
「地域力再生機構（仮称）」研究会 


最終報告 


平成１９年１２月２０日 






「地域力再生機構（仮称）」研究会 最終報告 

（目次） 

Ⅰ 「地域力再生機構（仮称）」の創設の意義

１．日本経済の重要課題は、地域経済の建て直し

２．地域の中規模企業の再生・活性化の余地は大きい

３．第３セクターの問題は、地域経済において緊急の課題

４．地域経済の再生の主役は民間。官は先導的な役割を担う

５．「地域力再生機構」によって、地域経済の本格的な建て直しを

Ⅱ 地域力再生機構（仮称）が重視すべき点―産業再生機構のノウハ

ウを継承しつつ、地域の特性と民間活力を活かす

１．機構において重視すべき７つの点

○ 地域経済の再生の先導的な成功事例の創出を目指す 

○ 画一的対応でなく、地域特性や事業者の状況に応じた手法を展

開する 

○ 地域の境界を越えた、全国的なレベルでの取組を展開する 

○ 民間活力の活用を重視しつつ、他施策との役割分担により、新

たな選択肢として機能する 

○ 地域金融機関や地方公共団体、地域産業界、国等との連携・協

働を確保する 

○ 独立性・中立性の高い組織とする 

○ ５年の時限組織として、損失を回避しつつ集中的な事業展開を

行い、民間市場の創造・拡大へ結びつける 

ⅰ




２．産業再生機構では制度上限界があった「面的再生」への取組

（１）「面的再生」の重要性 

（２）面的再生の対象ケース 

（３）必要とされる措置 

３．人材面の支援は、機構の中心的な機能

（１）人材支援の基本的考え方 

（２）必要とされる仕組み 

４．機構の人的体制は、できる限りスリムなものとする

（１）外部の専門家を登用 

（２）民間へのアウトソーシングを活用 

Ⅲ 地域力再生機構（仮称）について

１．地域力再生機構（仮称）の目的

２．地域力再生機構（仮称）の支援対象

（１）支援対象となる企業（地域の「中規模企業」や「３セク」） 

（２）支援基準 

３．地域力再生機構（仮称）の組織・体制

（１）組織形態・設立 

（２）株主等 

（３）地域力再生委員会（仮称） 

（４）設置期限・解散 

４．地域力再生機構（仮称）の機能・業務

（１）業務内容 

（２）業務フロー 

（３）国及び地方公共団体の関与 

ⅱ




Ⅳ 国の支援について

１．税制上の措置

２．政府関係金融機関等の協力

３．補助金適正化法の特例的取扱い

４．地域再生、都市再生、中心市街地活性化等の施策との有機的な

連携（面的再生の支援）

５．その他

Ⅴ 関係機関との連携について

１．地域金融機関

（１）金融検査・監督上の対応等 

（２）債務者区分上のランクアップ 

２．地方公共団体

（１）３セクの改革に関するガイドライン 

３．その他

（１）中小企業再生支援協議会等 

（２）地域の産業界等 

４．地域との情報交換・協議の仕組み

ⅲ




Ⅰ 	 「地域力再生機構（仮称）」の創設の意義

１．日本経済の重要課題は、地域経済の建て直し

各地域の経済が活力を取り戻し、特色ある自律的発展を実現し

ていくことは、日本経済の重要な課題である。今回の景気回復が

長期にわたって続いている一方で、サブプライム住宅ローン問題

を背景とする金融資本市場の変動や米国経済の動向、原油価格の

高騰等が我が国経済に与える影響については注視する必要がある。

このような中で、最近の地域経済の状況をみると、公共事業に依

存しない民間需要主導の回復であったこともあり、地域間の回復

のばらつきがみられる。 

（注） 

（１）地域経済動向 	 (2007 年 11 月) 

「力強く回復」・・・・・・・東海 

「回復」 ・・・・・・・北関東、南関東、北陸、中国、沖縄 

「緩やかに回復」・・・・・・近畿、四国、九州 

「持ち直し」・・・・・・・・東北 

「持ち直しの動きに足踏み」・北海道 

九州 北関東

四国 南関東

北海道

東北

東海中国

沖縄

07年11 月

06年11月

外側に行くほ
ど景気が改善

ａ 力強く回復

ｂ 回復

ｃ 緩やかに回復

ｄ 持ち直し

ｅ 持ち直しの動きが緩やか

ｆ 持ち直しの動きに足踏み

近畿 1 北陸



（２） 鉱工業生産や完全失業率、有効求人倍率といった指標をみると、い

ずれも景気の谷ごろと比べて、おおむね全地域で改善している。ただし、

その改善度は、例えば、有効求人倍率の伸び率については北海道や四国,

沖縄などでは、相対的に小さいなど、地域ごとにばらつきが見られる。 

鉱工業生産（H12=100） 

景気の谷(02 年) 付近の最低値 07年7-9 期
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景気の谷（02年1-3月期）からみた

（季節調整値、倍） 有効求人倍率の上昇幅（07年7-9月期）
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地域ごとのばらつきの背景には、産業構造の相違・変化や人口

動向の違いなど様々な要因が存在する。このような問題を克服す

るためには、地域が有する「総合的な経済力」としての「地域力」
1
を最大限発揮していくことが重要であり、その重要な手段として、

地域経済を支える企業と地域の金融機関が「エンジン」の役割を

「地域力」は、ここでは、住民、企業、自治体等の地域の構成員が、地域としての魅力や

価値を向上させ、持続的な地域経済の成長を実現させる「総合的な経済力」のことを指し

ている。
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9.5 

十分に果たし、さらに地方公共団体や地域コミュニティ等が連携

協力する中で、地域全体の一体的な再生・活性化に集中的に取り

組むことが不可欠である。これにより、厳しい経済情勢の中で頑

張っている地域の企業を地域全体として後押ししていくことが重

要である。 

○域内総生産に占める製造業の構成比

（％）


○域内総生産に占める卸売・小売・サービス業の構成比

（％） 
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○鉱工業生産の変化に占める輸送機械、

電子部品・デバイス生産の寄与度

○域内総生産に占める建設業の構成比 （02 年 1－3 月期→07 年７－９月期） 

（％） 
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２．地域の中規模企業の再生・活性化の余地は大きい

「地域力」の発揮による地域経済の成長のためには、地域の経

済を雇用や取引関係等の面から支えている、地域経済の中核とな

る中規模程度の企業や地域住民の生活を支えるインフラを提供し
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ている企業の事業再生・活性化が欠かせない。具体的なイメージ

で言えば、債権放棄等の金融支援による事業再生が求められてい

る地域のコングロマリット企業をはじめとする中核的な企業や、

地域住民の生活を支えるインフラを提供している企業としては、

例えば交通などの分野の企業が想定される。 

また、現在の地域経済の状況を金融面から見ると、地域銀行の

不良債権処理については、不良債権比率がピーク時の約半分に低

下するなど、全体としてその健全性は着実に改善しているが、改

善の度合にはばらつきが見られ、不良債権処理が遅れている地域

の企業においては、更なる再生・活性化の余地が大きい。

（注）平成 19 年３月期の地域銀行の不良債権比率：４．０％（平成 14 年３月

期：８．０％） 

※ 参考：平成 19 年３月期の主要行の不良債権比率：１．５％（平成 14 年

３月期：８．４％）

地域経済においてはサービス産業が重要な役割を果たしている

が、一般的にサービス産業の生産性は低い水準に止まっている。

地域の企業の経営手法を緊張感や規律をもった形に改善していく

ための努力を注ぐことにより、生産性水準の低い地域のサービス

業の生産性を向上させ、地域経済の成長につなげていくことが可

能である。 

３．第３セクターの問題は、地域経済において緊急の課題

地域経済の成長力の向上を図る上では、地方公共団体が出資又
2


は出えんを行っている法人である第３セクター等（以下、単に「３

セク」という。）にも目を向ける必要がある。３セクには運輸、商

業、観光・レジャーなど、地域の中規模の企業と同様、地域経済

に対して雇用や取引関係の面で重要な影響力を有する事業や地域

住民の重要なインフラを提供している事業もあり、このような事

本最終報告において「第３セクター等」とは、「地方公共団体が出資又は出えんを行って

いる民法法人及び商法法人」を指す（地方住宅供給公社含む。以下同じ）。 
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業の再生・活性化は、地域経済の建て直しの重要な要素である。 

このような点に加え、３セクについては、 

＊経営責任の所在が曖昧 

＊民間と同様のレベルでの緊張感を持った経営がなされていな

い 

＊設立当初から赤字続きであり、第３セクター方式を採用する

ことそのものに疑義がある 

といった問題を有したケースが見られ、その経営は平成 18 年３月

末で約 40％（約 3,000 法人）が赤字、約５％（430 法人）が債務

超過に陥っており、全体の対外債務の総額は約 13 兆円に達する状

況（総務省調査）にある。（注：キャッシュフローをベースに資産

を再評価した場合には多大な設備投資を行った赤字３セクのうち

債務超過となっている可能性のものもある。）また、民間調査機関

の調べでは、平成 19 年（１～６月）に入って倒産件数は 11 件に

のぼっている。 

地域経済の成長の基盤づくりには、地方公共団体の財政健全化

が不可欠である。企業規模等を問わず、経営状況が悪く、再生の

必要性が認められる３セクへの対応は、地方公共団体の将来の財

政負担の縮小に寄与する可能性が高いことから、地方公共団体の

財政健全化の観点から重要な課題である。また、地域の金融機関

にとっても、経営状況が悪く、経営に対するガバナンスも十分で

ない３セクに対する過剰な融資は看過されるべきものではない。

さらに、今後、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」
（参考①）

によって地方公共団体により負担することが見込まれる３セクの

債務が「将来負担比率」の算出を通じて明らかになるため、３セ

クの再生・処理の促進が期待される。このような「地方公共団体

の財政の健全化に関する法律」に基づく取組や金融機関の適正な

判断等とともに、３セクの問題の早期解決を図ることは、緊急の

課題である。なお、３セクの再生の方法としては、完全民営化、

破たん処理（法的整理）、事業整理の後の再スタートなど、色々と
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考えられる。地域の実情などを踏まえて、幅広い選択肢を用意し

つつ、民間セクターの経済合理性の発揮を基本とすることが適当

である。なお、地方公共団体が債権者となる３セクの案件に関し

て債務調整が行われる場合は、地方公共団体など関係方面への影

響について留意することが必要である。 

４．地域経済の再生の主役は民間。官は先導的な役割を担う

以上のように、「地域力」の発揮による地域経済の成長を果たす

ためには、地域経済を支える中規模企業や３セクの再生・活性化

を確実かつ早期に進めていく必要がある。 

この再生は民間セクターが主役であることは当然であるが、民

間だけでは必ずしも十分な取組が行われない状況もある。その背

景には、３セクはもちろん、交通サービスのように事業再生に公

的な調整が必要とされる分野が多いほか、民間企業についても

様々な理由から問題解決が先送りとされて、地域の金融機関や地

方公共団体等だけでは抜本的な再生・活性化になかなか着手でき

ないという構造的問題も指摘することができる。 

このような状況を克服し、再生に向けての先導的な役割を果た

す観点から、国、地域の金融機関、地方公共団体、地域の産業界

等が連携しつつ、地域の中規模企業や３セクの人材・資金・事業

構築の一体的な再生・活性化を後押ししていくことの公益上の政

策的必要性は高い。特に、喫緊の課題として事業の健全化が求め

られている３セクについては、中立・公正な機関がその再生等に

積極的に取組むことにより、債権放棄についての議会の議決など

関係者の利害調整が進みやすくなるなど、公平な立場からの円滑

かつ根本的な解決が促進されることが期待される。 

５．「地域力再生機構」によって、地域経済の本格的な建て直しを

以上を踏まえ、地域経済の成長力を向上させ、本格的な建て直

しを実現していくためには、地域の中規模企業や３セクの事業再

6




生を推進する観点から、中立・公正な立場で対象企業の資産査定

（デュー・デリジェンス：ＤＤ
3
）、事業再生計画（仮称：以下同じ）

の策定支援、債権者等の利害関係者の調整、資金・人材面の支援

等を行うものとして「地域力再生機構」（仮称：以下「機構」とい

う。）を創設する意義は大きいと言える。また、対象企業・事業の

活動が周辺地域の諸状況と密接に関係していることから、地域全

体の一体的な再生・強化を、地方公共団体等の地域の構成員と連

携しつつ支援する機能を有する必要がある。さらに、民間だけで

は実施できない事業再生を手がけることが機構に本来的に求めら

れている機能であり、３セク等の公共性の強いケースに機構が取

り組む意義は大きい。特に、経済合理性の判断が先送りになって

いる案件に対しては、機構のような中立・公正な機関がＤＤの実

施も含め対応を後押ししていくことが有用である。 

Ⅱ 地域力再生機構（仮称）が重視すべき点―産業再生機構のノウハ

ウを継承しつつ、地域の特性と民間活力を活かす

１．機構において重視すべき７つの点

機構が期待される役割を十分に果たすためには、事業再生に一

定の成果をあげた産業再生機構
（参考②）

のノウハウを継承しつつ、

個々のケースの諸事情を踏まえ、地域の特性や民間活力を活かし

た対応を行うことが求められる。機構において重視すべき点は以

下の７つである。 

○ 地域経済の再生の先導的な成功事例の創出を目指す 

機構は、地域の企業の事業再生・活性化を通じて関連する地

域全体の一体的な再生・強化を図る取組を喚起する方法として

Ｄue Ｄiligence 対象事業者の現状をあらゆる角度から調査する手続。単に財務的な資

産状態を査定するのみならず、法務、ビジネスといった総合的な角度から企業の実態に対

する総合的な調査を行う。
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の先導的な成功事例の創出を目指す必要がある。特に、人口減

少や高齢化の影響が著しい地域経済においては、当該地域の消

費を振興し、それによって新たな産業を作り出すようなモデル

づくりや市場環境の変化に対応するようなモデルづくりを強く

意識すべきである。そして、他の地域での同様の改善を再現さ

せる、連鎖的展開が可能であるタイプの事業なども対象にして

いくことが望ましい。 

また、３セクについて、その再生モデルは、未だ確立されて

いるとは言い難い。３セクの再生にあたっては、地域における

事業ニーズや公益的な役割を踏まえて、専門家の視点から経営

再生に取り組むことが必要であり、他の案件のモデルケースと

なるような再生モデルを確立することが期待される。 

○ 画一的対応でなく、地域特性や事業者の状況に応じた手法を

展開する 

地域経済の状況は、各地域の産業構造の差違等を背景に千差

万別であり、企業や事業の収益性は他との差別化から生ずるこ

とから、各地域の特性や事業者の様々な状況に応じた最も効果

的な手法をテーラーメードで立案し、展開していくことを基本

的な手法とすべきである。また、機構内部に出来る限り多様な

人材を集め、斬新なアイデアを採用していく柔軟性を確保する

ことが望まれる。 

その際、地方公共団体、地域の金融機関、地域の産業界等と

連携し、地域の特性に応じた事業再生を行うことが重要である

ことはもとより、将来的に地域が自らの力で「自走」していく

ことができるよう、地元の有能な人材を機構のチームに組み入

れ、人材育成を図っていくことが望まれる。 

なお、秘密保持と情報公開のバランスの問題については、透

明性を確保する観点から、取り扱う案件に関する情報公開は必

須であるが、他方、機構が情報を公開することが、支援対象と
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なる企業の信用に大きな影響を及ぼし得る点には十分に留意す

べきである。そのような観点から見た場合、支援対象となる企

業の商取引への影響等を勘案し、公表する段階はケースバイケ

ースとし、ある程度柔軟に対応できるようにすべきである。 

○ 地域の境界を越えた、全国的なレベルでの取組を展開する 

機構の特色の一つとして、全国各地の様々な業種の再生を手

がけた産業再生機構のノウハウを十分に活かし、様々な地域の

企業の事業再生に取り組んでいくという点が挙げられる。 

地域企業は、従来は、一定の地域内で人材を活用したり企業

と連携したりする再生例が多いが、地域の本格的な再生を目指

す場合には、地方公共団体の境界などの地理的範囲にとらわれ

ず、大都市部から地方への経営人材や専門家の流れを作り出し

たり、全国規模のシナジーを追求することによって地域の再生

を目指すという手法を採用することは、有用性が高い。 

機構が、我が国全国のベスト・プラクティス
4
（最も成功して

いる事例、人材、手法）を活用し、企業間の連携を促進すると

ともに、地域横断的なネットワークを活用して最適なパートナ

ーとのマッチングを成立させ、企業価値の向上を支援すること

への期待は大きい。 

○ 民間活力の活用を重視しつつ、他施策との役割分担により、

新たな選択肢として機能する 

産業再生機構が活動していた時期と比較して、現在は、民間

の事業再生ファンドや再生に係る専門的な事業者が増加し、ま

た、企業間のＭ＆Ａもより活動が活発になってきている。この

ような状況を踏まえ、また、３セクを含む企業の事業再生は本

来は民間の力により自律的に行われていくことが望ましく、ま

Best Practice 最優良事業モデルを指し、それとの乖離を Bench Marking することで経

営改善を図るためのもの。  
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た３セクについては地方公共団体が共に再生に取り組む姿勢が

求められているとの基本的考えの下、機構の業務遂行において

は、「民間活力の活用」を基本的な運営方針とする。この方針を

踏まえ、機構は、民間の人材やリスクマネーを最大限活用し、

機構という、国が関与した中立的な機関でなければできない役

割（事業再生計画の審査、対象先の選定、債権者調整、ビジネ

スモデルの構築、ＤＩＰファイナンス
5
に関する優先弁済等に係

る確認等）を果たしていくことを重視すべきである。 

他方、ＤＤや事業再生計画に対する信頼性を確保するため、

（産業再生機構と比較して、機構が取り扱う案件１件当たりの

必要資金額は少なくなることが想定されるものの）機構として

も一定の資金面でのリスクを取ることが求められる場合がある

と見込まれる。また、再生が可能と見込まれる案件であっても

当初の段階ではスポンサーが見つからないようなケース等につ

いても、機構として一定のリスクを取ることが求められる場合

があると見込まれる。 

以上の観点から、スキーム論としては、産業再生機構が有し

ていた機能（債権買取、融資、出資・ＤＥＳ
6
等）は機構として

も持つことが適当であるが、実態的な対応については、民間活

力の活用を基本としつつ、個別案件の運用段階で検討し、個別

に対応すべきと考えられる。 

また、事業再生の分野においては、民間のほか、中小企業再

生支援協議会や整理回収機構（ＲＣＣ）などの主体がそれぞれ

の特色を活かした取組を進めてきている。こうした取組との間

で機能が重複することがないよう、役割分担と連携に十分配慮

5

もとは、米国の再建型倒産手続である連邦倒産法第 11 章手続（チャプター11）に入った

企業（DIP：Debtor In Possession（占有継続債務者））に対する融資に由来する。再建型

法的整理手続の申立をした企業や認可決定後の再生事業者に対する、申し立て手続終結ま

での融資であり、法的整理手続の中で共益債権又は財団債権として優先弁済を受けられる

融資を指す。
6


Debt to(for)-Equity Swap(Conversion) 債務の株式化。債権者の有する債権を株式に

転換する金融支援のこと。

10




する必要がある。 

（参考）中小企業再生支援協議会は、平成 15 年の創設後、現在まで合計 12,000

社超の再生案件の相談を受け付け、そのうち、約 1,600 件の再生計画の策

定に至るなど、着実な成果を挙げてきている。また、同協議会は、平成 19

年通常国会における産業活力再生特別措置法の改正により設置期限が平成

28 年まで延長されるとともに、全国本部を設置し、ネットワーク化による

再生支援機能の強化を図っている。 

これにより、多様なニーズを有する地域にとって、機構の設
置が新たな選択肢が加わることとなるよう機能することが重要
である。 

○ 地域金融機関や地方公共団体、地域産業界、国等との連携・

協働を確保する 

機構は地域の一体的再生・強化を図る上で、地域の金融機関、

地方公共団体、地域産業界などの地域の重要なステークホルダ

ーと密接な連携・協働を図ることが重要である。 

特に、地域企業の事業再生においては、経営者の意識改革を

促し、事業再生の効果をあげていく上で、地域の金融機関が果

たすべき役割は極めて大きい。また、３セクについては、地方

公共団体は共に再生に取り組む姿勢が求められると言える。さ

らに、国（関係省庁等）の理解と協力が再生を実現するための

不可欠の要素となっているケースも想定される。こうしたこと

から、機構と地域関係機関との連携・協働を促進するための事

業スキームについて、法的な枠組も含めて用意するとともに、

個別案件において、十分配慮した対応を行うことが適当である。

また、地域の企業が統合・再編による再生を図る際に再編を

阻害している要因があるのであれば、個別の業界ごとの状況を

把握した上で、業界再編を促すインセンティブ作りに取り組む

ことが必要であると考えられる。 

さらに、「地域力」の発揮という点から言えば、機構による事

業再生に当たっては、中立的な機構の円滑な業務遂行を確保す

る上で有効なコンプライアンス体制を維持しつつ、住民やＮＰ

11




Ｏの声などにも配慮することが適当であると考えられる。 

○ 独立性・中立性の高い組織とする 

機構による支援が成功するか否かの要所は、産業再生機構の

場合と同様、債権者調整にあると考えられる。通常の私的整理

のケースの中には、政府系金融機関も含め、債権者から事業再

生計画に同意が得られないために事業再生に着手できないとい

うケースも散見される。特に、地域の企業の場合、当該企業の

エリアの外において業務を行っている金融機関が絡む案件にお

いては、メインの地域の金融機関が主導権を握ることが難しい

ため、独立性・中立性の高い機構が債権者調整の中核を担う意

義があると考えられる。 

産業再生機構は、市場ベースの企業価値の評価と公正な判断

を最大限尊重し、それに対する政府機関による全面的サポート

の下、支援決定その他における外部からの干渉を排除するため

の仕組みを産業再生機構の内部に整備したが、機構においても、

類似の仕組みを内部に整備することにより、独立性・中立性を

十分に担保することが極めて重要である。 

また、意思決定の公平性・透明性を担保する観点から、産業

再生機構の「産業再生委員会」と同様の外部有識者を含めた意

思決定機関を設けることが適当である。 

○ ５年の時限組織として、損失を回避しつつ集中的な事業展開

を行い、民間市場の創造・拡大へ結びつける 

産業再生機構は、法律上、実質的に５年の設置期限を設ける

ことにより、再生案件の実施に集中的に取り組み、緊張感を持

った形で業務を遂行し、相当の成果を挙げた。 

機構についても、現在の喫緊の課題である地域経済の建て直

しに向けて、５年間に限り集中的に事業を実施し、民間ファン

ド、事業再生ビジネス、人材ビジネス等の関連ビジネスが育成
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される土壌を強力に整備していくという役割を担うことが適当

である。また、機構は経済合理性を尊重しつつ、短期・集中的

に案件に取り組むとともに、徹底した採算管理の下、損失が発

生しないよう業務を運営することが求められる。 

２．産業再生機構では制度上限界があった「面的再生」への取組

（１） 「面的再生」の重要性

機構は、地域の中規模企業や３セクの事業再生を目指すもの

であるが、そうした企業の事業再生を実現するためには、当該

企業だけでなく、地域の関連企業や公的セクター（地方公共団

体や国など）との調整、地域資源を活用した一体的取組や地方

公共団体との連携なども組み込んだ、面的な広がりを持った再

生（「面的再生」）が必要となるケースが想定される。 

産業再生機構の経験では、民間交通グループの再生において、

公営企業を有する地方公共団体との間の事業面での調整が重要

な意味を有したケースが挙げられる。その一方、地方都市の百

貨店再生のケースでは、周辺の商店街の再生について地方公共

団体や地元関係者の協力が必ずしも十分には得られなかったケ

ースや、複数の温泉旅館を対象に再生に取り組んだが、街全体

の環境整備や地域資源活用の点では課題を残したケースなども

あり、産業再生機構でも必ずしも十分な連携・調整機能を制度

面で有していたわけではなかった。 

したがって、機構が地域力の面的な再生を主眼の一つとして

効果的かつスピーディに業務を遂行するには、機構の重要な機

能の一つとして、地方公共団体や国（出先機関等含む）といっ

た公的セクターとの間でしっかりした連携協力体制を構築する

とともに、地域の関連企業や地域資源の活用等について、機構

が積極的に働きかけ得るような仕組みを用意することが必要で

ある。 
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（２） 面的再生の対象ケース

面的再生のために公的セクターや地域関係者等との間で連携

等が必要となるケースは様々な形態が考えられるが、例えば、

以下のようなケースが想定される。 

(i) 周辺地域等の環境整備が必要とされるケース 

（例）百貨店再生とともに周辺商店街活性化に取り組む必要があるケース 

(ii) 地方公共団体や国が関与する事業について機構による

調整機能の発揮が必要とされるケース 

（例）・交通サービスにおいて公営企業を含む同業他社との事業調整が必

要とされるケース 

・病院・福祉サービスにおいて、他施設との機能面の分化・集約等

が必要とされるケース 

(iii) 他の事業分野との一体的な事業展開が必要とされるケ

ース 

（例）地域交通機関の再生のために、観光資源等との一体化が必要とされ

るケース 

(iv) 複数企業を対象に同時・包括的な再生に取り組む必要が

あるケース 

（例）温泉街のケース 


(v) 一つの地域にとどまらず、全国規模で「ウェブ（蜘蛛の

巣）状」に企業の融合を進めるケース 

（例）経営が厳しい観光バス会社を全国規模でグループ化し、統合シナジ

ーを追求するケース 

（３） 必要とされる措置

民間ベースのビジネス感覚の有効活用をもって地域の面的再

生を可能とするスキーム作りを目指すとすれば、事業再生上の

要請から、国及び地方公共団体や地元の関係者に対して機構が

主体的に働きかけ、調整を行う仕組みが必要である。例えば、

事業再生計画を作る段階で、機構の要請に応じて、国や地方公

共団体の関係者や地域の関係者が事業再生に積極的に参加でき

14




るような仕組みとすることが重要である。この場合、必要に応

じて地方公共団体が策定する地域再生計画、中心市街地活性化

基本計画、都市再生整備計画等の仕組みを活用することも求め

られる。また、国レベルの事前の調整についても、十分機能さ

せるような仕組みが必要である。 

以上のことから、機構が策定した事業再生計画について、国

や地方公共団体の協力を得やすくするための仕組みを設けるこ

とが適当である。ただし、考えられる具体的な案件に即して必

要な措置を事前に限定的に想定することは困難であり、あくま

で、実際の事業再生に当たって、個別の一件一件ごとの必要性

に対して確実に対応していくということが重要である。 

また、面的再生を強力に推進する観点から、地域再生等の施

策や欧米の例なども参考にし、面的再生プランが実効性をあげ

る仕組みとして、機構が面的再生を推進する機関に対し積極的

支援を展開することを可能とすることが適当である。 

いずれにせよ、面的再生を実現する上で十分な実効性を有す

る制度が構築できれば、機構の業務への期待度が大きく高まる

ことが期待される。 

３．人材面の支援は、機構の中心的な機能

（１） 人材支援の基本的考え方

① 経営人材確保の重要性 

機構が支援対象とした企業の事業再生の成否は、当該企業

において事業再生に取り組む経営人材に掛かる部分が大きい。

特に、機構が支援対象とする地域の企業の場合は、一般的に

言って、経営面での改善の余地が大きいケースが多いと考え

られる。機構が、できる限り早期にスポンサーを見つけて、

経営支援は当該スポンサーに委ねようとしても、ハンズオン

で経営を担うことが期待される経営人材が不在である限り、
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そのようなことの実現は極めて難しく、機構による支援の出

口が見えない状況が続くおそれもあると想定される。したが

って、経営人材を確保することは、機構を成功に導く重要な

要因の一つであると考えられる。 

しかしながら、事業再生における経営人材は、市場全体で

見ても絶対数が不足しており、また、特に大都市部に集中し

ていることから地域においては圧倒的に不足している。 

このような中、産業再生機構においても課題となった経営

人材の確保は、地域の企業の事業再生を目指す機構の成否に

関わる重要課題であると考えられる。 

また、経営人材の母集団を増やすためにも、経営人材とし

ての潜在的な資質を備える人材を発掘し、経営の現場で即戦力

となれるようなトレーニングを行うことによって人材プール

の厚みを増していくことも重要である。 

② 民間サービスの状況 

一方、経営人材の供給サービスについては、経営人材を扱

う民間のサーチ
7
・人材紹介会社は存在するが、経済合理性の

観点から、地域を横断しない「地域内完結型」のみである。

地域を横断した経営人材の紹介については、企業からの需要

はあるものの、幅広い地域をカバーするための営業コスト負

担が大きく、採算が取れないこと等から、マーケットとして

成立していない状況と考えられる。 

③ 公的な関与の意義 

上記の状況から見て、事業再生に関わる人材を地域に還流

することは、地域の一体的再生・強化という政策的観点から

意義が高いと考えられる。特に、地域での経営人材の需要自

サーチ会社 企業からの依頼により、その企業が求める人材像に適合する有能な人材を探

し出し、企業に紹介する会社。
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体は高く、経営人材の投入によって再生が可能になる企業も

あるにも拘らず、経済合理性の観点から民間だけでは地域へ

の経営人材紹介のサービスが提供できない状況が見られる。

このため、一定期間の公的支援として、機構が民間のサーチ・

人材紹介会社と連携・協力して、地域への人材還流に特化し

た仕組みを構築することは有用であると考えられる。 

（２）必要とされる仕組み

上記の仕組みが果たすべき機能は、機構が、経営人材を扱う

民間企業と連携・協力し、支援対象となっている地域の企業に

対して経営人材を紹介する際の共通のプラットフォーム（人材

の登録・サーチ、初期訓練の実施等を行う人材の「プール」）と

しての機能である。また、機構が、現場で事業再生に携わる数

名の人材を「チーム」として一定期間区切って派遣する方法（こ

の場合、短期間で事業再生プラン等の策定に携わるケースと、

比較的長期にわたって現場での再生に取り組むケースがあり得

る。）は、「一人で行ったきり」となることを防ぐ意味で、求職

サイドのニーズに沿っていると言える。 

このような機能は、機構による何らかの時限的な支援の下に

実現されるべきものであると考えられるが、こうした人材支援

機能のあり方については、民間サービスとの役割分担・連携に

十分留意し、また、機構や民間側の取組の進展状況等を踏まえ

つつ、今後、必要に応じ検討していくことが適当と考えられる。

なお、経営人材をいかに発掘・調達できるかが地方への経営

人材の派遣・紹介の成否を大きく左右することになるため、政

府としても、経営人材の成功事例を積極的に広報するなど地域

での事業再生が社会的に意義あるものであることの十分な周知

を行うとともに、経営人材の志願者への動機付けの仕掛けを講

ずることが重要となる。さらに、地域情報の提供等によりＵ・

Ｉ・Ｊターンを促し、地域における経営人材の母集団を拡大す
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ることや、派遣・紹介前のトレーニングや派遣・紹介後のフォ

ローアップの実施が必要である。また、以上のような仕組みは、

経営人材だけでなく、地域の支援先企業等の実務人材の育成・

活用にも適用することが可能であると考えられる。

(参考：新規融資に関連する問題) 

一般的に、事業再生に伴う新規融資の見合いで、経営者人材として派

遣・紹介される者に対して連帯保証が設定されることがあるという実態が

見られるが、経営人材の派遣・紹介が困難とならないよう適切な対応が必

要である。 

４．機構の人的体制は、できる限りスリムなものとする

（１） 外部の専門家を登用

機構の内部組織の詳細については、機構の創設後、機構自身

が自らの業務遂行上最も効率的かつ効果的な体制を決定するこ

とが基本であるが、内部に事業再生や経営人材に関する質の高

い専門家を相当数擁することが求められる。したがって、機構

内部の人的体制の整備は極めて重要な課題であり、機構の職員

となるべき人材の登用については、機構の創設に向けて、今後

前広に検討していくことが必要となる。 

その際、機構の業務領域の広さにかんがみ、幅広い層の人材

（ターンアラウンド
8
経験者、事業経営経験者、事業・金融業務

経験者、人材関連業務経験者、弁護士、公認会計士、コンサル

タント、地方行政・ＮＰＯ経験者、関係省庁職員等）を機構の

内部職員に招くことが適当である。これらの者については、一

義的には対外的に広く公募していくことが適当と考えられるが、

同時に、既存の人的ネットワークを活用するなどにより適任者

を選考していくことも有用である。また、利害相反の回避を前

提にしつつ、関係機関からの出向形態も活用すべきであると考

えられる。なお、産業再生機構のノウハウを円滑に継承するた

再生企業に派遣され、再建のリーダーシップを執ること。
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めに、産業再生機構勤務経験者の参加も検討すべき課題の一つ

であると考えられる。 

（２）民間へのアウトソーシングを活用

産業再生機構においては、民間の活力の活用を重視する観点

から、ＤＤの実施、スポンサーの選定等において外部の専門的

な事業者を活用していた。近時、再生に係る外部の専門的な事

業者が増加し、活動も活発化しているため、産業再生機構の時

にも増して、ＤＤの実施等はもとより、事業再生計画の策定支

援等を含め、できる限り多様な事業者に対してアウトソーシン

グを多用することが適当である。 

機構の内部職員数は、機構が実際に取り扱う業務内容や案件

数次第で柔軟に変動していくものであり、事前に職員数を想定

することは不可能であるが、アウトソーシングの活用等により、

産業再生機構と比して、より効率的な業務態勢を構築すること

を目指すべきである。 

他方、ＤＤについては、仮にその実施に当たりアウトソーシ

ングを活用したとしても、多数の専門的な事業者の成果物を「コ

ントロールタワー」として機構内部で取りまとめて、ＤＤとし

て全体をチェックする機能も重要であるため、機構内部に一定

数の人員を抱えざるを得ないという事情にも配慮することが必

要である。 
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Ⅲ 地域力再生機構（仮称）について

１．地域力再生機構（仮称）の目的

機構は、雇用の安定に配慮しつつ、地域における総合的な経済

力（「地域力」）の向上を通じて地域経済の建て直しを図り、併せ

て当該地域の活性化を通じて地域の信用秩序の基盤強化にも資す

るため、金融機関、地方公共団体等との連携を図りつつ、民間活

力を最大限活用しながら、３セクを含む地域の企業の事業再生を

支援するとともに、その事業再生との関連において面的再生に向

けた取組を行うことを目的とする株式会社とすることが適当であ

る。 

２．地域力再生機構（仮称）の支援対象

（１） 支援対象となる企業（地域の「中規模企業」や「３セク」） 

① 機構は、地域経済の成長力を向上させ、本格的な建て直しを

実現していくことを目的としていることから、地域経済全体に

対して相当程度の影響を与える以下のような企業を対象とす

ることが適当である。 

（ア） 雇用、取引関係等において地域経済社会に大きな影響

を有しており、その事業の継続が地域の活性化にとって有

益な企業であるが、 

（イ）過大な債務を負っているため、債権放棄等の金融支援 

による事業再生が求められている企業 

② 上記①(ア)に関しては、画一的・数量的な上限、下限を設け

ず、売上高、従業員数、関連事業者数（下請、取引先等）など

の状況を総合的に判断して、当該地域にとって大きな影響を及

ぼすと言える程度の規模の企業であるか否かを機構の外部有

識者委員会（後述の「地域力再生委員会（仮称）」）が判断する
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ことが適当である。 

（２） 支援基準

支援の対象とするか否かを判断する際に用いる具体的な基準

（支援基準）の検討を進め、主務大臣が策定することが適当で

ある。

① 支援基準の内容 

（ア） 機構の支援基準は、産業再生機構の支援基準と同様、

例えば、以下のような内容とすることが適当である。 

(i) 支援対象企業の価値の向上（生産性向上及び財務健全

化） 

(ii) 支援対象企業の資金調達（リファイナンス等）が可能

な状況となる等、機構のエグジット
9
の蓋然性が高いと見

込まれること 

(iii) 過剰供給構造の解消を妨げるものでないこと 

(iv)買取決定を行う場合の買取価格は適正な時価を上回ら

ないこと 

(v) 労働組合等との話し合い 

（イ） 上記（ア）に加え、機構の収益性を確保しつつ対象事

業者の再生を確実にする観点からは、 

・ 債権者をはじめとする関係者の協力が得られる見込みが

重要であること、 

・ 具体的には、機構を中心として策定された事業再生計画

に債権者が同意し、かつ、関係者が債権放棄や必要な投

融資等の資金的負担に応じることにより対象企業の事業

再生が可能となることが機構の支援スキームの本質から

みて重要であること、 

支援完了。産業再生機構の場合は、機構が保有するに至った支援対象事業者の全ての債権

及び持分の譲渡等を行うことを指す。
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にかんがみれば、下記の内容を支援基準に盛り込むことが

適当である。 

(i) 	 主な債権者との連名による支援申込みがあること 

又は 

(ii) 対象事業者単独の支援申込みによる場合であっても、

必要な投融資（スポンサー等からの援助も含む）を受け

られる見込みがあり、また関係債権者から事業再生計画

に対する同意を得られる見込みがあるなど、連名申込み

と実質的に同程度に再生可能性があること。 

（注）３セクの場合、地方公共団体によっては、上記の「債権者」に

実質的に該当する場合も想定される。 

（ウ） また、支援対象が地域の企業であるという点から、実

際の支援決定に当たっては、地域の企業の公正かつ自由な

競争を阻害することがないよう、また、自力で頑張ってい

る地域の企業に不公平感を与えないような配慮を行うこと

が重要である。 

（エ） さらに、「過剰供給構造」の業種・業態については、

産業再生機構と同様、通常の支援基準に加え、別途定める

基準に照らし、経営効率化、収益性向上等の努力を行うこ

とにより過剰供給構造の是正及び再生の確実性が確保でき

るか、慎重に判断する必要がある。 

② ３セクの支援基準 

（ア） そもそも機構は民間のノウハウを活用し、「収益性」

の観点から事業の再生可能性を判断し、支援を行う組織で

ある。このため、３セクについても、経済合理性に基づき

再生させる以上、支援決定や買取決定については、民間の

企業と同じ支援基準を適用すべきものと考えられる。 
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（イ） ただし、３セクについては、「収益性」とは異なる「公

益性」の観点から、地方議会も含めた地方の判断で当該３

セクの存続が必要との判断に至るものもあるため、その事

業の性質上、地方公共団体等による３セクに対する一定の

公的な資金支援が必要な場合も存在する。それらについて

の上記「財務健全化基準」の適用についても、原則として

通常の民間企業と同様に判断すべきであるが、以下のよう

な点を条件に、当該公的な資金支援を勘案した上で「健全

性」を判断することを可能とすることが適当である（なお、

その場合であっても、当該資金支援が「垂れ流し」や実質的な赤字補て

んとならないようにすることは重要である。）。 

(i) 当該公的な資金支援の目的、必要額及びその根拠が明

確であるなど、透明性が確保されていること 

(ii) 財政力等の観点も踏まえ、当該地方公共団体等から、

自主的な判断に基づき、一定の期間、持続可能な公的な資

金支援を得られることが確実に見込まれること 

（ウ） なお、再建可能なコア事業を全く持たない３セクは、

支援決定や買取決定といった機構のスキームに乗せるべき

ではないと考えられる。 

３．地域力再生機構（仮称）の組織・体制

（１） 組織形態・設立

機構の業務は、産業再生機構と同様、民間の活力を最大限に

活用した業務運営を行うことを大原則としていることから、産

業再生機構と同様、株式会社形態を採用することが適当である。

また、機構は、産業再生機構と同様、公的性格を有すること

から、一を限り、主務大臣認可により設立する株式会社とする

ことが適当である。 
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（２） 株主等

機構の株主（出資者）及び機構による資金調達に係る政府保

証の付与等については、機構の目的や有すべき機能・役割を踏

まえ、引き続き、政府全体で検討し、決定していくことが適当

である。 

（３） 地域力再生委員会（仮称）

機構の意思決定（支援決定、買取決定、処分決定等）に係る

部分についての公平性・透明性を確保することを対外的にも明

らかにしていくため、産業再生機構の「産業再生委員会」と同

様の外部有識者を含む意思決定機関（地域力再生委員会（仮称）） 

を取締役会及び監査役とは別に置いて、案件に関する機構の重

要事項決定権限を与えることとし、その設置、機能、構成等に

つき法律上明記することが適当である。 

（４） 設置期限・解散

① 地域経済が離陸できるよう集中的に人材・資金を投入すると

の機構自体のコンセプトから、機構は、平成 20 年度に創設し、

産業再生機構と同様、業務完了時に解散することが適当である。

また、機構の存続期限は創設後５年以内とすることが適当であ

る。 

② このため、基本的に産業再生機構と同様に、機構による支援

決定の期限を創設から２年以内とし、債権や持分の処分及び人

材派遣の終了については支援決定後３年以内に行うよう努め

なければならないとすることが適当である。 

③ ただし、３セク案件に関しては、活用意図を持ちながらも地

方議会のスケジュール等の関係から当該期限に間に合わない
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といった事態も想定されるため、このような事態に対して一定

程度柔軟に対応するため、必要最小限の期間（例えば半年）を

法律上明記して、創設から２年を超えても、その間は例外的に

支援決定できるようなスキームを法律上用意するといったこ

とも考えられる。もっとも、そのような取扱いは、地方議会と

の関係等から真にやむを得ない場合に個別に認めるスキーム

とする等、あくまで例外的な取扱いとし、また、例外的な取扱

いとする場合においても、機構の存続期限内に債権や持分の処

分等を行うよう努めなければならないこととするべきである。

４．地域力再生機構（仮称）の機能・業務

（１） 業務内容

機構は、以下の業務を行うこととすることが適当である。 

① ＤＤ・事業再生計画策定支援・債権者調整 

（ア） 機構の主たる機能の一つとして、ＤＤの実施及びそれ

に基づく事業再生計画の策定に対する支援と査定が挙げら

れる。同様の機能を有していた産業再生機構は、市場原理

に耐え得る十分なＤＤ、甘い需要予測を排除して行う事業

再生計画の審査、非合理な競争を残さない厳格な決定をし

たが、機構においてもこのような点が守られる枠組み作り

と相互監視による運営上の緩みが起こらない仕組み作りが

重要である。 

（イ） また、機構は、産業再生機構が有していたような、債

権者調整に向けて、いわゆる「メイン寄せ
10
」を排除し、「プ

ロラタ原則
11
」等を貫く基本方針を前面に打ち出し、強力な

10

私的整理において、債務削減に際し、メイン行に多くの負担を求める我が国の金融慣行。

11

‘pro rata’  ラテン語で「一定の比率にしたがって」という意味。債権放棄等を私的整

理開始時における非保全債権の残高によって按分して行う原則という意味。
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債権者調整機能を保持することが適当である。 

② 対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り 

（注）「金融機関等」の範囲 

債権の買取りや調整の対象となる金融機関等の範囲については、「地銀」

以外の地域の金融機関（地域において展開しているメガバンク等）が機構を

活用することを排除する特段の理由はないため、産業再生機構と同様とする

ことが適当である。 

③ 対象事業者の事業再生に向けた以下の支援業務 

(i) 融資 

(ii) 債務保証 

(iii) 出資及び株式の取得 

（注） 資金面の役割については可能な限り民間ファンド、事業会社等

の「民」に任せるべきであり、機構のファンドとしての機能は限定す

べきである。また、少なくとも、いわゆる「プレＤＤ」の段階から事

業再生計画に対する債権者の合意を得る段階までの間に、入札なども

活用しつつスポンサーを見つけて、エクイティ12を中心とした資金面

は当該スポンサーに委ねることを目指すべきである。 

(iv) 人材の派遣及び紹介 

（注） 人材面での支援については、機構が関与して策定され、支援決

定された事業再生計画に基づくものであり、財務リストラ等の資金面

での支援と一体的に実施されることが基本形である。しかし、例えば、

以下のようなケースにおいては人材面での支援のみが想定される（そ

の場合、人材の派遣又は紹介により機構の役割は終了し、支援は完了

する。） 

・ ３セク案件等で、ＤＤを行い事業再生計画に基づき支援決定は行

ったが、結果的に債権放棄や出資などの資金面での支援は全て機構

以外の者が担うことになり、機構としては資金面での支援は行わず

Equity 優先株を含む株式。
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人材面の支援のみで事業再生を図ることが可能なケース 

・ 機構の支援対象企業の事業再生のために必要な支援を行う会社に

対する人材面での支援が当該対象企業の事業再生計画の中に明記

され、支援決定されている場合 

④ 経営に必要な助言等を行うこと 

（注） 支援決定や買取決定といった機構のスキームには乗ってこない場合

であっても、（支援決定に至らなかった案件にはもはや関与すべきではな

いが）当該案件にかかる機構の収益性を確保できる範囲内で、事業者の求

めがあった場合に限り、ＤＤ等の事前相談における機構の作業に関連して

意見（例えば、当該ＤＤを踏まえた最善の清算方策）を述べることができ

ることとするなどのノウハウの提供等に一定程度応ずることを可能とす

ることが適当である。 

（２） 業務フロー

① 支援申込み 

（ア） 事前相談の段階においては、産業再生機構と同様、支

援基準を満たし得ると考え得る企業に関する相談であれば、

どのような者からの相談も拒む理由はなく、幅広く対応す

ることが適当である。 

（イ） 正式な支援申込みという段階においても、不良債権処

理が喫緊の課題として認識されていた産業再生機構の創設

時とは状況が異なり、必ずしも金融機関等との連名とする

必要はない。したがって、関係債権者から事業再生計画に

対する同意が得られる見込みがあり、また必要な運転資金

等の融資が受けられる見込みがあることなど、連名申込み

と実質的に同程度に再生の可能性があることを前提として、

事業者単独の申込みを認めることが適当である。 
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② 支援決定 

機構は支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定

することが適当である。 

また、機構は地域の企業を対象とすることから、特に雇用

や中小企業へ配慮することの重要度が高い。このため、支援

決定に当たっては、以下のように取り扱うことが適当である。

(i) 機構は、支援決定に当たっては、事業再生計画につい

ての事業者と労働者との協議の状況等に配慮しなければ

ならない。 

(ii) 機構は、支援決定を行うに当たっては、当該事業者の

企業規模を理由として不利益な取扱いをしてはならず、

上述のとおり、あくまで雇用、取引関係等において地域

経済社会に大きな影響を有しているか否かという点から

判断すべきである。 

③ 買取決定等 

機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、関係金融機関

等に対し、支援決定から３ヶ月以内で機構が定める期間内（債

権申込み等期間）に、当該金融機関等が対象事業者に対して

有する全ての債権につき、債権の買取りの申込み又は事業再

生計画に従って債権放棄等を行うことの同意の回答をするよ

う求めなければならないこととすることが適当である。その

結果として、機構は、可能な限りスポンサー等による買取り

等を目指しつつ、必要な債権の買取り、出資等を実行するこ

ととし、それらの決定を行う。 

④ 処分決定 

前述のとおり、機構は、債権や持分の処分等については、

支援決定後３年以内に行うよう努めなければならないとする

ことが適当である。 
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⑤ 情報公開等 

（ア） 支援決定、債権の買取り、処分等については、業務運

営の透明性を確保する観点から国会・国民に対する積極的な

情報公開が求められるため、何らかの形で速やかに公表する

ことを原則とすることが適当である。 

（注）対象事業者や金融機関等においても、機構の対外公表に併せて、

機構への支援申込み及び支援決定を受けた旨等について適時開示を

求められる場合がある 

（イ） なお、非上場企業等に係る支援決定時の公表の運用に

ついては、公表が対象事業者の経営に与える影響を考慮する

必要があるため、遅くとも買取決定までには支援決定した旨

を公表することが適当であるが、スポンサーを広く公募で募

ることが必要な場合、又は、その性質上もしくは透明性を高

めるために早期の公表が必要な場合には、対象事業者（連名

で支援申込みが行われた場合には当該債権者も含む）の同意

を前提として、機構の判断により、支援決定後の早い段階で

公表ができるようにすることが適当である。 

（ウ） また、公表前における個別案件の取扱いについては、

産業再生機構と同様、厳密な機密保持を期すべきであり、具

体的な取扱方法について検討すべきである。 

⑥ 国及び地方公共団体による協力 

３セクの再生や面的再生を図るに当たっては、情報開示や

地域振興策等を実施する国や地方公共団体と機構が相互に協

力を図ることが極めて重要である。このため、機構が事業再

生計画を策定する際、及び、機構が策定した事業再生計画に

ついて、機構が国や地方公共団体に対して協力を要請した場
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合、国や地方公共団体の協力を得やすくするための仕組みを

設けることが適当である。 

⑦ 費用負担 

（ア） ＤＤ費用を含めた費用の回収については、産業再生機

構での対応実態も踏まえ、最終的には、実質的な受益者（対

象事業者、金融機関、地方公共団体、スポンサー等）に何

らかの形で一定の負担を求めることを原則とすることが適

当である。なお、その方法（参考）については、硬直的に考

える必要はなく、対外的な透明性を確保しつつ、様々な方

策を案件に応じて講じることにより、収益性を確保すべき

である。 

（参考：例えば、機構が実施したＤＤに民間ファンド等が相乗りした

場合にＤＤ費用を按分することや、債権者調整等の機構のサービスの

対価として「フィー」を受け取るといった方法が一例である。） 

（イ） また、ＤＤについては、民間に準拠したコスト意識を

もって取り組むことが重要であり、過剰に対象事業者等の

実質的な受益者に負担を掛けることは回避すべきであるも

のの、逆に粗雑なＤＤのせいで債権や持分の処分ができな

くなるようなことがないよう、適切な費用による必要不可

欠なＤＤを実施するよう心掛けることが必要である。 

⑧ 経営者・株主の取扱い 

（ア） 債権放棄が行われる場合の経営者・株主責任は曖昧に

ならないようにすべきであり、まずは経営者の退陣や株主

権の消却など、責任の明確化を原則として検討すべきであ

るが、他方で、産業再生機構における経験の蓄積と実務に

おける進展を踏まえ、中規模企業については、画一的な対

応ではなく、一定の要件の下に、関係者の理解が得られる
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ことを前提として、柔軟な取扱いとすることも検討の余地

があると考えられる。このような考え方の下、実態的には、

個別案件毎に判断していくことが適当である。 

（イ） また、経営者責任の明確化など、機構の業務実施の基

本的な方針は、「私的整理ガイドライン」の考え方に沿った

ものにすることが適当であるが、特に支援申込みのパター

ンや経営者・株主の取扱いなどの現場での対応に関する部

分については今後定める業務実施の準則の中で個々の実情

に合うような対応が可能となるよう規定していくことが適

当である。 

⑨ その他の機能 

産業再生機構と同様、支援決定後における金融機関による

資金の貸付けに関する機構の確認や一時停止等を行えるよう

にすることが適当である。 

（３） 国及び地方公共団体の関与

① 機構への国の関与については、例えば以下のような点につい

て、基本的に産業再生機構と同様とすることが適当である。 

(i) 設立認可 

(ii) 定款変更 

(iii) 役員・委員の選任等 

(iv) 支援決定に当たっての主務大臣や事業所管大臣からの意

見聴取。買取決定、処分決定に当たっての主務大臣からの意見

聴取。 

(v) 主務大臣による監督、報告・検査（予算認可・決算承認等

含む） 

(vi) 利益処分 

(vii) 残余財産の分配 
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② また、機構は、地域経済の建て直しを目的としていることか

ら、産業再生機構が事業所管大臣の意見を聴いたのと同様にあ

くまで特定の利害関係ではなく、地域経済の建て直しに資する

かといった幅広い観点から、事業再生計画に関係が深いエリア

の都道府県知事が機構に意見を述べることができる機会を設

けることが適当であるが、その際、支援対象企業に対して出融

資を行っているといった利害関係に基づく意見を求めるもの

ではないとの点についても明確にすべきである（その場合であっ

ても、当然のことながら、産業再生機構法第 22 条第６・７・８項の主務大

臣・事業所管大臣の意見と同じく、支援決定をするかどうかの決定にあた

っては、地域力再生委員会は都道府県知事の意見に拘束されない。）。

Ⅳ 国の支援について

１．税制上の措置

（１） 機構は、早期の事業再生を通じて地域の企業の事業再生を

図るという意味では産業再生機構と共通していることから、金

融債権者及び債務者企業に対して、以下のような税務上の取扱

いとなるよう、今後、業務実施の準則を定め、関係方面との調

整・確認を行っていくことが適当である。 

① 債権放棄を行う金融機関等に対する措置 

事業再生計画により金融機関等が債権放棄を行った場合の、

当該債権放棄による損失の損金算入 

② 債務者企業に対する措置 

(i) 事業再生計画により債務免除を受けた場合の、債務免除

益の範囲内での過去の欠損金の損金算入 

(ii) 評価損及び評価益の計上並びに期限切れ欠損金の優先

利用 
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（２） また、機構自身に対する税制上の措置については、産業再

生機構と同様の制度設計となることを前提に、産業再生機構と

同様の措置（登録免許税非課税等）を設けることについて、必

要な対応を検討することが適当である。 

２．政府関係金融機関等の協力

（１） 株式会社産業再生機構法第 60 条において、産業再生機構

が関与した事業再生計画に基づく債権放棄等の負担が合理的か

つ妥当なものであるときは、これに応じるよう努め、当該事業

再生計画に従って対象事業者に対する必要な債権放棄等の協力

をしなければならないという協力規定が置かれており、実態的

にも、産業再生機構の個別案件において、かかる政府系金融機

関等による債権放棄が企業価値の向上に貢献したケースが見ら

れる。機構においても、産業再生機構法第 60 条の債権放棄等に

関する協力規定の対象となっていた政府関係金融機関等、都道

府県の信用保証協会等に対して同様の協力規定を法律上置くこ

とが適当である。 

(参考) 地域の企業の場合、民間の金融機関に加え、メインではないもの

の政府系金融機関等が債権者に加わっているケースが見られる。また、

企業に対する債権に各都道府県の信用保証協会の保証が付されている

ケースがあり、その場合、信用保証協会が求償権を有している。 

（２） また、産業再生機構における経験を踏まえ、金融機関では

ないものの対象企業に対して債権を有する関係機関（認可法人、

公益法人等）についても同様の協力規定の対象とすることが適

当である。 

３．補助金適正化法の特例的取扱い

３セクの再生に関して、機構が関与した事業再生計画の実効性を

担保する観点から、補助金適正化法の適用上、補助金の返還義務が
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生じると解釈される場合や目的外使用と解釈される場合の弾力的な

運用を実現することが適当である。 

４．地域再生、都市再生、中心市街地活性化等の施策との有機的な

連携（面的再生の支援）

機構が中規模企業や３セクの再生を実現する上で、地方公共団

体による地域再生計画、中心市街地活性化基本計画、都市再生整

備計画等の取組とそれに対する国による支援策が有用な場合には、

国は、機構によるスピーディーな事業展開に可能な限り配慮しつ

つ、このような計画を優先的に認定等するとともに、国は各種施

策を投入し、重点的な支援を行うことが有用である。なお、地方

公共団体が面的再生や３セクの再生に対して積極的に取り組むこ

とができるような支援方策を更に検討していくことが適当である。

５．その他

機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業

者に対し、産業活力再生特別措置法により講じられる施策とあい

まって、効果的に行うよう努めることが適当である。 

Ⅴ 関係機関との連携について

１．地域金融機関

（１） 金融検査・監督上の対応等

機構が業務を行っていく上で地域の金融機関との協力・連携

は極めて重要である。政府部内での綿密な連携、金融庁を始め

とする所管行政庁等の理解及び地域の金融機関に対する適正な

金融検査・監督などの金融行政上の対応等を踏まえ、地域の金

融機関との協力・連携を確保していくことが適当である。 

（２） 債務者区分上のランクアップ

34




地域の金融機関が機構を活用して不良債権処理を進める際の

取扱いを明確化する観点から、産業再生機構の時と同様、機構

の活用によって「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」が

策定される場合には、債務者区分上の「ランクアップ」が認め

られるように今後政府において措置することが適当である。 

２．地方公共団体

（１） ３セクの改革に関するガイドライン

３セクの再生・処理は、地方財政の健全化の観点から重要な

課題であり、機構として３セクの再生・処理に積極的に取り組

んでいくべきである。その際、個別の３セクに対し一定の関与

がある地方公共団体においては、当該３セクと共に取り組んで

いくことが極めて重要であることから、地方公共団体の協力を

促すため、現行の「第三セクターに関する指針」を補完する位

置づけで、累積債務等により経営が著しく悪化している３セク

に関し、新たに、総務省において下記のような内容のガイドラ

インを策定・通知するとともに、ＤＤ等に関する機構のノウハ

ウの活用や、事業再生についての機構の活用を、地方公共団体

に対して、要請・助言することが適当である。 

① 地方公共団体において、累積債務等により経営が著しく悪化

し、特に改革が必要と判断する第三セクター等について、その

存廃も含め、平成 20 年度までに外部専門家等で構成される評

価検討を行うための委員会（経営検討委員会（仮称））を設置

し、その検討結果を踏まえ、21 年度までに「改革プラン」（仮

称）を策定するよう助言する。 

② 地方公共団体は、「改革プラン」（仮称）の作成上必要なＤＤ

等を実施する場合、必要に応じ、上記「経営検討委員会」（仮

称）のメンバーに機構のＤＤ専門家等のスタッフの参加を要請

することができる。３セクは、ＤＤが適切に行えるよう情報開

示等に努めるものとする。 
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３．その他

（１） 中小企業再生支援協議会等

機構と中小企業再生支援協議会の関係については、機構が行

う再生は、その手法が同協議会と異なることに加え、機構が地

域経済に大きな影響を及ぼす企業や３セクに対象を絞った展開

をするため、中小企業一般を幅広くカバーする同協議会とは、

自ずと役割分担が成立し、案件を相互に持ち込み合うような連

携関係が構築されると考えられる。 

また、産業再生機構の時にも産業再生機構と同協議会との役

割分担や相互の連携は行っており、機構と同協議会との役割分

担や相互の連携を十分に進めていくことが適当である。 

さらに、全国的なネットワークを有する整理回収機構（ＲＣ

Ｃ）や特定認証ＡＤＲ機関
13
との連携についても検討していくこ

とが適当である。 

こうしたことにより、多様なニーズを有する地域にとって、

機構の設置が新たな選択肢が加わることとなるよう機能するこ

とが重要である。 

（２） 地域の産業界等

地域の企業の事業再生・活性化を進めていく上で、地域の産

業界（例えば、商工会・商工会議所等）との連携・協力を深め

ていくことは極めて重要な課題である。 

そのような観点からは、地域再生・都市再生・中心市街地活

性化等の地域活性化施策と連動して、地域企業の事業再生に地

域の産業界等から十分な協力を得られるようにすることが適当

  特定認証ＡＤＲ（Alternative Dispute Resolution） 産業活力再生特別措置法に規定さ

れる、事業再生の紛争解決を専門に行う、経済産業大臣が認定する認証紛争解決事業者（裁

判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第５条の法務大臣の認証を受け、認証紛争解

決手続の業務を行う者をいう。）のこと。当該特定認証ＡＤＲの関与がある場合、債権者

調整中のつなぎ融資に対する債務保証や特定調停の特例等が措置されている。 
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である。 

４．地域との情報交換・協議の仕組み

機構が中規模企業や３セクに関する実態把握や再生に向けた取

組を円滑に行えるよう、３セク、地方公共団体及び地域の金融機

関との情報交換・協議を行う場を用意することが適当である。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料①
　　　　　　　　　　総務省ＨＰより引用

地方公共団体の財政の健全化に関する法律の概要

平 成 １ ９ 年 ６ 月

Ⅰ 健全化判断比率の公表等

○地方公共団体（都道府県、市町村及び特別区）は、毎年度、以下の健全化判

断比率を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表しなければなら

ないこととする。

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率（全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率）

③実質公債費比率

④将来負担比率（公営企業、出資法人等を含めた普通会計の実質的負債の標

準財政規模に対する比率）

Ⅱ 財政の早期健全化

１ 財政健全化計画

○健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健

全化計画を定めなければならないこととする。

２ 財政健全化計画の策定手続等

○財政健全化計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総

務大臣・都道府県知事への報告、全国的な状況の公表等の規定を設ける。ま

た、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表する。

３ 国等の勧告等

○財政健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難である

と認められるときは、総務大臣又は都道府県知事は、必要な勧告をすること

ができることとする。

Ⅲ 財政の再生

１ 財政再生計画

○再生判断比率（Ⅰ①～③）のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政

再生計画を定めなければならないこととする。

２ 財政再生計画の策定手続、国の同意等

○財政再生計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表する。

○財政再生計画は、総務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　資料①
　　　　　　　　　　総務省ＨＰより引用

○財政再生計画を定めている地方公共団体（財政再生団体）は、毎年度、その

実施状況を議会に報告し、公表する。

３ 地方債の起債の制限

○再生判断比率のうちのいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、

財政再生計画に総務大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧事業等

を除き、地方債の起債ができないこととする。

４ 地方財政法第５条（地方債の制限）の特例

○財政再生計画に同意を得た財政再生団体は、収支不足額を振り替えるため、

地方財政法第５条の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、償還年限

が財政再生計画の計画期間内である地方債（再生振替特例債）を起こすこと

ができる。

５ 国の勧告、配慮等

○財政再生団体の財政の運営が計画に適合しないと認められる場合等において

は、総務大臣は、予算の変更等必要な措置を勧告できることとする。

○再生振替特例債の資金に対する配慮等、財政再生計画の円滑な実施について

国及び他の地方公共団体は適切な配慮を行う。

Ⅳ 公営企業の経営の健全化

○公営企業を経営する地方公共団体は、毎年度、公営企業ごとに資金不足比率

を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表する。これが経営健全化

基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければならないことと

し、Ⅱ２、３及びⅤ１と同様の仕組みを設ける。

Ⅴ その他

１ 外部監査

○地方公共団体の長は、健全化判断比率のうちのいずれかが早期健全化基準以

上となった場合等には、個別外部監査契約に基づく監査を求めなければなら

ないこととする。

２ 施行期日等

○健全化判断比率の公表は、公布後１年以内から、他の義務付け規定については、

地方公共団体の予算編成機会の付与等の観点から、平成20年度決算に基づく措

置から適用する。

○国等に対する寄附を当分の間原則禁止することとしている現行再建法の規定

を引き続き設ける。
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参考②

産業再生機構の再生支援業務の大きな流れ

機構に対する事業者等からの事前相談１ 

不動産等の資産価値や、会計帳簿といった財務の観点や、
個々の契約といった法務上の観点、個々の事業の収益性、

採算性といった事業上の観点から 事業者を査定
２ 

産業再生委員会 による 支援決定 (注1)

(資産査定を踏まえて、事業再生計画を検討し、適否を判断)
４ 

非メイン行の金融機関に対して機構への債権買取り申込み
又は再生計画に対する同意の要請 (注2)

５ 

産業再生委員会 による 債権の買取り等の決定 (注1)６ 

再生計画の実施 (注3)

(機構による監督と支援)
８ 

産業再生委員会 による 債権の譲渡その価の処分の決定９ 

(注1)産業再生委員会による決定を行ったときは機構が概要を公表。

(注2)金融機関が債権の回収等を行うことにより、対象事業者の事業再生が困難となる

おそれがあると認められるときは、回収等をしないこと(一時停止)を要請。

(注3)買取り等の決定から3年以内に処分(債権や持分の売却)を行うよう務める。

事業者・メイン行等による支援申込み３ 

非メイン行からの 債権の買取り実行７ 

厳格な
機密保持

(注3)

2～3ヶ月

3ヶ月以内
(法定)

3年以内をﾒﾄﾞ
(法定)

内閣府産業再生機構担当室資料
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参考③

「地域力再生機構（仮称）」研究会 委員一覧

（敬称略 五十音順） 

秋池 玲子 ボストンコンサルティンググループ パートナー＆マ

ネージング・ディレクター 

逢見 直人 日本労働組合総連合会副事務局長 

大久保幸夫 （株）リクルートワークス研究所所長 

大西正一郎 フロンティア・マネジメント（株）代表取締役 

岡 俊子 アビームＭ＆Ａコンサルティング（株）代表取締役社長 

岡島 悦子 （株）プロノバ代表取締役､（株）グロービス フェロー 

座長代理 齋藤 弘 山形県知事 

佐藤 雅典 （株）ジェイ・ウィル・パートナーズ取締役社長 

鈴木 茂 メリルリンチ日本証券（株）上席顧問 北九州市顧問 

瀬戸 英雄 ＬＭ法律事務所弁護士 

座長 高木新二郎 野村證券（株）顧問 

田作 朋雄 PwC アドバイザリー（株）取締役パートナー 

中村 廉平 商工中金組織金融部・審査第一部担当部長兼法務室長 

野村 修也 中央大学法科大学院教授 

藤原 敬三 中小企業再生支援全国本部業務執行責任者 

松嶋 英機 西村あさひ法律事務所代表パートナー弁護士 

松本 順 （株）経営共創基盤取締役マネージングディレクター 

安永 雄彦 （株）島本パートナーズ代表取締役社長 

横山 禎徳 （株）イグレック代表取締役 

吉戒 孝 福岡銀行取締役常務執行役員 

米田 雅子 慶應義塾大学理工学部教授 NPO 法人建築技術支援協会

常務理事

41


5abb125
テキストボックス




