ウタガ シャ デ バアイ ガイブ ハッシン オコナ

								例 レイ		内部コミュニケーション ナイブ		感染を拡散させないために従業員がとるべきBehaviorについて、明確にされているか。（公私ともに） カンセン カクサン ジュウギョウイン メイカク コウシ

				3		優先的に継続すべき重要業務を特定し、継続のために必要なリソースを明確にできているか（BIA（業務影響分析）の実施） トクテイ ケイゾク ヒツヨウ メイカク										3

						①		提供している全ビジネスを洗い出し、その業務継続要否を確定するための基準は明確になっているか								3

								例 レイ		業務継続要否を判断する基準としては、「ヒト（人命）」「カネ（売上）」「レピュテーション」としており、それぞれについて、明確な判断基準が設けられている

								例 レイ		他の場所、事業部門、他のプロセス、サプライヤ、顧客等との依存関係の識別を含む、重要業務のエンドtoエンドまたは川上から川下における活動全体を考慮している。

								例 レイ		BIAは、サプライチェーンの途絶、マーケットシェアの喪失、情報の喪失、ビジネス機会の取り逃し、キャッシュフローの減少なども考慮に入れている。

						②		BIA（業務影響分析）に基づく、脆弱性への対応は、優先順位をつけた上で、十分に実施されているか								3

								例 レイ		脆弱性への対応のために必要な資金は明確になっていて、年度予算に組み込まれている。

								例 レイ		全ての"要"業務継続となったビジネスについて、BETH3の観点から必要な資源を洗い出すことができていて、その対応の優先順位が決められている。

		●		4		重要業務継続のために必要な対応策、手順、マニュアル等は整備されているか（対策一覧from中企庁ドキュメント参照） ジュウヨウ ギョウム ケイゾク ヒツヨウ タイオウ サク テジュン ナド セイビ										3				←経済が巡航速度に戻った際に、どれだけ早いタイミングで復帰できるかが重要

						①		重要業務に対する継続・早期復旧の対策が策定されている サクテイ								3

								例 レイ		BIAにより、各業務プロセスにおける最大許容停止時間（MTPD）を識別している。

								例 レイ		BIA実施において、全業務プロセスにおけるベンダーの必要性や依存関係が文書化されている。

						②		BIA（業務影響分析）に基づく、脆弱性への対応を実施・完了をモニタリングするため、経営陣も巻き込んだ組織・体制が組成されているか。 ケイエイジン マ コ								3

								例 レイ		委員会を組成し、月次で脆弱性への対応に係る進捗状況をモニタリングしている。

				5		業務継続において、1-4までの対応で不十分な（カバーしきれない）場合に、クライシスに対応するための保険・融資等、資金に関する手当てがされているか ギョウム ケイゾク タイオウ フジュウブン バアイ										3

								例 レイ		１の①に対応する保険・融資等に対応する資金手当てがされている。BIA⇒脆弱性への対応をしていく中で、影響額は減少していくものと認識しており、定期的な見直しを行っている。

		●		6		クライシスの関連ドキュメントや体制図の最新化等について、全体方針・考え方等が組織に浸透するような取り組み・施策が実行されているか カンレン タイセイ ズ サイシン カ ナド ゼンタイ ホウシン カンガ カタ ナド ソシキ シントウ ト ク セ サク ジッコウ										3

								例 レイ		年2回、テーマ別でクライシスに対応するための訓練・トレーニングを行っており、第三者（コンサル）等から外部フィードバックを受けている。

								例 レイ		経営陣も含めた委員会が中心となって、訓練・トレーニングまた、月次での委員会の議論の内容を反映する仕組みが構築されている。 ケイエイジン フク

		●		7		クライシスを始めとした外部事象によるビジネスへの影響が発生した際に、その影響をカバーできるような新たな収益源の確保・模索が実施されているか ハジ ガイブ ジショウ エイキョウ ハッセイ サイ エイキョウ アラ シュウエキゲン カクホ モサク ジッシ										3

						①		新たな収益機会を特定するための取り組みが明確化している アラ シュウエキ キカイ トクテイ ト ク メイカクカ								3

								例 レイ		自社の（業界における）強み、弱みを把握することができている ジシャ ツヨ ヨワ ハアク

								例 レイ		クライシスの際の新たなオポチュニティを特定することができている アラ トクテイ

						②		①実行に際して、必要なリソースの明確化や適切な分野への新規投資等を行うことができている ジッコウ サイ ヒツヨウ メイカクカ								3

								例 レイ		必要なリソース（研究者、特許、生産設備、人的リソース、ITシステム等）を明確化、確保に向けた見通し・目途がついている ヒツヨウ ケンキュウシャ トッキョ セイサン セツビ ジンテキ ナド メイカクカ カクホ ム ミトオ メド

								例 レイ		常日頃から新規分野進出・事業転換を画策しており、業界分析や最適な投資を実施している ツネヒゴロ シンキ ブンヤ シンシュツ ジギョウ テンカン カクサク ギョウカイ ブンセキ サイテキ トウシ ジッシ

														合計（大項目の合計、各大項目は小項目の平均値） ゴウケイ ダイコウモク ゴウケイ カク ダイ コウモク ショウコウモク ヘイキンチ		21





評価基準

				評価基準 ヒョウカ キジュン		評点 ヒョウテン

				関連する文書、規程等が存在しない カンレン ブンショ キテイナド ソンザイ		0

				関連する文書、規程等が存在する カンレン ブンショ キテイナド ソンザイ		3

				関連する文書、規程等が存在し、定期的に見直し（改訂）が実施されている カンレン ブンショ キテイナド ソンザイ テイキテキ ミナオ カイテイ ジッシ		6





対策一覧from中企庁ドキュメント

		事業強靭化計画（中小企業庁）作成の手引きより抜粋 ジギョウ キョウジン カ ケイカク チュウショウ キギョウチョウ サクセイ テビ バッスイ

		https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/2019/191211kyokatebiki.pdf

				2.初動対応編 ショドウ タイオウ ヘン

				4.業務継続に係る対応策編 ギョウム ケイゾク カカ タイオウ サク ヘン

				＜ヒト＞												＜モノ＞												＜カネ＞														＜情報＞ ジョウホウ



https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/2019/191211kyokatebiki.pdf
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STEP2：将来予測・事業継続性を反映した債務者の信用リスク評価を踏まえた各金融機関における中長期的な対応

STEP1の信用リスク調整ツールの活用により将来予測・事業継続性を反映した格付や債務者区分を把握することで、

どのような債務者が支援を要するか、支援先の見極めが可能となります。特に、地震、台風、パンデミックといった有事

の際には、各金融機関では、将来予測・事業継続性を反映した債務者の信用リスク評価をもとに各部門において当該

影響を踏まえた対応を行っていくことになると考えられます。トーマツは各金融機関における債務者の信用リスク評価の

状況を考慮した上で、STEP2として以下の助言サービスによって、各部門の中長期的な対応を支援します。
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リスク管理部門

自己査定部門

エクスポージャ
（EAD）

損失率
（LGD）

デフォルト確率
（PD）

リスク把握 信用リスク分析

信用
リスク
モデル

予想損失

予想損失

非予想
損失

信用リスクの
利用

自己資本比率

採算管理

ポートフォリオ
マネジメント

限度枠管理

予兆管理

自己
査定

債務者
区分
確定

引当
計算

担保
保証

の調整

貸倒
引当金

一般
引当

個別
引当

財務
情報

定性
情報

スコア
リング
モデル

格付・
債務者区分

ストレス
テスト

金融機関全体の融資方針

融資・営業部門

現在の融資取組み姿勢

 融資・営業部門向け助言サービス

トーマツは、各金融機関が個別債務者の支援を検討するにあたって最適な財務支援や事業再生支援を行えるよう、

各金融機関の融資ポートフォリオの特性やSTEP1の売上高予測モデルで算定したベンチマークをもとに、優先し

て支援を行うべき債務者の抽出基準を策定の上、事業継続の観点から商流・サプライチェーン・（有事であっても

継続をすべき）重要/優先業務分析、趨勢・同規模他社との財務情報分析、ビジネス毎の事業継続のための経営

資源ベースの対応策の策定や事業再生・ビジネスプロセス再構築・最適化支援ツールを組み合わせた助言サー

ビスを提供します。

 リスク管理部門向け助言サービス

• ストレステスト、ビジネスモデル分析助言サービス

COVID-19を受けて、各金融機関では事業計画の見直しが必要になります。上記のベースラインシナリオ、スト

レスシナリオのご提供に加え、ストレステスト実施への助言、更には経営計画策定への助言のサービスの提供

が可能です。ストレステストは、中期経営計画の期間である3～5年の時間軸で、重要なリスクファクターの特定、

重要な資産負債項目・損益項目及び自己資本充実度の推計についての助言サービスを提供します。さらに「ビ

ジネスモデル持続可能性分析」として経営環境の構造変化を織り込んだ長期（10年等）のストレステストの実施

への助言も可能です。

• 信用リスク予兆管理助言サービス

今後、信用リスクに関し、過去実績に依存しない予兆管理が必要になります。トーマツは、景気先行するマクロ

指標や産業別指標による予兆管理、またこれらの予兆指標の変動の内部格付や倒産確率等へのインパクトの

推計によるフォワードルッキングな与信ポートフォリオ管理についての助言サービスを提供します。特にCOVID-
19後は、経済・流通の変革により、業種毎の成長見通しや景気変動に対する感応度が従前と変わってくる可能

性があります。こうした要因も予兆管理に組み込んでいきます。

 自己査定部門向け助言サービス

信用リスクに対する会計上の対応として、貸倒引当金があります。例えば、地震、台風、パンデミック等の発生に

伴う景気悪化を想定した場合、当該影響を債務者毎の信用リスク評価に織り込むことの他、過去実績だけでなく

景気の悪化等の将来予測を織り込んだ貸倒引当金の見直しも視野に入れるべきと考えられます。トーマツは、金

融庁の金融検査マニュアル廃止対応も踏まえて、マクロ経済指標等と過去の貸倒実績等の相関分析やポートフォ

リオ分析を駆使し、将来予測を織り込んだ貸倒引当金の見直しに関する助言サービスを提供します。
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デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイトアジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイト トーマツ合同会

社並びにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザ

リー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト

トーマツ グループは、日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リス

クアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約40都市に1万名以上の専門家を擁

し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト（ www.deloitte.com/jp ）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関

係法人（総称して“デロイトネットワーク”）のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよび関係法人

はそれぞれ法的に独立した別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよびDTTLの各メン

バーファームならびに関係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為につ

いて責任を負うものではありません。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。

デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィックリミテッドのメンバーおよ

びそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける100を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハ

ノイ、香港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供し

ています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連するプロ

フェッショナルサービスの分野で世界最大級の規模を有し、150を超える国・地域にわたるメンバーファームや関係法人のグローバルネットワーク（総称

して“デロイトネットワーク”）を通じFortune Global 500®の8割の企業に対してサービスを提供しています。“Making an impact that matters”を自らの使

命とするデロイトの約312,000名の専門家については、（ www.deloitte.com ）をご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組

織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して“デロイト・ネットワーク”）が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するもので

はありません。皆様の財務または事業に影響を与えるような意思決定または行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資料における情報

の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙示を問いません）をするものではありません。またDTTL、そのメンバーファーム、

関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接また間接に発生したいかなる損失および損害に対して責任を負い

ません。DTTLならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。
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Deloitte Touche Tohmatsu Limited
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※貴社および貴社の関係会社とデロイト トーマツ グループの関係において監査人としての独立性が要求される場合、
本サービス内容がご提供できない可能性があります。詳細はお問合せください。

有限責任監査法人トーマツ
リスクアドバイザリー事業本部／監査・保証事業本部
Mail ra_info@tohmatsu.co.jp
URL www.deloitte.com/jp/
【国内ネットワーク】 東京・大阪・名古屋・福岡

https://www.deloitte.com/jp
https://www.deloitte.com/
mailto:ra_info@tohmatsu.co.jp
http://www.deloitte.com/jp/

	将来予測・事業継続性を反映した�債務者の信用リスク評価
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8

