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地方銀行業界を中心に、金融機関のおこなうコンサルティング機能が注目を浴び
ている。当社は従来から、地域金融機関の地域密着型金融（リレーションシップ･バ
ンキング）の重要性を認識し、IT面を中心に支援ビジネスをおこなってきた。コンサ
ルティング機能の概念は地域密着型金融の延長線上にあり、その実践と位置付けら
れる。

本稿では、金融機関のコンサルティング機能を「コンサルティング・バンキング」
と称し、その内容や推進における課題等について論じている。

最後に、コンサルティング機能におけるソリューションの一例として、グローバ
ル化により海外進出する中小企業等の財務部門に対して、地域金融機関が提供でき
る金融ITソリューションであるGTMSの例を示す。
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特集：今、そこにあるグローバル化

ま　え　が　き

現在、地方銀行業界などを中心に、金融機関の
おこなうコンサルティング機能が注目を浴びて
いる。

当社では、従来から、地域金融機関の地域密着
型金融（リレーションシップ･バンキング）に注目
し、IT面を中心に構築支援などをビジネスとして
きたが、この金融機関のコンサルティング機能の
発揮という流れにより、今後、その意味合いは、
更に重視されると考えられる。本稿では、コンサ
ルティング機能を核とした新しい銀行のビジネス
の有り様を、「コンサルティング・バンキング」と
総称し、主にその内容を整理して、展開について
も論じている。

また、最後に、コンサルティング・バンキング
におけるソリューションの一例として、グローバ
ル化により海外進出する中小企業等の財務部門に
対して、地域金融機関が提供できる金融ITソリュー
ションであるGTMSの例を示す。

コンサルティング・バンキングとは

コンサルティング・バンキングとは、金融機関
のおこなうコンサルティング機能の発揮である。
本来的な意味での地域密着型金融（＝リレバン）と、
ほぼ同義と見てよいが、従来の金融機関から見た
リレバンとの捉え方の違いを強調するため、本稿
では、あえて「コンサルティング・バンキング」と
呼称している。

従来、コンサルティングとは、主に大手企業が
対象で、外資系コンサルティング会社を筆頭に、
会計系、総研系、また当社のようなIT系のコンサ
ルティング会社がおこなうビジネスであった。中
小企業向けには、中小専門のコンサル会社や、プ
ロコンと呼ばれる個人コンサルタント、中小企業
診断士、そして税理士のMAS業務などが存在した
が、特に地方では不十分であった。

それに対して、コンサルティング・バンキング
では、その実施の主体を地方銀行、信用金庫など
の金融機関と設定したところが、非常に目新しい
ところである。

中小企業の資金面に精通する銀行が、資金的な

支援に加えて、経営的な支援もおこなうことは、
中小企業にとっても理にかなっている。（なお、

「優越的地位の乱用」問題が有り得ることは留意が
必要である。）

コンサルティング・バンキングには、その根拠に
応じて、大きく2系統の流れがある。ひとつが金融
円滑化法であり、もうひとつは地域密着型金融（リ
レバン）である。本質は同一であるものの、その源
流に応じて、やや異なる内容も持っている（図-1）。

次章以降で、それぞれの概要について、簡単に
整理してみたい。

金融円滑化法における
コンサルティング・バンキング

金融円滑化法は、借入金の返済に困難が生じて
いる中小企業や個人に対して、金融機関が貸出条
件等の変更を検討することを本旨とする法律であ
る。2009年12月に施行され、当初は2011年3月末ま
での時限立法であったが、この2011年4月から1年
間延長されている。

金融円滑化法は、借入をしている企業（債務者）
にとっては、借入金の返済猶予という機能を果た
す。他方、金融機関にとっては、貸出金が予定通
り返済されない、場合によっては、金利も支払わ
れないというような状態を招く。まさに、薬であ
り毒でもある劇薬である。

しかしながら、いつまでも金融機関が返済猶予
している訳にはいかず、場合によっては、その間
にかえって中小企業の経営悪化が進行して、破綻
に至る可能性が高まるケースも出てくる。また、
事業の持続可能性が見込めない場合には、より早
い段階で処理することで、債務者を含む関係者の

図-1 コンサルティング・バンキングの源流
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利害を調整することも必要である。以下の新たな
監督指針は、それらをも念頭に置いて、作成され
ている模様である。

■ 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るため
の臨時措置に関する法律に基づく金融監督に関
する指針（コンサルティング機能の発揮にあたり
金融機関が果たすべき具体的な役割）」の公表に
ついて（2011.4.4）

金融円滑化法に基づく、コンサルティング・バ
ンキングは、企業再生という色彩が強い。つまり、
従来型の資金面を中心とした企業再生に加えて、
より経営的な視点から、企業を指導せよ、という
方向である。

実際、こちらの監督指針には、場合によっては、
企業の処理を念頭においた、従来よりもずいぶん
と踏み込んだ記述が見られる。

例えば、ソリューション（例）として、「事業の持
続可能性が見込まれない債務者」については、「債
務整理等を前提とした債務者の再起に向けた適切
な助言や債務者が自主廃業を選択する場合の取引
先対応等を含めた円滑な処理等への協力を含め、
債務者や関係者にとって真に望ましいソリュー
ションを適切に実施」すると、している。（1）、（2）

先行事例としては、広島市信用組合のバルクセー
ルを利用した対応が、よく知られている。

金融再生法の企業再生については、これ以上深
入りしない。

地域密着型金融における
コンサルティング・バンキング

それに対して、地域密着型金融に基づくコンサ
ルティング・バンキングは、いわゆる通常のコン
サルティング活動に近く、（経営再建中ではない）
通常の企業を対象とした金融機関によるコンサル
ティング機能の発揮である。

■ 「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」
の一部改正（案）に対するパブリックコメントの
結果等について（2011.5.16）

改正された監督指針では、具体的に以下のよう
な点が強調されている。

（1）地域金融機関には、資金供給者としての役割だ
けでなく、地域の中小企業等に対する経営支援
や地域経済の活性化への貢献を強く期待。

（2）地域金融機関は経営計画等で地域密着型金融の
推進をビジネスモデルの一つとして明確に位置
づけること。

（3）地域密着型金融を組織全体として継続的に推進
していくべきこと。

（4）そのため、経営陣が主導性を十分に発揮し、本
部による営業店支援、外部専門家や外部機関等
との連携、職員のモチベーションの向上に資す
る評価、専門的な人材の育成やノウハウの蓄積
といった推進態勢の整備・充実を図るべきこと。
以後は、こちらの、地域密着型金融をベースと

するコンサルティング・バンキングを念頭に、論
を進める。

コンサルティング・バンキング推進の問題点

一般的な地方銀行を想定して、コンサルティン
グ・バンキング推進の問題点（課題）を、挙げると、
例えば、以下のようなものがある。

（1）金融仲介型からコンサルティング・バンキング
型へのビジネスモデルの切り替え。

（2）金融機関の役職員の思考・行動パターンの変更。
（3）役職員のスキルの向上。
（4）ソリューションの品揃え。※

（5）システムの開発。
※ ITシステムなどのソリューションだけではなく、企業

の経営を改善・改革する各種のツールという意味での

ソリューション。

まず、「（1）ビジネスモデルの切り替え」である
が、これが最初のハードルである。従来から、地
域密着型金融を「やっている」という金融機関は多
いが、チェックリスト的な活動が主流であり、また、
その成果というと、疑問なしとしない。（3）、（4）、（5）

これは、引き続き金融仲介こそが銀行の主業で
あり、リレバンはそれに附随するイベントやコス
トである、といった認識で、ビジネスモデルの切
り替えである、ということが理解されていないた
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めではないか。監督指針で、明確に「資金供給者と
しての役割にとどまらず」とうたわれている通りで
ある。

次に、「（2）思考・行動パターンの変更」であるが、
特に、コンサルティング・バンキングでは、コン
サルティング機能を、組織的、継続的に発揮する
ことが具体的に要求されており、チェックリスト
的で対処療法的な方法では、対応が困難である。

役職員の全員が、新たなビジネスモデルに基づ
いて、金融機関全体でコンサルティング・バンキ
ングを推進することが不可欠であり、思考レベル
はもちろんのこと、具体的な行動レベルでの変化
が必要となろう。
「（3）役職員のスキルの向上」は、一方で「組織的」

で「継続的」な推進のための鍵であり、他方、高度
なスキルを持つ専門家を組織的に育成し、外部専
門家と連携するという二面を持っている。
「（4）ソリューションの品揃え」と「（5）システム

の開発」は、目的達成の手段として、資源配分や投
資の観点から、いろいろな判断や意思決定が必要
な重大事である。

コンサルティング・バンキングの成熟度

当社は、コンサルティング・バンキングは、あ
る段階を踏んで進化すると考えており、それは例
えば、図-2のような成熟度モデルで表すことがで
きる。

先述したように、最も難しいのが、ビジネスモ
デルの変更を含む、ファースト･ステップである。
単にコンセプトを理解するだけではなく、行動レ
ベルまで変えることが求められ、金融機関にとっ
ては、ある種のアン･ラーニングが必要になろう。

成熟度が高まるにつれ、ソリューションの導入
や高度化が必要になり、また、外部専門家や外部

ソリューションの利用など、金融機関外部の資源
を使いこなす視点も求められるが、それは土台で
あるビジネスモデルの変更ができてこそである。

「組織的」かつ「継続的」にコンサルティング・バン
キングをおこなうには、基本が重要であることを
強調したい。

当社では、地域密着型金融における第一人者で
ある多胡先生や、ご盟友である八代先生と、地域
金融機関に対するこの分野のご支援をおこなって
いる。

また、ソリューションの充実についても、必ず
しも、内部ですべて調達する必要もない。例えば、
次章に述べるGTMSである。

グローパル化を推進する中小企業が必要とする
金融ITソリューション例：GTMS

新興国の経済発展、国内の需要減、円高、電力
逼迫や税金等のコスト高などにより、企業の海外
移転は今後も継続的に増加する。グローバル化の
状況は、地方においても変わらず、また中小企業
にも波及している。

海外進出企業、特に財務管理の人的資源に限界
のある中小企業には、金融機関に対する期待も大
きい。

金融機関は従来から、例えば、①CMS（Cash 
Management System、キャッシュ・マネジメント・
システム）、②外為サービス等を提供して来た。そ
れらを進出先の海外でも、また、より多彩な対象
に対して提供するようなニーズが出てきている。

具体的には、預金口座管理（キャッシュ・マネジ
メント）と外国為替に加え、売上や仕入に伴う売掛
金や買掛金、その他の金融資産等も統合的に管理
すること。必要に応じて、それらを集約・分散し、
生じるリスクのマネジメントもグローバルに、あ
たかも国内で管理しているように行うこと、等で
ある。

上記のような、新たなニーズに対応するソリュー
シ ョ ン は、 一 般 的 に「GTMS（Global Treasury 
Management System、グローバル・トレジャリー・
マネジメント･システム）」と呼ばれている。

コンサルティング・バンキングの支援ソリュー
ションとして、例えばこのGTMSが上げられよう。図-2 コンサルティング・バンキングの成熟度モデル
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これは、金融機関の得意とする「カネ」のガバナン
スの一部であり、従来のCMS等の、①海外への（グ
ローバル）、また②対象等の拡大（トレジャリー）と
いう意味での拡張である（図-3）。

ITベンダー等は、このようなニーズに応える
GTMSソリューションを地域金融機関経由で企業
向けにご提供するビジネスを検討している。

外部の金融ITソリューションを利用することに
より、地方銀行等が大きなシステム投資等を伴う
ことなく、企業の経営改革に直結する有力ソリュー
ションを提供するような手段も、各種整備されつ
つある、という一例である。

む　　す　　び

地域金融機関、特に地方銀行において、コンサ
ルティング・バンキングは、喫緊かつ重要な課題
である。

当社は、コンサルティング・バンキング及び地
域密着型金融に関して、地域金融機関をご支援す
るコンサルティングを提供していく。合わせて、

富士通グループとして、GTMSなどの金融ITソ
リューションも、企画・提供してまいりたい。

なお、本稿を記するにあたり、アビームコンサ
ルティングの多胡秀人先生には、大変いろいろと
ご指導頂いた。ありがとうございました。
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図-3 海外進出する中小企業とGTMS（例）
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