
 

 

 

 

 

大阪信用保証協会は、信用保証協会の公共性と社会的責任を認識し、信用保証機能をもって、中小企業者の金融の円滑化を図り、大阪

の産業振興と経済発展に努めてまいりました。 

今般、平成 27年度経営計画につきまして、実施状況に係る自己評価を行いました。自己評価にあたりましては、公認会計士･大西寛文

氏、関西学院大学大学院経営戦略研究科教授･甲斐良隆氏、弁護士･木部徹之氏により構成される「外部評価委員会」の意見・アドバイス

を踏まえ、作成いたしました。 

当協会の自己評価の要約とあわせて、「外部評価委員会」の意見をここに公表いたします。 

 

 
 

平成 27年度における大阪府内の中小企業を取り巻く経済情勢は、公共投資が減少に転じるなど一部に弱さもみられましたが、設備投資・輸出の増

加や生産の緩やかな増加、雇用情勢の改善、個人消費面の堅調な推移などにより、緩やかな回復基調が続きました。 

金融面においては、企業向けや住宅ローンの増加などを背景に金融機関の貸出金残高は、前年を上回りました。 

また、大阪府内の企業倒産（負債総額 1千万円以上）は、㈱東京商工リサーチの調査によると、件数 1,192件、金額で 1,455億円となり、平成 26

年度に比して件数・金額ともに減少傾向となりました。 

なお、先行きについては各種の経済対策による持続的な回復が期待されるものの、海外経済の動きや金融市場の動向などにより、景気回復ペース

が遅くなることも考えられるため、引き続き注視が必要な状況となっています。 
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保証承諾は件数で 32,409件（対前年比 110.3％）、金額で 7,809億円（同 112.9％）、事業計画比 111.6%と計画を上回る結果となりました。 

うち、責任共有制度保証は 6,253億円（対前年比 109.7%）で、保証承諾全体の 80.1%の利用となりました。 

 

保証債務残高は、件数 186,125 件（対前年比 92.9％）、金額 2 兆 5,037 億円（同 93.5％）、事業計画比 107.0％と計画を上回る結果となりまし

た。 

    

代位弁済は、件数 4,648件（対前年比 87.1％）、金額 564億円（同 84.7％）、事業計画比 89.5％となりました。緩やかな景気回復による大阪府

内の企業倒産の減少などを背景に、事業計画を下回る金額となりました。 

 

実際回収は、金額 169億円（対前年比 98.1％）、事業計画比 130.2％となりました。担保処分等に一層注力するとともに、保証協会サービサー

の積極的活用など回収の最大化・効率化への努力を重ねた結果、代位弁済が前年度を大きく下回る中で、事業計画を上回る結果となりました。 

 

■主要業務数値 （金額単位：億円） 

  件数 金額 計画 計画達成率 

保証承諾 32,409 (110.3%) 7,809 (112.9%) 7,000 111.6% 

保証債務残高 186,125 (92.9%) 25,037 (93.5%) 23,400 107.0% 

代位弁済 4,648 (87.1%) 564 (84.7%) 630 89.5% 

実際回収 ― 169 (98.1%) 130 130.2% 

※（ ）内の数値は対前年度比を示しています。 

 



 
 

平成 27年度の決算概要（収支計算書）は以下のとおりです。 

 

 （金額単位：億円） 

経常収入 305 

経常支出 207 

経常収支差額 98 

経常外収入 779 

経常外支出 810 

経常外収支差額 △31 

制度改革促進基金取崩額 0.3 

収支差額変動準備金取崩額 0 

当期収支差額 67 

 

平成 27年度の当期収支差額 67億円については、33.5億円を収支差額変動準備金（*2）に、残る 33.5億円を基金準備金（*2）に繰り 

入れました。 

平成 27年度末の基本財産は、上記当期収支差額からの造成分のほか、平成 27年度中に提携保証（*3）の契約に基づき受け入れた金融 

機関からの負担金 5.4億円を基金（*2）に繰り入れた結果、計画比 10億円増の 1,122億円となりました。 

なお、基金準備金について、平成 27 年度の当期収支差額より繰り入れた 33.5 億円を基金に振り替え、過去に毀損した基金の復元を

行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

経常収支差額は、保証料収入が計画額を上回ったことなどにより、計画比 8

億円増の 98億円となりました。 

経常外収支差額は、求償権償却（*1）および求償権償却準備金（*1）繰入の純

増額が減少したこと等により、計画比 12億円増の 31億円のマイナスとなりま

した。 

上記の結果、当期収支差額は、計画比 19億円増の 67億円となりました。 
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■ 金融機関との連携を強化し、提携保証（*3）をはじめとする責任共有制度（*4）保証の利用促進を図るため、金融機関に対し、提携保証 

  などの利用推進と適切な運用を要請しました。その結果、責任共有制度保証の保証承諾、保証債務残高は前年度を上回りました。 

■  政策保証の主たる制度であるセーフティネット保証の承諾は、国によるセーフティネット保証 5号の対象業種が拡大されたこともあり、 

前年度を上回りました。また、小規模企業者を対象とした小口零細企業保証も前年度を上回る保証承諾があったことから、政策保証を活 

用した資金供給の下支え効果を発揮することができたと判断しています。 

■ 経験年数に応じて研修を実施し、受講者の所属部署でのフィードバック体制を充実させることにより、部門全体の目利き審査能力の向 

上に努めました。また、中小企業者等と直接対話する機会を増やし、中小企業者等の実態把握能力の向上を図りました。 

■  関係機関との緊密な連携等により、反社会的勢力排除・不正利用の防止に努めました。 

 

 

■ 創業支援に前向きである金融機関との間で協議を重ね、金融機関が創業に係る計画策定に関与したり、融資実行後のフォローアップを行 

う金融機関連携型創業関連保証の取扱いを開始しました。その後、取扱金融機関を増やし、同保証の効果もあり、創業に関する保証実績 

は前年度の実績を上回りました。 

■ 大阪産業創造館内に設置した経営支援部（サポートオフィス）を拠点とし、窓口相談における多種多様な顧客ニーズについて、大阪産業 

創造館と連携等を図りながら、親切丁寧な対応を行うことを周知徹底し、相談体制の強化を図りました。 

■ 大阪産業創造館と共同で「OSAKA創業フェア 2016」を開催しました。創業予定者や創業間もない中小企業者等を対象とし、有識者に 

よる基調講演、トークセッション・ミニセミナー等の実施や、各種相談ブースを設置し、各種機関との連携を図ると共に、当協会の 

創業支援姿勢を発信するなど、創業者支援の充実に繋げることができました。 

■ 創業保証利用者向けに中小企業者等に対するフォローアップとして、平成 27年 10月からは、大阪産業創造館と連携して、中小企業診断 

士・税理士・社会保険労務士などの専門家に無料で経営相談が行える「創業フォローアップ事業」を開始しました。 

 

 

適正保証の推進・安定的な資金供給 

創業支援の充実 
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■ 10金融機関協力のもと、正常大口保証利用先を重点管理先としてフォローアップを実施しました。決算内容が悪化していると判断した先 

に対し、金融機関を通じてモニタリングを行うと共に、その結果を踏まえ、条件変更や借換等の金融支援提案を行いました。また、前年 

度の創業保証利用先など業歴の浅い顧客に対し、当協会より決算書の提出を依頼したうえで、顧客希望等に応じて、財務診断および企業 

訪問等によるコンサルティングを実施しました。 

■ 経営支援強化促進補助金を活用し、中小企業者等の経営改善をより一層促進するため、新たに「経営サポート事業」の取組みを行いまし 

た。条件変更を行っている企業のうち経営改善に意欲のある先を対象に、専門家派遣、経営改善計画策定支援を行い、中小企業者等の経 

営改善に努めました。 

■ 金融機関や経営支援機関との連携のもと、当協会が初めて主催する OSAKAビジネスフェア『食展』2016を開催しました。ビジネスマッチ 

ングも同時開催し、中小企業者等のニーズに応えられるサービスとして、ビジネスチャンスの場を提供できるよう努めました。 

■ 大阪府中小企業再生支援協議会との連携強化を進め、同協議会等が策定した事業再生計画をもとに、中小企業者等の再生に向けて積極的 

に意見交換を行い、再生支援を行いました。 

■ 中小企業支援ネットワーク会議および経営サポート会議を開催し、中小企業者等の経営課題の明確化、情報の共有化に努め、サポート体 

制を強化しました。 

 

   

 

■ 回収相手方に応じた迅速かつ効果的な回収や保証協会サービサー（*5）への無担保求償権の委託促進による督促強化などにより、回収の 

最大化を図りました。また、誠意なき相手方に対しては、その状況を踏まえつつ、費用対効果を勘案しながら法的措置を実施し、督促強化 

を図りました。 

■ 旧大阪市信用保証協会システムの ORBITコンピュータシステムへの移行が完了し、事務手続きが統一されたことにより、効率的な管理・ 

交渉が図れました。また、回収見込みがないと考えられる求償権については、管理事務停止や求償権整理を促進し、回収業務の効率化を図 

りました。 

 

期中支援・経営支援・再生支援の強化・充実 

回収の最大化・効率化 
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■   当協会の合併により保有する人的資源について、経営支援業務などの重点業務への配置により、創業・経営支援の充実を図りました。 

■  資金運用について、中長期的な運用では、安全かつ効率的な分散投資を行い、短期的な運用では、金融機関による定期預金入札を行う 

ことで安定的な運用収益の確保に努めました。 

■   緊急事態対策会議および安否確認訓練を開催･実施する等、危機管理態勢の強化を図りました。 

 

 

■   顧客サービス向上委員会による中小企業者への顧客サービス向上アンケートについて、お客様からのご意見、ご要望に対して改善を図 

るなど、顧客満足度の向上に向けた業務改善に取組みました。 

 

 

■   当協会 Webサイトを平成 27年 10月に全面リニューアルしました。閲覧者が見やすく、使いやすいようにレイアウトを刷新し、創業・ 

経営支援に関するページを充実させました。また、当協会が参加するセミナーやフェア等の情報を積極的に掲載し広報の充実に努めまし 

た。 

■  「顔の見える協会」の実現に向け、平成 27年度の新たな取組みとして、「OSAKAビジネスフェア『食展』2016」を当協会主催で行いまし 

た。また、大阪産業創造館と共同で創業予定者や創業間もない中小企業者を対象とした「OSAKA創業フェア 2016」を開催しました。 

その他、各種セミナーへの参加やビジネスフェアへの出展により保証協会や保証制度の周知を行い、協会の認知度と信用保証制度への 

理解向上に努めました。 

 

     

■   ORBITコンピュータシステムにおける他協会との共同化については、当協会と合わせて、7協会が参加する共同システムとなりました。 

また、平成 27年 6月 1日に 6協会が出資してシステム共同運営会社「保証協会コンピュータサービス㈱」を設立しました。「保証協会コ 

ンピュータサービス㈱」と連携し、ORBITシステムの機能強化を図る態勢が整ってきています。 

      

ORBITコンピュータシステムの共同化等 

顧客サービスの向上 

経営基盤等の強化 

広報の充実 



  

 

○ 提携保証を中心とした責任共有保証制度の利用促進・拡大に努められた結果、責任共有制度保証の保証承諾及び保証債務残高が増加す 

るとともに、平残代位弁済率も改善されており、信用補完制度の安定した運営と持続性が、より一層図られたものと評価します。 

 

 

○ 役員や業務統括部門による金融機関本部への訪問、代位弁済率や期中管理残高比率が高い金融機関店舗への定期訪問、並びに保証制度 

協議委員会の開催及び金融機関説明会、案件相談会の実施等金融機関との連携強化を図ることにより、適正保証の取組みに関する金融機 

関の認識の深化に努められました。また、金融機関感謝制度においても表彰基準の事前周知と定期的な金融機関別数値の公表により、適 

正保証の取組みに関する認識と情報の共有にも努められており、適正保証推進に積極的に取組まれていると評価します。 

  

 

○ 各種研修の実施と研修内容のフィードバック、現地調査による中小企業者等との直接対話の機会の増加、関係機関との各種会議の実施 

とその情報の共有化等により、目利き審査能力の向上及び反社会的勢力の排除・不正利用防止に努められていることは評価します。昨今 

においては、金融機関には融資や保証に際し、財務面などの定量情報だけでなく、事業性の評価も求められていますので、保証協会にお 

いても金融機関と連携して多角的な視点で中小企業者等の実態把握に努められ、事業性評価を含めた目利き審査態勢の強化を図られるよ 

う期待します。 

 

 

○ 金融機関が創業の計画策定に関与し、融資実行後のフォローアップまで行う金融機関連携型創業関連保証の取扱いを開始するとともに、 

大阪産業創造館と共同で「OSAKA創業フェア 2016」を開催するなど、創業予定者や創業間もない中小企業者等の創業支援の推進・充実に 

取組まれたことは評価します。なお、平成 27年 10月に創業保証利用者向けに開始した創業または創業間もない中小企業者等に対する「創 

業フォローアップ事業」のより一層のフォローアップに取組まれることを期待します。 

 

 



○ 中小企業者等の経営改善をより一層促進するために新たに取組まれた「経営サポート事業」（経営診断、専門家派遣、経営改善計画策 

定支援）や昨年の実績を上回る経営サポート会議の実施等により中小企業者等のサポート体制の強化・再生支援の取組みの強化が図られ 

たものと評価します。金融円滑化法終了による中小企業者等を取り巻く環境の変化から、中小企業者等の経営改善支援や再生支援の重要 

性は高まることが予想されますので、今後もより一層経営改善支援や再生支援に取組まれることを期待します。 

 

 

○ 回収において、回収環境が悪化する中、期中管理部門との連携強化による迅速な着手と効果的な回収手段の選択、無担保求償権のサー 

ビサー委託による督促強化、旧大阪市信用保証協会システムのＯＲＢＩＴシステムへの移行の完了及び管理事務停止・求償権整理の促進 

により、回収の最大化・効率化に努められた結果、回収額が計画額を大きく上回ったことは評価します。引き続き、費用対効果を踏まえ 

た上で、サービサー委託対象の選定、法的措置、管理事務停止・求償権整理の推進を通して回収の最大化・効率化に努められるよう期待 

します。 

 

 

○ 協会 Webサイトのリニューアルをして創業・経営支援に関するページを充実させ、各種セミナーやフェアの情報を積極的に掲載するな 

ど広報の充実に努められました。また、新たな取組みとして協会主催でのビジネスフェアや創業フェアの実施、関係機関が行うビジネス

フェアへの出展、各種セミナーへの講師派遣などにより協会の認知度と信用保証制度への理解度の向上を図り、保証利用の促進に努めら

れているものと評価します。今後も「顔の見える協会」の実現に向け、中小企業者等の良きパートナーとして、より一層信頼される協会

となるよう取り組まれることを期待します。 

 



 

 

 

*1：求償権償却・求償権償却準備金 

代位弁済により取得した求償権は、一定の基準に基づき償却することが定められており、これを「求償権償却」といいます。 

「求償権償却準備金」は、保険金、損補金にて償却された残りの求償権を自己資金にて 5 年の間に償却しなければならないため、将来

の自己償却に備えて年度末の貸借対照表上の求償権（「帳簿求償権」）に対して、一定の割合で積立を行うものです。 

「求償権償却準備金」の経理処理については、洗い替え方式が採用されており、前年度に積立てた「求償権償却準備金」を「求償権償

却準備金戻入」として、経常外収入に計上し、当期の「求償権償却準備金」を「求償権償却準備金繰入」として、経常外支出に計上しま

す。 

 

*2：基金･基金準備金･収支差額変動準備金 

基本財産は、一般企業の「純資産の部」に該当するもので、信用保証協会が引き受けた保証債務の最終担保的な性格を有しており、

基金、基金準備金にて構成されています。 

基金は、一般企業の資本金、出資金に該当するもので、大阪府等からの出捐金（国からの基金補助金を含む。）と金融機関からの負

担金により組成されています。 

基金準備金は、過去の収支差額を積み立てたものであり、年度末決算時に、収支差額の余剰について、収支差額変動準備金繰入れ後

の差額を繰入します。 

収支差額変動準備金は、信用保証協会の収支が景気動向等により、大きく変動し、基本財産を毀損することがないよう設けられた準

備金で、対外信用力の維持･向上を図るために、収支差額のうち 50%を上限として、収支差額変動準備金に繰入れ、基本財産とは別に、

積み立てることが認められています。 

 

*3:提携保証 

提携保証は責任共有対象保証であり、金融機関が一定の与信基準を満たしていると判断した顧客層を対象とし、的確かつ簡易、迅速な

保証審査を行うことにより、低事故率保証を推進することをもって中小企業金融の円滑化に資することを目的としています。 

 

 

 



 

*4:責任共有制度 

信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企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ことを目的に、平成 19 年 10 月 1 日より、全国の信

用保証協会において、導入された保証の仕組みです。 

責任共有制度には、負担金方式と部分保証方式の 2つの方式があり、制度導入時に各金融機関がいずれの方式を採用するか選択して

います。 

負担金方式･････ 貸付金額の全額が信用保証協会の代位弁済の対象となり（100%保証）、代位弁済後に、金融機関が特約に基づき、

一定割合（20%）の負担金を信用保証協会に拠出する方式 

部分保証方式･･･ 貸付金額の一定割合（80%）を信用保証協会が信用保証し、残りの非保証部分（20%）については、金融機関の

プロパー債権となる方式 

大半の保証制度が責任共有制度の対象となりますが、セーフティネット保証や創業関連保証など、一部の保証制度については、責

任共有制度の対象外となっています。 

【イメージ】 

 負担金方式 部分保証方式 

保証時 

 

 

 

 

代位弁済時 

 

 

 

 

 

*5：保証協会サービサー（保証協会債権回収㈱） 

平成 13 年 1 月に全国すべての信用保証協会の共同出資により設立された債権回収専門会社で、信用保証協会の有する求償権、主に

無担保求償権の回収業務を受託しています。 

 

保証部分 100% 保証部分 80% 
非保証部分 

20％ 

信用保証協会からの代位弁済 

100% 
負担金 20％ 

信用保証協会からの代位弁済 

80% 

プロパー部分 

20％ 


