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－－知知的的資資産産経経営営のの中中小小企企業業へへのの活活用用－－  

 
近畿会 百々季仁 

 
１．チェックリスト作成の経緯 
（１）共同研究会について 

日本公認会計士協会近畿会と大阪商工会議所「経済産業部」が共同で経済産業省

の「知的資産経営の開示ガイドライン」と金融庁「リレーションシップ・バンキング」の実践

を通じ、関西地域経済の活性化に寄与することを目的として、平成 17 年 12 月に「中小

企業の資金調達研究会（以下、資金調達研究会という）」を設置しました。 
資金調達研究会では以下の活動を実施し、最終的に非財務情報の評価チェックリ

ストを作成するに至っております。 
ア）アンケート調査の実施 

     大阪商工会議所の会員企業向け （837 社：回答 148 社） 

     金融機関向け（90 行：回答 57 人） 

 
イ）セミナーの実施 

  第 1 回 平成 18 年 2 月   テーマ  「知的資産と融資」 

     第 2 回 平成 18 年 2 月   テーマ  「CSR（企業の社会的責任）と融資」 

     第 3 回 平成 18 年 4 月   テーマ  「企業評価のための非財務情報の活用方法」 

 
ウ）評価チェックリストの公表 

    プレスリリースと同時にホームページに公開（無料ダウンロード可能） 

  （https:www.jicpa-knk.ne.jp/download07.htm1） 

 
 
２．アンケート調査の結果 
① 金融機関向 

金融機関向けに実施したアンケート結果は以下のとおりです。 
 



 
上記１、２及び３のアンケート結果から、金融機関は、中小企業向け融資に非常に積極

的に取り組んでいるものの、決算書の信頼性が薄かったり、開示情報が少なく、非財務

情報（決算上で現れない会社の力）の評価が困難であったりするという問題点があると

いうことが分かります。 
また、実際に金融機関は積極的に非財務情報の取り組みを始めているがその手法が確

立しきれていないため、決算書を補助するための情報として活用するにとどまっている

ことが分かります。 
 
② 中小企業向 

1 中小企業向け融資への取り組み
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中小企業向けのアンケート結果は、以下のとおりです。 
 

 
以上から、中小企業は当然のことながら、金融機関から資金調達を今後も円滑に行いた

いと考えているが、依然として決算書を提出することによって会社の説明を行うことが

主体となっており、事業戦略や会社の魅力を証拠を示しながら会社の将来性を説明して

いく状態になっていないことが分かります。ただし、中小企業の希望としては、従来の

融資制度のみならず、知的財産を担保とした融資制度や企業の成長力を担保にした融資

制度も望んでいると言えます。 

1 昨年1年間の資金調達の実施状況
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2 資金調達時の交渉
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3 今後利用したい融資制度
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③ 両者のギャップ 

  
上表は、（１）から（９）が財務情報で（10）から下が非財務情報となっています。こ

れを見ますと金融機関は主として財務情報を重視しており、中小企業側は、非財務情報

を主として重視していることが分かります（金融機関が重視する項目「金融機関の回答」

と中小企業が重視する項目「中小企業の回答」を見てください）。 
しかしながら、お互いがどのような項目を重視しているかを集計したところ金融機関は

「中小企業は非財務情報を重視して欲しがっている」と感じており、中小企業は「金融

機関は財務情報を重視している」と認識していることがわかります（金融機関が重視す

る項目「中小企業の回答」と中小企業が重視する項目「金融機関の回答」を見てくださ

い）。 
 
このように金融機関は中小企業が「非財務情報」を重視して欲しいことを認識しており、

かつ、非財務情報を評価したいと考えているにもかかわらずそのような融資制度が根付

かないのは、非財務情報の評価方法が確立しておらず、金融機関内の審査が実施しにく

いというのが現実だと考えられます（一部の金融機関では非財務情報の評価に取り組ん

(1) 22.8% (13) ③ 45.3% (67) 3.5% (2) 5.4% (8)
(2) 14.0% (8) ④ 25.0% (37) 5.3% (3) 4.1% (6)
(3) 24.6% (14) ② 46.0% (68) 0.0% (0) 6.8% (10)
(4) 3.5% (2) 21.0% (31) 7.0% (4) 4.7% (7)
(5) ③ 47.4% (27) ① 68.2% (101) 8.8% (5) ④ 23.7% (35)
(6) ⑤ 26.3% (15) 35.1% (52) 8.8% (5) 11.5% (17)
(7) ⑤ 26.3% (15) 14.9% (22) 7.0% (4) 6.1% (9)
(8) 22.8% (13) 21.6% (32) 12.3% (7) 4.1% (6)
(9) ① 80.7% (46) ⑤ 22.3% (33) ④ 33.3% (19) 12.2% (18)
(10) ② 52.6% (30) 16.2% (24) 29.8% (17) ② 37.2% (55)
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でいるところもあるようですが本格的に融資制度自体にはなかなか結びついていないよ

うです）。 
 
３．今後の企業評価方法 
 このような現実を踏まえ、資金調達研究会では、非財務情報の評価の一助となるべく

「非財務情報（知的資産）の評価チェックリスト」を作成しております。 
 
（１）チェックリスト利用上の留意点 
 ①相対評価であること 
  チェックリストでは、質問に答えていく総合評点とキャッシュ・フロー評点が算出

されるようになっていますが、点数そのものにはそれほど意味があるものとは考えて

おりません。時系列評価や同業他社との比較評価等を行えばある程度意味のあるもの

にはなるかもしれませんが、チェックリストを行う者によって評価尺度が違うと考え

られるので、基本的に点数そのものに意味はないものと考えております。 
 
 ②コミュニケーションツールとして利用していただくこと 
  上述しましたとおり、点数そのものにそれほど意味はないのですが、中小企業がチ

ェックリストに回答したものと金融機関が回答したものの点数及びその中身の相違を

比較し、両者がそれを土台に会社の将来性について話し合い、会社の知的資産の価値

について理解しあった上で、融資の実行につながることを期待しております。 
 
（２）特徴 
 ①簡易化 
  経済産業省から公表されている「知的資産経営のガイドライン（以下、ガイドライ

ンと言う）」は分量も多く、内容もかなり難しいものになっています。そこで資金調達

研究会ではガイドラインの趣旨は、踏襲しつつ金融機関及び中小企業に気軽に利用し

てもらえるよう、質問の内容や表現方法が簡易なものになるようにしました。 
 
 ②網羅性 
  深く一定の項目を追求するのではなく、満遍なく企業の状況が把握できるように作

成しております。 
 
 ③キャッシュ･フローに着目 
  中小企業の知的資産のなかでもキャッシュ・フロー獲得につながるものとそうでな

いものとがあると考えられるため、総合評点のほかにキャッシュ・フロー評点も表示

されるようにしております。 



  
（３）内容 
  チェックリストの項目は以下のようになっていますが、各項目の中身については紙

面の関係上、紹介できませんので公認会計士協会近畿会のホームページをご参照下さ

い（https:www.jicpa-knk.ne.jp/download07.htm1） 
 
① 経営スタンス・リーダーシップ 
② 選択と集中 
③ 交渉力・リレーション 
④ 知識・イノベーション・スピード 
⑤ チームワーク・組織知・リスク管理・ガバナンス 

 
  上記項目は、基本的には経済産業省から公表されております、「知的資産経営のガイ

ドライン」を参考にしておりますが、アンケート結果により金融機関及び中小企業が

あまり重視していない項目（チームワーク・組織知・リスク管理・ガバナンス等）は、

チェック項目数も限定し一纏めにしております。 
  

 以上 


