
はじめに 

かつて、金融機関不倒神話が語られた我が国は、平成 3(1991)年から同 14(2002)年

にかけて、合計 180 にのぼる金融機関の破綻を経験した。とりわけその破綻は平成

8(1996)年 6 月から同 14(2002)年 3 月迄の間（いわゆるペイオフ凍結時代)に集中し、

合計 164 件を数えるなど未曾有の事態となった。このような状況は、破綻金融機関の

数のみを見れば、米国の 1980 年代後半から 1990 年代初めの金融危機に比べ少ないも

のの、例えば金融機関全体の収益状況の落ち込みあるいは金融機関数減少度合い等に

おいてはかえって米国の上記事例を上回る深刻さが認められるのであり、その実質的

な規模や内外に及ぼした影響(インパクト)、処理コスト等を総合すると、我が国にお

いては、まさに平成金融危機と呼んで差し支えないと考えられる。 

このことは、預金保険制度の運用主体として昭和 46(1971)年に設立された預金保険

機構(以下、当機構ともいう)をも直撃し、当機構は、その破綻処理等の実務を担う主

要な当事者として、この平成金融危機に直接向きあい、対応することとなった。当機

構は預金(者)等の保護と金融システムの維持・再生を図るため、関係当局の指導・支

援を受けつつ、事態に即応して組織の拡充と業務の拡大を図り、また前例も乏しい破

綻処理等の作業が適正・迅速に実行されるよう組織を挙げてこれに対応し、平成金融

危機の克服に向け取組んだのである。そして当機構は、この危機対応を通じて、主要

国の中では、近時の金融機関破綻処理等について一際豊富な実務経験と実証データを

有することにもなった。 

幸い、平成 14(2002)年度以降は、これらの危機状況も沈静化の傾向を示し出し(破

綻は 1 件のみ)、平成 17(2005)年 4 月のいわゆるペイオフ解禁の全面実施も予定通り

実施され、現在に至っている。 

さて本研究は、当機構内に設けられた平成金融危機への対応研究会（同危機中、当

機構理事長の職にあったこと等から座長を委嘱された私と下記のメンバー１で構成）

が、平成 16(2004)年 7 月から同 17(2005)年 5 月にかけて行った整理、調査、分析等

の作業の集大成である。 

本研究会では、平成金融危機が治まり、かつ関係者の記憶・経験も新鮮で関係資料

の利用も比較的容易であるこの時期を捉えて、同危機への対応を実務上の観点からで

きるだけ具体的に見直し、先ずは事実関係を整理してこの時点での分析を行ない、他

日に備えるべきであるとの問題意識から整理・検討が行なわれた。 

特に、本研究では、当機構の性格等にかんがみ、上記 180 の破綻金融機関の一つ一

つについて、例えば破綻に至る経緯、破綻処理の方式など、その個々別の事実関係を

精査して整理した上、それらの金融機関が破綻に至った要因及び破綻処理プロセス等

を実証的に分析・検証することに重点をおいた。また、破綻処理にまつわる関連法の

変遷と処理手法の進化、破綻処理財源と当機構の財務措置、破綻金融機関等の関与者



に対する責任追及等についても研究のテーマとした。 

なお、既に、これら多数の金融機関が破綻した背景、原因については、監督政策、

監督体制の考察も含めたマクロ的な分析が数多く出されている。また、当時の大蔵省、

日本銀行の当局者による優れた分析（西村（1999、2003）、佐藤（2003)、Nakaso（2001）

等）も公表されている。しかし、本研究のように、個々の破綻金融機関について何が

破綻の主要な原因であったのか、共通の要因は無かったのか、破綻処理プロセスにお

いてどのような実務上の課題に直面したのか等といったミクロからのアプローチは、

破綻時の断片的な報道を別とすれば、ほとんど行なわれていない。因みに、昭和恐慌

期に破綻した金融機関の概要については、日本銀行調査局による調査・分析が 1969

年に編集・発表されている。米国においても、1980 年代後半から 1990 年代初めに破

綻した貯蓄金融機関および銀行について、破綻の要因および破綻処理方式等について、

連邦預金保険公社（FDIC)が、“History of the Eighties”、”Managing the Crisis”

と題する大部のレポートを公表している。 

本研究はこうした内外の成果をも念頭におきつつ、我が国金融機関破綻の現代史を

整理する一つの試みである。金融機関破綻処理制度のあり方等が今後議論される際に、

本研究が何らかの参考となり、あるいは素材として活用いただけたらと期待している。 

また、時間的制約や本研究開始時点で当該業務が進行中であったこと等の理由から、

当機構の重要な業務でありかつ平成金融危機対応上有効な役割を果たした業務であ

る、例えば整理回収機構等との連携による不良債権の整理・回収、企業再生、健全行

からの不良債権買取、あるいは資本注入等の各業務については、今回の研究テーマに

含めることができなかった。それらは他日の研究を待つことになろう。 

本研究は、上記の経緯のとおり、現時点における調査分析の結果である。本研究会

としては、今後、御指摘、御叱正を受け、より完成度の高いものにする機会があれば

と願っている。 

最後に、本研究のうち意見に亘る部分は、私はじめ本研究会メンバーの個人的見解

であり、預金保険機構としての公式見解ではないことを申し添えたい。 

  2005 年 9 月 

平成金融危機への対応研究会・座長 松田 昇 

(前・預金保険機構理事長) 
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や意見にわたる部分は筆者ら個々人に属し、預金保険機構の公式の見解等を示

すものではありません。 
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（本稿全体にかかる技術的注） 

本稿中の破綻日とは、平成 8 年 6 月に全額保護に移行するまでの 16 先の破綻事例では、原則と

して監督当局が金融機関の破綻、若しくは破綻処理スキームを公表した日とした。初期の案件で

は、監督当局以外による公表の場合がある。その場合、当局が関与した処理スキームを当事者が

公表した場合にはその日を破綻日として採用したが、当局の公表に先行するマスコミ等の報道等

は基準としていない。平成 8 年 6 月に全額保護に移行してからの破綻事例では、金融庁が用いて

いる破綻公表日（金融庁 HP 広報コーナー第 20 号参考資料<平成 14 年 4 月 1 日>参照）に倣った。 

破綻金融機関の財務データは、他の記述がない場合、破綻日直前の公表決算値を用いた。破綻

日直近の決算が公表されていない場合は、それ以前の最も新しい公表決算の数値を用いた。 

本稿中の破綻金融機関 180 先とは、特定合併によりなみはや銀行を新設した福徳銀行となにわ

銀行を含み、平成 15 年に破綻した足利銀行は含んでいない。預金保険機構による資金援助案件は

現時点までに 180 件あり、資金援助の実施順に通し番号（整理番号）が 180 まで振られている。

この中で、長銀と日債銀については、資金援助を 2 回に分けて行ったため複数の番号が付されて

いるが、番号に言及する必要がある場合には初出の番号を利用した。なお、こうしたダブルカウ

ントがあるにもかかわらず、資金援助案件数と破綻金融機関数がともに 180 であるのは、一つの

資金援助案件で、複数の破綻金融機関を処理した上記福徳・なにわのケースと、東京共同銀行を

設立して処理した東京協和・安全信用組合のケースがあるためである。 

本稿中、金融機関名の後にカッコ内で付した番号は、参照の便に供するため、上記の整理番号

を付したものである。 
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金融機関破綻に関する定量分析 

 

 

平成3年に破綻した東邦相互銀行の処理において預金保険機構初の資金援助（低利融資）を実施

して以来、預金保険機構はこれまで180の破綻金融機関に対して資金援助を実施してきた。ここで

は、その過去の事例を全て精査しなおして、破綻原因を区分し、どの様な傾向が見られるかを分

析してみた。同様の試みは、米国の80年代から90年代にかけての金融危機に関し、米国通貨監督

庁（OCC）によりなされたことがあるが、我が国の今次金融危機について網羅的に実施された例

はほとんどないものと思われる。預金保険機構は、監督機関ではない上、機構に破綻処理案件が

持ち込まれるのはいわば破綻後であるため、破綻の原因特定には限界があるが、今次金融危機に

おける破綻の大宗が、バブル崩壊後の局面に重なったこともあり、不動産・建設・ノンバンクと

いういわゆるバブル３業種への与信集中を原因としていたなどの、興味深い分析結果が導けた。 

次いで、破綻金融機関の毀損度がどれだけであったかを、資金援助額と総負債額の比率を損失

率と定義した上で分析を行なった。金融機関の資産がどれだけ毀損したかという観点からは、総

資産を分母とした比率を利用することも考えられるが、預金保険の対象が預金等であるため、総

負債を分母とした比率を利用することとした。なお、利用した計数は全て公表計数であり、民間

研究者の中でも同様の分析がこれまで行なわれたことがある。 

 

目  次 

 

１．破綻原因の分析 

（１）破綻原因の定義 

（２）破綻原因区分を用いた破綻原因割合の分析 

（３）地域、時期、資産規模、業態別による破綻分布分析 

（４）破綻原因別にみた財務面の特徴 

（５）同地域、健全行との比較（ケーススタディ） 

 

２．損失率の分析 

（１）分析の目的と手法 

（２）規模・業態・地域別等で見た損失率 

（３）破綻原因と損失率の関係 

（４）破綻処理期間と損失率の関係 

（５）破綻処理手法と損失率の関係 
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１．破綻原因の分析 

（１）破綻原因の定義 

預金保険機構が資金援助を行った180の破綻金融機関について、当機構運営委員会資料や財務

諸表を利用して可能な限り客観的な基準をもとに破綻の原因毎に分類し、破綻原因の分布等の特

徴を分析してみた。 

預金保険法には金融機関の破綻を預金の払戻し停止およびそのおそれ、ないしは債務超過など

と規定しているが、さらにその根本的な遠因としての金融機関の破綻原因を大別すれば、資産の

毀損により資本が枯渇するか、資産の毀損を経ることなく大幅な損失を被り資本が枯渇するか、

資本は枯渇しない中資金繰りがつかなくなるか、の3種類になる。 

当分析では、資産の毀損を①貸出債権の不良化と②有価証券投資の失敗とに区分し、さらにバ

ブルの発生とその崩壊を踏まえ、①A．不動産関連業種への与信集中を原因とするもの、①B．そ

の他業種への与信集中を原因とするもの、①C．景気低迷を原因とするものに細分化した。また、

資産の毀損を経ることなく大幅な損失を被り資本が枯渇するものとして、③不正・不祥事件によ

る破綻を区分した。なお、資金繰り破綻と認定された事例もあるが、いずれも事後的には債務超

過であったため、当分析では、資産超過ながらも資金繰りがつかなくなり破綻したと分類した事

例はなかった。 

破綻原因区分とは別に、経営者に特に問題がある事例については（X)印を付して分析に利用し

た。また、当分析では直接利用しなかったが、②有価証券投資等の失敗のうち、高利回り・損失

先送り商品投資の失敗は、投機性が高いあるいは損失の先送りを図ったという意味で単なる有価

証券投資等の失敗と異なっており＋記号を付した。 

 

なお、破綻原因とは異なるものの、特記すべき特徴のある事例は以下のとおり。 

(a) 破綻金融機関を救済した後に破綻した事例 みどり銀行(50)、京都みやこ信金(84)、なみは

や銀行(88)、わかば信金(90)、東京食品信組(157)など。 

(b) 再建計画を支援していた金融機関の破綻により当該再建計画が頓挫し破綻した事例 山陽

信組(12)、けんみん大和信組(13)（いずれも再建計画を支援していた兵庫銀行の破綻による）。 

(c) 資金繰りが困難となった事例 北海道拓殖銀行(31)、德陽シティ銀行(32)、日本長期信用銀

行(59)、国民銀行(79)、新潟中央銀行(94)、大分商銀信組(169)、中部銀行(179)など。 

 

債務超過 資産毀損によるもの 

大幅損失によるもの

貸出債権の不良化(①A. ①B. ①C.) 

有価証券投資等の失敗 (②) 

資産超過 資金繰り破綻（該当なし）  

不正・不祥事件 (③) 
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図表 1 破綻原因区分の内容と基準 

破綻原因 基準 備考 

①貸出債権の不良化 貸出債権の償却･引当の影響が大きく

破綻に至ったものを区分 

信用リスクが顕現化したもの 

 

①A.不動産関連業

種への与信集中 

不動産/建設/金融･保険＊向け貸出の

総貸出に対する比率(貸出比率)が30%

以上(原則破綻直前期の数値とする

が､破綻後の資料しかない場合には破

綻後の数値を用いる)のものを区分 

金融機関が提出する決算速報等の業種

分類に従うこととする 

(他業態が副業で不動産業を営むこと

などは考慮しない) 

①B.その他業種へ

の与信集中 

原則、上記以外の特定業種への貸出比

率が25%以上のものを区分 

ただし  

・25%以上の場合でも、職域組合･業域

組合の場合、地場のほぼ唯一の産業

の場合には区分しない  

・25%未満の場合でも、資金援助申込

書等の記載より特定先/一部業種へ

の集中が破綻の原因と判断できる

ものは区分 

[25%以上でも区分しない例] 

業域組合：足立綜合信組(74)､神奈川県青

果信組(123)､せいか信組(125)､東京食品

信組(157)､石川たばこ信組(162)､暁信組

(170､昭和44年3月の地域組合へ変更後

も業域組合の特徴が残存) 

地場：釜石信金(3)､輪島信組(113) 

[25%未満でも区分する例 ]…千歳信組

(67)､国民銀行(79)、永代信組(171) 

  

①C.景気低迷等 

(与信集中以外で 

の貸出債権不良化) 

貸出債権の不良化が破綻の原因であるが､上記、与信集中基準に当てはまらな

いものを区分（地域経済の低迷など） 

②有価証券投資等の

失敗 

有価証券･金融派生商品の処理損･評

価損により破綻に至ったものを区分 

市場リスクが顕現化したもの 

マイカル債等のクレジットもの債券の

失敗も含む 

 ②＋高利回り･損

失先送り商品

投資の失敗 

有価証券･金融派生商品のうち､高利

回り追求(プリンストン債､アジア債､

リンク債)､損失先送りを意図して保

有した商品の処理損･評価損により破

綻に至ったものを区分 

不良債権の隠蔽の場合は､貸出債権の

不良化にも区分される 

[損失先送り商品投資を行った先]…高島

信組(53)､三重県信組(72)､北兵庫信組

(83)､道央信組(98)､小樽商工信組(117) 

[アジア債投資を行った先]…岡山市民信

金(87) 

[ﾌﾟﾘﾝｽﾄﾝ債投資を行った先]…北兵庫信組

(83)､振興信組(95)､瑞浪商工信組(100) 

③不正･不祥事件 経営者あるいは従業員の不祥事等に

より多大な損害を被り､経営が立ち行

かなくなり破綻に至ったものを区分 

事務リスク等が顕現化したもの 

東洋信金(2)､北九州信組(18)､逓信信組

(25)､相模原信組(49)､日南信金(92)､不動

信組(112)､三重商銀信組(115)､小川信組

(142)､秋田県中央信組(160) 

(X)特に経営に欠陥の

ある場合 

経営トップの責任追及が行われたも

の又は経営トップへの牽制が働きに

くくなる要因がみられるものを区分 

ただし、同基準を満たさずとも、資金

援助申込書等の記載から経営者責任

が大きいと判断されるものを区分 

破綻時の経営トップに限らず破綻原因

を作ったトップを対象とする 

[基準を満たさない場合で経営者責任が

大きいと判断した先]…岐阜商銀信組

(5)､太平洋銀行(11) 

＊ 金融・保険向け貸出はノンバンク向け貸出の代替値として利用。 
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（２）破綻原因区分を用いた破綻原因割合の分析 

180の全破綻金融機関一つ一つについて破綻原因区分を基に分類した結果をまとめてみると（図

表2）、全体の9割（165先）が貸出債権の不良化を破綻原因としており、同要因が破綻原因の中で

圧倒的な割合を占めている。 

また、有価証券投資等失敗で破綻した先は全体の4分の1、不正、不祥事件で破綻した先は全体

の5%となっている。因みに「景気低迷等」から貸出債権が不良化したことを原因に破綻した金融

機関は全体の3割に満たず、全体の約7割の先は、与信の集中リスク、有価証券投資リスクの管理

等に問題があったことがわかる。 

次に、全体の7割弱の117先は「経営に欠陥あり」と区分されたが、これらの先にだけ注目し破

綻原因区分の分布をみると、全体での破綻原因区分の分布と比べ、①「その他業種への与信集中」

を破綻原因としている先の割合が高いこと、②「有価証券投資等の失敗」を破綻原因としている

先の割合が少ないこと、が目立つ。その背景としては、与信集中による貸出債権不良化は経営者

が能動的に関わっていたなどの事情が影響しているものとみられる。 

図表 2 破綻原因区分の状況 

先数 割合 先数 割合

貸出債権の不良化① 165 91.7% 109 93.2% 

83 46.1% 54 46.2% 

47 26.1% 40 34.2% 

(14) (7.8%) (13) (11.1%)

49 27.2% 28 23.9% 

有価証券投資等の失敗 ② 50 27.8% 23 19.7% 

8 4.4% 5 4.3% 

不正・不祥事件 ③ 9 5.0% 4 3.4% 

①かつ② 37 20.6% 16 13.7% 

①かつ③ 5 2.8% 3 2.6% 

②かつ③ 4 2.2% 1 0.9% 

①かつ②かつ③ 2 1.1% 1 0.9% 

　　(①A及び①B）

破綻原因区分

その他業種への与信集中 ①B.

景気低迷等 ①C.

(高利回り・損失先送り②＋)

全体(180先）

経営に欠陥あり
(117先、 65.0%）

不動産関連業種への与信集中 ①A.
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（３）地域、時期、資産規模、業態別による破綻の分布分析 

① 地域別 

破綻金融機関を本店所在地で分類し破綻原因区分の分布をみてみると（図表3)、大都市圏（首

都圏、大阪圏、地方中核都市）1では、「有価証券投資等の失敗｣を破綻原因とする先の割合がそ

の他地域と比べて低くなっていることが特徴的である。 

これは、その他地域においては、資金需要が相対的に少なく、預貸率が低迷しがちで、その

結果預証率が高くなりやすいといった事情が影響しているものと思われる。 

図表 3 大都市圏とその他地域の比較 

 
 
 
 
 
 
 
 

次に貸出債権の不良化を破綻原因とする先の内訳を大都市圏とその他地域に分けてみてみる

と、（図表4）、大都市圏では、「不動産関連業種への与信集中」を破綻原因としている先の割合

が高く、逆に、「景気低迷等」を破綻原因とする先の割合が低くなっているのが特徴的である。

これは、大都市圏では不動産バブルの度合いが相対的に大きかったことが影響しているものと

考えられる。 

図表 4 大都市圏とその他地域の比較（貸出債権不良化の内訳） 

0%

20%

40%

60%

80%

大都市圏 その他地域

不動産関連業種への与信集中

その他業種への与信集中

景気低迷等

 

                                                  
1  大都市圏は首都圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）、大阪圏（大阪府、京都府、兵庫県）及び地方中核

都市（首都圏大阪圏以外の政令指定都市である札幌市、仙台市、名古屋市、広島市、北九州市、福岡市の 6 市）

からなる。 

その他地域（75先）
88.0%

42.7%

6.7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

貸出債権の
不良化

有価証券投資
等の失敗

不正・
不祥事件

  大都市圏（105先）94.3%

17.1%

3.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

貸出債権
の不良化

有価証券投資
等の失敗

不正・
不祥事件
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② 時期別 

破綻年度毎に破綻原因区分の分布をみてみると（図表5)、「有価証券投資等の失敗」を破綻原

因とする金融機関の割合が平成12年度から増勢に転じ平成13年度には6割にまで達したことが

特徴的である。 

これは、金融商品に係る会計基準の制定・実施により、時価会計に対応したリスク管理が不

十分な中で、その他有価証券の時価評価が行われたことや12年度入り後、株価が再び下げ基調

に転じたこと等が影響しているものと思われる。 

 

図表 5 破綻原因割合の推移 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成7まで 平成8 平成9 平成10 平成11 平成12 平成13 (年度)

貸出債権の不良化

有価証券投資等の失敗

不正・不祥事件

 
 

次に、「貸出債権の不良化」の内訳をみてみると（図表6）、平成10年度までは「不動産関連業

種への与信集中」を破綻原因とする先の割合が最も高かったが、平成11年度は「その他業種へ

の与信集中」2、平成12年度以降は「景気低迷等」を破綻原因とする先の割合が最も高くなって

いる。 

これは、平成10年度まではバブル崩壊の影響が中心であったが、徐々に長期景気低迷の影響

が出てきて、相対的に大きくなってきたことを示しているものと理解できる。 

図表 6 破綻原因割合の推移（貸出債権不良化の内訳) 

0%

20%

40%

60%

80%

平成7まで 平成8,9 平成10 平成11 平成12 平成13 (年度)

不動産関連業種への与信集中

その他業種への与信集中

景気低迷等

 

                                                  
2  平成 11 年度は、その他業種への与信集中がみられた朝銀・商銀が多く破綻した（その他業種への与信集中に

よる破綻 21 先中 14 先）。 
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（参 考） 

ここまで見てきたように金融機関の破綻には、地価や全体経済の動きが少なからず影響して

いたとみられることから、この間の実態経済、金融為替環境について簡単に触れておくことと

する。 

日銀短観からバブル後の景況感の推移をみると、平成5～6年度を底に一時は持ち直しに転じ

た業況判断DIは、9年度から再び後退局面に転じ、11年度以降に持ち直しの兆しはあるが明確な

景況感の回復はみられていない。 

地価動向をみると、六大都市の地価の下落スピードは平成4～6年度をボトムに7年度から下げ

足を弱めたが、9年度以降も前年比1割程度の下落率で推移した。 

 

図表 7 日銀短観（業況判断 D.I）の推移 

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

H1.3 H2.3 H3.3 H4.3 H5.3 H6.3 H7.3 H8.3 H9.3 H10.3 H11.3 H12.3 H13.3 H14.3 H15.3 H16.3

製造業 非製造業

 
（資料） 日本銀行   

 

図表 8 地価の推移 

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

H1.3 H2.3 H3.3 H4.3 H5.3 H6.3 H7.3 H8.3 H9.3 H10.3 H11.3 H12.3 H13.3 H14.3 H15.3 H16.3

六大都市
商業

その他都市
商業

対前年度(前年
同期比)

 
（資料） （財）日本不動産研究所「市街地価格指数」 
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次に金融為替環境をみると、日経平均株価はバブル崩壊による下落後、2万円付近で推移し、

東京協和・安全の2信組問題以降の平成7年にボトムを付け一時的に回復したが、平成8年度から

10年度にかけ再下落した。その後ＩＴバブルの影響もあり11年度末にかけて急回復を示したが、

12年度以降は一転、下落傾向入りし14年度に1万円を割り込むまでに至った。また、円ドル相場

は、7年度から10年度初にかけて円安傾向に大幅に触れた後、10～11年度は円高傾向となり、そ

の後は再び円安傾向となっている。円高局面では、外債・外株投資は為替差損を被るが、10～11

年度にこれで損失を被り、国内株の好調を見て投資先を国内株に変更した先は、12年度以降の国

内株大幅下落局面でも損失を被った可能性がある。この間、長期金利は平成10年度の一時期を除

き、長期低下傾向にあり、概してみれば国債保有により損失を被る状況でなかったことがわかる。 

以上、実体経済や地価、金融為替環境の動向を概観してみたが、バブルの崩壊により、株価、

地価ともに全般的に下落傾向を示しつつも、その進行には差が窺われ、これに、景気一般動向の

動きも加わった結果、様々な要因が金融機関経営にマイナス要因として波状的に影響を与えてき

たということがいえると思われる。 

 

図表 9 有価証券等の価格と破綻金融機関数、制度の変遷の推移 

0

5,000

10,000

15,000
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平成1.3 平成2.3 平成3.3 平成4.3 平成5.3 平成6.3 平成7.3 平成8.3 平成9.3 平成10.3 平成11.3 平成12.3 平成13.3 平成14.3 平成15.3

0

2

4

6

8
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14

16

(注:月次終値ベース)

縦棒は破綻金融機関数(右目盛)

12/31 38,915.87

4/12 20,833.21

H10.5 25件 H11.5 18件 H13.11 17件

13.4その他有証時価評価10.4早期是正措置

日経平均（左目盛）

円/ドル(右目盛×10）

3/31　11,024.94

国債10年(右目盛,%)
10/9 12,879．97
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③ 資産規模別 

総資産規模別に破綻原因区分の分布をみてみると（図表10)、「有価証券投資等の失敗」を破

綻原因とする先の割合は、資産規模が小さい金融機関で大きく、資産規模が大きい金融機関で

小さくなる傾向がみられる。 

この背景として、資産規模の小さい金融機関では、有価証券投資等の失敗による損失のバッ

ファーとしての自己資本が相対的に少なく、投資失敗が直ちに破綻に結びつきやすかった等の

事情があったものと推測される。 

 

図表 10 総資産規模別の破綻原因区分の状況 

先数
貸出債権の

不良化
有価証券投資

等の失敗
不正・

不祥事件
経営に

欠陥あり

200億円以下 43 93.0% 39.5% 9.3% 65.1%

200億円超～500億円以下 39 89.7% 33.3% 7.7% 46.2%

500億円超～2,000億円以下 54 88.9% 29.6% 1.9% 63.0%

2,000億円超 44 95.5% 9.1% 2.3% 84.1%

合計 180 91.7% 27.8% 5.0% 65.0%  
 

次に、「貸出債権の不良化」の内訳をみると（図表 11）、資産規模が大きいほど「不動産関連業

種への与信集中」を破綻原因とする金融機関の割合は高くなり、「景気低迷等」を破綻原因とする

金融機関の割合は低くなる傾向がある。この背景としては、破綻金融機関のうち、資産規模の大

きい金融機関は貸出ロットが大きく、不動産関連の資金需要に応じる余力が高い、あるいは積極

的に応じた、などの要因があったもの考えられる。 
 

図表 11 規模別にみた破綻原因区分の該当割合 
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景気低迷等
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④ 業態別 

業態毎に破綻原因区分の分布をみてみると（図表12)、「貸出債権の不良化」を破綻原因とす

る先の割合は業態を問わず高いが、銀行では全先、信用組合では９割超、信用金庫では85％と

なっている。また、貸出債権不良化の内訳では、銀行では、「不動産関連業種への与信集中」が

他業態と比べ高く、「景気低迷等」が低くなっているのが特徴的である。この他、銀行では、「有

価証券投資等の失敗」、「不正・不祥事件」を破綻原因として区分される先はなかった。 

図表 12 業態別破綻原因割合 

不動産関連
業種への与

信集中

その他業種
への与信集

中

景気低迷
等

134 約1,000億円 91.8% 44.0% 28.4% 28.4% 29.9% 5.2%

27 約2,300億円 85.2% 37.0% 18.5% 37.0% 37.0% 7.4%

19 約3.5兆円 100.0% 73.7% 21.1% 5.3% 0.0% 0.0%

不正・
不祥事件

有価証券
投資等の

失敗

貸出債権の不良化

平均
総資産

信用組合

信用金庫

銀行

先数

 
 

（４）破綻原因別にみた財務面の特徴 

破綻金融機関の財務データを用いて、破綻原因区分毎の特徴がうかがえるかを分析したところ

（図表13）、「貸出債権の不良化」を破綻原因とする先では、預貸率3が高く、預証率4が低い傾向が

みられた。逆に、「有価証券投資等の失敗」を破綻原因とする先では、預貸率が低く、預証率が高

い傾向がみられた。なお、分析には、破綻直近の決算計数を用いた。 

図表 13 破綻原因別預貸率･預証率 
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80%
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貸出債権の不良化 不正・不祥事件 有価証券投資等の失敗

預貸率 預証率

 
「貸出債権の不良化」を破綻原因とする先の預貸率が「不正・不祥事件」や「有価証券投資等

の失敗」を破綻原因とする先の預貸率よりも高くなっている背景としては、貸出債権の不良化が

他原因と比べて、時間をかけて進んでいくといった特徴が考えられる。すなわち、不正・不祥事

件や有価証券投資の失敗は、さしたる予兆もないまま、ある期に多額の損失を生じ、破綻に繋が

る結果、預金者が金融機関の経営悪化を察知し預金を引上げるという時間的余裕が少ないのに対

し、貸出債権不良化は、不良債権が徐々に増加する中で、不良債権比率の上昇や大口貸出先倒産

                                                  
3 預貸率=貸出金期末残高/(預金積金期末残高+譲渡性預金期末残高) 

4 預証率＝（有価証券期末残高＋商品有価証券期末残高）/（預金積金期末残高＋譲渡性預金期末残高） 
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などの情報を基に預金者が対応する時間的余裕が相対的に多いと考えられる。この結果、預金の

減少により預貸率が上昇した可能性がある。 

さらに、破綻原因別に金融機関の不良債権比率に差があるかを調べてみると（図表14）、「貸出

債権の不良化」を破綻原因としている先では、「有価証券投資等の失敗」を破綻原因とする先より

も不良債権比率が高い傾向があった5。ただし、不良債権比率の計算に利用したリスク管理債権の

開示範囲は時代とともに拡充されるとともに、その拡充の進捗は業態毎に異なってきたため、同

じベースで比較できていない面も残っている。したがって、ここでの調査結果は、あくまで参考

としての位置づけに止めることが適当と考えられる。（図表14は不良債権比率が開示されている破

綻先126先についてまとめたもの。） 

 

図表 14 破綻原因別不良債権比率（不良債権比率=リスク管理債権/貸出金残高） 

先数 不良債権比率

114 23.3%

52 22.2%

32 23.8%

39 22.9%

43 19.6%

6 15.9%

5 30.4%

81 22.6%

45 21.9%

経営に欠陥あり

経営に欠陥ありとしない先

高利回り・損失先送り

不正・不祥事件

景気低迷等

有価証券投資等の失敗

貸出債権の不良化

不動産関連業種への与信集中

その他業種への与信集中

 
 
 

（５）同地域、健全行との比較（ケーススタディ） 

同地域で営業する同業態に属する金融機関でも破綻に至る先と健全経営を維持する先がある。

どの様な要因で破綻と健全経営に分かれるかを探るためにいくつかのケースを取り上げ、健全金

融機関と破綻金融機関の財務状況を破綻から遡って9年分（9期分）の決算データを用いて比較分

析してみた。 

分析対象は営業地域が限定されていて同条件における比較が行えると考えられる信用金庫6と

し、平成11年度の破綻先7金庫、13年度の破綻先6金庫の計13金庫とした。また比較に用いる健全

先としては、これらの破綻信用金庫を救済した同地域の信用金庫を用いた。上記13金庫を選定し

たのは、データの質、入手可能性の点から、平成10年度以前の破綻事例の利用は避け、11年度以

降の破綻事例に限定し、さらに①比較対象期間内に合併している、②破綻直近の公表決算値が得

                                                  
5  不正・不祥事件グループの不良債権比率は高いものの、先数は 5 先で少なく、少数の不良債権比率の高い先が

影響を与えている面がある。 

6  他業態についても同様の傾向が見られるかについて、破綻した第二地銀を自己資本比率の高い健全先と比較し

たところ、破綻先の預金、貸出金等の増減率が破綻の数期前から健全先と比較して低くなっている傾向がうかが

われるが、破綻が近づくにつれて両者の乖離が拡大するとの傾向は信用金庫でみられるほど明らかでない。 



- 12 - 

られないといった事例は除外するとともに、③救済金融機関7の自己資本比率が相応に高い（直近

で8%以上）事例に限った結果である。 

図表 15 分析対象とした信用金庫 

破綻先 健全(救済）先 破綻先 健全(救済）先

神田 興産 宇都宮 大田原

玉野 岡山相互 沖縄 コザ

龍ケ崎 水戸 臼杵 大分

小川 埼玉縣 佐伯 大分

日南 南郷 長島 紀北

松沢 昭和 神栄 日新

南京都 京都中央

11年度破綻 13年度破綻

 
 

① 預金増減率8 

破綻先と健全先の預金増減率の違いをみると、健全先の伸び率が破綻先を上回っている。ま

た、破綻の4～5年前頃から破綻が近づくにつれて、その差が拡大するという傾向がみられる。 

 

図表 16 預金増減率の推移 
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棒グラフ：破綻先と健全先の増減率の差

 
 

 

 

② 貸出金増減率 

破綻先と健全先の貸出金増減率の差をみると、破綻の5年前には破綻先の増減率が上回ってい

たが、破綻の4年前頃から健全先の増減率が高くなり、破綻が近づくにつれて、その差が拡大し

                                                  
7   救済金融機関が複数存在する場合は、自己資本比率が最も高い信用金庫を選んだ。 

8   T は破綻先が破綻した期。T-1 は破綻直前期。T-2 はさらにその１期前を表す。T-3 以下も同様。 



- 13 - 

ている9。一般に金融機関経営が悪化すると、自己資本比率維持のためのリスクアセット削減や

リスクテイク能力及びリストラによる営業力低下による新規融資の縮小といった動きが生じる

といわれているが、破綻先と健全先の貸出金増減率の差が破綻の4～5年前から拡大した背景に

は、こうした傾向が表れた可能性が考えられる。 

 

図表 17 貸出金増減率の推移 
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③ 預貸率 

破綻先と健全先の預貸率の推移をみると、破綻先の預貸率が健全先を概ね上回っているが、

その差は、破綻直前期を除き、拡大する傾向がみられる。 

図表 18 預貸率の比較 
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9 特に破綻直前期において不良債権処理に伴う貸出金償却が行われ、貸出金減少の一因となっている。 
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④ 考察 

本ケーススタディは、本来は破綻先と健全先とに分かれるポイントを財務的観点から明らか

にすることを目的とした分析であったが、以上の分析結果からは、破綻先と健全先の財務状況

には、預金、貸出、預貸率の動向において、かなり明確な違いが、少なくとも数年前から観察

されることが判明した。すなわち、今回、データの制約等から9年前まで遡っての分析に限定し

たが、本来の分析目的を達成するためには、より時代を遡った財務データを利用して、貸出構

造等を精査する必要があるものと思われる。 

 



- 15 - 

２．損失率の分析 

（１）分析の目的と手法 

① 分析目的 

破綻金融機関資産の毀損の度合いによって、預金保険機構からの資金援助額の水準は変わっ

てくる。ここでは、破綻金融機関の総負債額に対する資金援助額の割合を損失率と定義し、破

綻金融機関の損失率と、破綻原因・破綻処理方式等との間に何らかの関係があるかどうかを、

公表計数・情報を元に分析した。もっとも、因果関係については正面から取上げず、情報量、

分析手法の限界から相関関係を明らかにすることを目的とした。 

 

② 分析手法 

利用した計数は、破綻直前決算期の公表済み財務諸表および預金保険機構が発表している個

別処理事例における資金援助額である。損失率の計算は、損失率＝資金援助額÷負債額 として

算出した。負債額はバランスシート上の負債総額を用いた。 

なお、資金援助には、金銭贈与、資産買取、貸付、債務引受といった形態があるが、この分

析における資金援助額には、資産買取は含めないこととした。これは、資産買取額については、

預金保険機構はそれを資産買取資金として整理回収機構（RCC）に貸付けるものの、当該資金

はRCCが買取資産を売却回収することで資金化した後、預金保険機構へ返済されるものである

ことによるものである。 

分析は、預金保険機構が資金援助を行った180先の破綻金融機関のうち、資産買取だけしか行

われなかった福徳となにわを除外した178先を対象とした。全額保護が平成8年から行われたが、

それ以前の資金援助案件については、預金払出しを行った場合のコストを超える資金援助額は

許されなかったため、資金援助はあくまで付保対象預金を対象とした計算に基づくものであっ

た。しかし、当分析では、付保対象預金の算定が困難なことに加え、できるだけシンプルな方

法での試算を求めたため、これら初期の事例の損失率についても、資金援助額を付保対象預金

ではなく総負債で除すことで求めている。この結果、総負債の損失率という点では、初期の破

綻処理事例では損失率が実態よりもかなり低く出る可能性も否定できない。しかしながら、試

算された損失率にこうした要素も反映されることを理解したうえで、当試算では可能な限り対

象を拡大し、かつ、非常に単純な手法を用いて分析を行うこととした。 

 

③ 試算結果 

試算結果をみると、178先の平均損失率は25.1％で、標準偏差は13.1％となった。また、損失

率の最小値は東邦相互銀行で0.5％、最大値は木津信用組合で76.9％であった。このうち、東邦

相互銀行は預金保険機構の最初の資金援助案件として定額保護下に行われたものであり、上述

の通り損失率が過小に算出されている可能性が否定できない。全額保護下の最小値は、紀南信

用組合の4.1％であった。 
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また、全額保護下の破綻処理案件であっても、実際の損失率算出では勘案される資産負債の

相殺、整理回収費用、訴訟費用等を全く考慮していない点で、当試算の損失率は実際よりも少

なめに算出されている可能性がある。 

図表 19 損失率試算結果の概要 

178

単純平均 25.1%

標準偏差 13.1%

最小値 （東邦相互） 0.5%

最大値 （木津信組） 76.9%

分析対象数

損
失
率

 

 

（２）規模・業態・地域別等でみた損失率 

① 資産規模と損失率 

破綻の直前で利用可能な公表決算計数における総資産額を利用し、破綻金融機関を資産規模

別に分類した上で、資産規模カテゴリー毎に損失率を単純平均すると、若干ではあるが、資産

規模が大きくなるに従い、損失率が高まる傾向がみられる。 

図表 20 資産規模別にみた損失率 

先数 平均損失率

全破綻金融機関 178 25.1%

200億円以下 43 23.8%

500億円以下 39 25.0%

2,000億円以下 54 25.0%

2,000億円超 42 26.8%  

もっとも、2,000億円超のカテゴリーを5,000億円、1兆円で区切り細分化すると、2,000億円超

～5,000億円以下が27.7％と高く、5,000億円超～1兆円以下が22.5％と低くなった後、1兆円超は

28.8％と再び高くなっており、一概に資産が大きくなると損失率が高くなるとも整理しきれな

いところはある。 

 

② 業態と損失率 

業態別に損失率の単純平均をみると、信用組合の損失率が28％と最も高く、次いで銀行の20％、

信用金庫が最も低く15％となっている。 



- 17 - 

図表 21 業態別にみた損失率 

先数 平均総資産(億円) 平均損失率

全破綻金融機関 178 4,701 25.1%

銀行 17 37,447 19.5%

信用金庫 27 2,316 15.4%

信用組合 134 1,027 27.8%  

③ 営業地域と損失率 

破綻金融機関を営業地域別に分類し損失率を単純平均すると、大都市圏での損失率は28％と、

その他地域の損失率22％と比べて高くなっている。大都市圏の中でみると、大阪圏（大阪府、

京都府、兵庫県）の30％が最も高く、次いで地方中核都市（首都圏大阪圏以外の政令指定都市

である札幌市、仙台市、名古屋市、広島市、北九州市、福岡市の６市）の28％で、首都圏（東

京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）は26％と大都市圏の中では相対的に低くなっており、バブ

ルの度合いを概ね反映した結果とみることが可能である。 

また、前項の破綻原因区分分析でみたとおり、その他地域では資金需要が限られ有価証券投

資を手掛けて失敗し破綻したとしている先の比率が高くなっているが、次にみるように有価証

券投資を破綻原因とする先の損失率は相対的に低く、こうした点も、その他地域の損失率が大

都市圏よりも低くなっている点に影響しているものとみられる。 

図表 22 大都市圏、その他地域別にみた損失率 

先数 平均損失率

全破綻金融機関 178 25.1%

うち大都市圏 103 27.7%

首都圏 55 26.0%

大阪圏 38 30.0%

地方都市 10 27.8%

その他地域 75 21.7%  

また、全国を９地域に分けると、破綻事例数ではばらつきがみられるが、損失率では、四国

地域で低くなっているほかは、大きく目立ったばらつきはない。なお、四国地域の損失率が低

いのは、破綻事例３先の中に損失率が極端に低い東邦相互が含まれていることが影響している。 
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図表 23 地域別にみた損失率 
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（３）破綻原因と損失率の関係 

破綻原因別に損失率をみると、有価証券投資等失敗先の損失率は17％で、貸出不良化先の損失

率26％、不正・不祥事件先の損失率25％と比べかなり低くなっている。貸出不良化先の中では、

不動産関連与信集中先は28％、その他業種与信集中先は29％で、地域経済低迷等先の22％よりも

高く、与信集中を原因とする破綻では損失率が高くなっている。この点は、不動産関連とその他

業種との双方に与信集中した先の損失率が33％という点に顕著に現れている。 

図表 24 破綻原因別にみた損失率 

先数 平均損失率

先数 平均損失率

全破綻金融機関 178 25.1% 115 28.6%

貸出債権の不良化による破綻 163 25.9% 107 29.4%

不動産関連貸出への与信集中 81 27.7% 52 30.6%

その他業種への与信集中 47 28.8% 40 31.0%

(不動産関連集中かつその他業種集中) 14 33.0% 13 34.5%

地域経済低迷等 49 21.9% 28 27.1%

有価証券投資等の失敗による破綻 50 17.2% 23 19.1%

うち損失先送り・高利回り 8 17.5% 5 19.3%

不正・不祥事件による破綻 9 24.8% 4 31.4%

うち経営欠陥先

 

同様の破綻原因区分において、特に経営に欠陥がある先について、損失率に及ぼす影響をみて

みると、全体では25％の損失率が、経営欠陥先では29％と高くなっている。この傾向は、全ての

破綻原因において該当しており、経営の欠陥は損失率を高める方向に作用していると言える。 
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図表 25 経営欠陥先と損失率 
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この結果からは、特に経営に欠陥がある先では、貸出や有価証券投資等に関して経営陣による

実質的な牽制効果が働きにくいなどの要因が影響していることが考えられる。 

 

（４）破綻処理期間と損失率の関係 

破綻処理に要した日数と損失率の関係について、個別事例でみてみると、緩やかにではあるが、

処理期間が長いほど損失率が高くなる相関がみられる（相関係数は0.346）。 

 

図表 26 破綻処理期間と損失率の関係 
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さらに、破綻処理期間と損失率の関係を、処理期間別に区切ってみると、処理期間が長いほど

損失率が高くなっている傾向がはっきりと表れる。これは、破綻金融機関が救済金融機関への事

業譲渡を待っている状況においては、既貸出先への追加融資など積極的な営業は行なうべくもな

いことから事業資産は劣化する傾向にあり、処理期間が長いことによって資産の劣化度合いが強

まることによるものと考えられる（また、資産内容が悪い先の救済先を探すのは困難であり、そ

の処理には日数を要することによるものとの、因果関係が逆転した考え方も否定できない）。破綻

処理期間としては、破綻等の発表日から資金援助（金銭贈与等）日までの日数を用いた。 

因みに、特定合併の福徳、なにわを除く全178事例の平均処理期間はほぼ１年。最長は信用組合

福岡商銀の４年、最短は臼杵信用金庫の３ヶ月強であった。 

図表 27 破綻処理期間別にみた損失率 

破綻処理期間 先数 平均損失率

平均 359 日 - 25.1%

最長 1,445 日(信用組合福岡商銀) - 35.5%

最短 99 日（臼杵信用金庫) - 12.4%

1年未満 120 22.4%

うち６ヶ月未満 34 19.0%

うち６ヶ月～１年 86 23.7%

1～２年 42 29.9%

２～３年 11 30.9%

３年以上 5 38.9%  

図表 28 処理期間と損失率 
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（５）破綻処理手法と損失率の関係 

破綻処理手法と損失率の関係については、①資金援助金額の算定に引当金控除方式を採用する

とともに円単位で算出するようになった長岡信用組合以降の処理事例、②管理を命ずる処分を受

けての処理事例、③預金保険機構が金融整理管財人となった処理事例、④特別公的管理による処
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理事例、⑤承継銀行を利用した処理事例、についてそれぞれ平均損失率を算出し下表に整理した。

このうち、特別公的管理による処理と承継銀行を利用した処理では損失率が相対的に低くなって

いるが、それぞれの事例は2先ずつに過ぎず、これをもってこれらの処理による損失率は低いと断

定できるものではない。全体として処理事例と損失率の関係はそれほど明らかではない。 

なお、預金保険機構が金融整理管財人になった処理案件11先の損失率は28％と相対的に高くな

っているが、これは処理手法によるものというよりも、問題の大きい案件に預金保険機構が管財

人として指名されることが多かったといった事情によるものと思われる。 

図表 29 破綻処理手法と損失率 

先数 平均損失率

全体 178 25.1%

長岡信組以降（円単位で資金援助額を算定) 141 24.7%

管理を命ずる処分を受けての処理 98 24.0%

　うち機構が管財人になった処理案件 11 27.9%

特別公的管理による処理 2 20.0%

承継銀行を利用した処理 2 21.5%  

また、処理手法が時代を経るとともに変化してきた点に鑑み、破綻年度毎に損失率を計算した

ところ、平成9年度の破綻事例までは損失率が年々高まる傾向がみられたが、その後は減少傾向に

あるようにみられる。この背景には処理手法の発展の影響に加え、金融機関資産の毀損が過度に

進捗する前に破綻処理が開始される体制が整ってきたこと等も影響しているものと考えられる。 

図表 30 破綻時期と損失率 
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破綻処理を早期に開始できる体制の整備とは、①会計制度の整備により資産内容がより正確に

財務諸表に反映される仕組みが整備されるとともに、②検査監督体制の強化整備により資産内容
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把握の適確性の検証と資産内容悪化への早期対応体制が整ったことを指す。 

より具体的には、会計制度については、不良債権のディスクロージャー基準が長らく業界の自

主基準となっていたものが、平成10年12月の銀行法改正により銀行法に基づく開示制度が導入さ

れ、また金融再生法により11年3月期から再生法開示債権の開示が義務付けられたことで、不良債

権概念の整理とタイムリーな開示が実施されるようになった。また、9年3月には資産査定に関す

る通達が出され、自己査定に基づき、税法基準を満たさないものでも直ちに有税での償却を求め

られるようになるなど、引当・償却制度の整備も進んだ。さらに、連結決算を中心とする開示が

11年4月から導入されたほか、金融商品に関する時価評価である金融商品会計が12年4月から開始

された（その他有価証券についての時価評価は13年4月から開始）。 
一方、検査監督体制に関しては、金融監督庁が平成10年6月に設置され、大蔵省から検査監督機

能が移管された。さらに、同庁は12年7月に金融庁に改組され、金融行政の企画機能も移管された。

12年4月からは都道府県知事への機関委任事務となっていた信用組合の監督が、金融(監督)庁に移

管され、全国的に統一された尺度で検査監督が実施される体制が整った。またこれより先、10年4
月からは早期是正措置が導入され、資産不良化を反映した財務状況に基づき予防的な対応措置が

取れるようになった（詳細は資料編を参照)。 
今後についても、金融機関経営を取巻く環境変化に応じて、こうした会計制度、検査監督体制

の整備を適切に実施することで、破綻金融機関の損失率を一段と低下させていくことが、機構の

負担の最小化にも繋がる可能性があるものと考えられる。 
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破綻処理手法の進化と関連法の整備（金融再生法以前） 

 

 

我が国の破綻処理制度の変遷を簡単に振り返ると、昭和46年に預金保険法が制定され、保険金

支払方式が定められ、昭和61年改正預金保険法により、資金援助方式が追加された。平成7年6月、

大蔵省が「金融システムの機能回復について」により、5年間は預金を全額保護する方針を打ち出

し、同年12月の金融制度調査会答申「金融システム安定化のための諸施策」により、「金融機関の

破綻処理のあり方」として「(ｱ)破綻金融機関は存続させないこと、(ｲ)経営者の退任及び民事・刑

事上の厳格な責任追及が行われること、(ｳ)株主・出資者の損失負担が行われること、が前提条件

となる。」という行政の方針が示された。 

これらを受けて、平成8年改正預金保険法により、平成8年度から平成12年度までの時限的な特

例措置としてペイオフコストを超える特別資金援助等が導入された。この時から、破綻金融機関

の処理は、業務運営は継続させつつ、譲受金融機関が預金保険法の手続きに従って資金援助を受

けて完了する流れとなり、預金の全額保護が図られてきた。 

 

平成8年、9年には太平洋銀行、阪和銀行、京都共栄銀行や10信用組合が断続的に破綻し、とり

わけ、9年11月に北海道拓殖銀行及び德陽シティ銀行が山一證券や三洋証券と共に連続的に破綻す

るに至り、外部格付引下げ・株価の下落やジャパンプレミアムの発生等から金融システム全体に

対する信用が大きく揺らぐこととなった。これに対処するために、同月、「金融システムに関する

大蔵大臣談話」が出され、預金等の全額を保護するとともに、インターバンク取引等の安全を確

保するなどの対応を行い、金融システムの安定を確保していく旨の方針が打ち出された。 

また、いわゆる「貸し渋り問題」が起こり、銀行の貸出姿勢が極端に慎重化し金融システムの

機能不全が懸念されるに至ったことから、平成10年2月の改正預金保険法により、破綻処理に要す

る特別資金援助は公的資金によって財源措置されることとなった。1 

 

平成10年に入っても、その夏までにみどり銀行及び32信用組合が相次いで破綻する状況が続き、

やがて金融行政への批判の声が強くなり、次稿で取上げる金融再生法の成立および同法下での破

綻処理に繋がっていく。ここでは、金融再生法が施行されるまでの期間を便宜的に4つに区分し、

それぞれの時期の破綻処理の特徴を整理し、どのようなニーズから処理手法が変化してきたかを

概観する。個別の破綻案件毎に当時の枠組みの下で個別に対応していた段階から、時を経るにし

たがって、法制度が整備される過程の中で破綻処理手法が確立されていった過程を整理した。最

後に、処理方式の中でも特に資金援助額の算定方式の変遷について取り上げ、参考として纏めた。 

 

 

                                                  
1 この時、交付国債 7兆円と政府保証枠 10 兆円の財源措置が決定され、12 年度に交付国債枠が 13 兆円に増額さ

れた。これらは預金保険機構の特例業務勘定により区分管理され、特例措置に基づく最後の資金援助が実施され

た 14 年度末をもって廃止され、交付国債の償還（使用）額は 10 兆 4,326 億円となり、未償還の交付国債は国に

返還された。 
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１．黎明期（旧定額保護期Ⅰ：～平成６年末） 

（１）預金保険機構の設立（昭和 46 年 7 月 1 日） 

預金保険機構は、昭和46年3月に制定された預金保険法（同年4月1日に公布・施行）に基づき、

同年7月1日に政府、日本銀行及び民間金融機関の出資により設立された。 

これは、昭和45年7月に、金融制度調査会による一般民間金融機関のあり方等に関する答申の中

で預金保険制度が取り上げられ、預金者保護の見地から制度創設の必要性が強調されるとともに

その基本的方向が提示されたことに基づくものである。 

設立当初の機構の資本金は政府、日本銀行及び民間金融機関からそれぞれ１億5,000万円が出資

され、4億5,000万円とされた。 

なお、預金保険制度導入当時における破綻処理手法としては、保険金支払方式のみが規定され

ていた。この点について明確に述べた資料は残されていないが、①経営内容が悪化した金融機関

で、原則として再建可能とみられるものに対する支援制度として業態ごとの相互援助制度が用意

されており、預金保険制度は相互援助制度では対応できない金融機関の破綻に対応するためのも

のとされ、清算型が念頭にあったとみられること、②金融機関の破綻自体がそれほど頻繁に発生

するとは想定されていなかったこと、などから、預金保護としての保険金支払い方式のみで十分

と考えられたものと思われる。 

 

（２）資金援助制度等の導入（昭和 61 年 7 月 1 日） 

「預金保険法及び準備預金制度に関する法律の一部を改正する法律」2の施行により破綻処理手

法としての資金援助方式が導入された。 

これは、昭和60年6月5日に金融制度調査会から答申された「金融自由化の進展とその環境整備」

の第３「金融機関の経営危機と信用秩序の維持」において以下のとおり預金保険制度の整備拡充

の必要性が強調されたことによる。 

すなわち、改正前の預金保険法では、破綻処理手法としては保険金の直接支払方式のみであっ

たが、この方式は支払手続に大きな手間がかかるうえ、基金の流出額も大きなものとなる可能性

がある等、その発動が必ずしも迅速、機動的かつ円滑に行いうる仕組みとはなっていないとの指

摘がなされた。 

このため、支払手続が本方式発動に際しての制約要因とならないようにその見直しに努めるこ

とが重要な課題であると考えられ、金融自由化の進展3を展望し、預金保険制度、ひいては金融組

織への国民の信頼を確保するために、発動方式の多様化を図ることが適当とされ、これを受けた

形で、合併等に伴う資金援助が導入されたものである4。 

                                                  
2 昭和 61 年 3 月 31 日国会提出、同年 5 月 27 日公布、同年 7 月 1 日施行。 

3 昭和 59 年 5 月に日米円・ドル委員会報告書および金融の自由化と円の国際化に関する将来展望が当局より発

表された。これを受け、同年 10 月より金融制度調査会での検討が行われた。 

4  なお、本改正において、①保険金等の直接支払の改善（保険金支払限度額の引上げ＜300 万円を 1,000 万円に

引上げ＞、保険金の支払方法の改善＜預金者の確認方法などの簡素化、合理化＞、仮払金の支払の導入、保険金

の支払決定期間の延長＜延長期間１か月以内＞）、②基金基盤の拡充（保険料率の引上げ＜0.008%を 0.012%に引上

げ＞、日本銀行借入限度額の引上げ＜500 億円を 5,000 億円に引上げ＞、金融機関からの借入の導入）、③労働金
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なお、資金援助方式は、その実施について、大蔵大臣（現在は内閣総理大臣＜金融庁長官に法

定委任＞）の認定（いわゆる「適格性の認定」）が要件となっている。 

また、これまでの金融機関の経営危機に当たっての合併の斡旋・仲介は行政当局が行ってきた

ことにかんがみ、「合併等のあっせん」の規定も設けられた（これまでに木津信用組合と三福信用

組合の２件の破綻処理に適用。救済金融機関はいずれも整理回収銀行。後述）。 

 

（参考）金融制度調査会答申（昭和 60 年 6 月 5 日）における破綻処理方式 

上記、金融制度調査会答申においては、破綻処理方式（発動方式）として、①預金振替、

②資産負債承継、③合併等に伴う資金援助、④直接資金援助、⑤相互援助制度への資金援助

の５つの方式が検討された。 

発動方式の拡充については、基本的に米国の制度（資産負債承継＜P&A＞方式）を日本に

導入する方向で考えられたものの、米国の方式とは若干ニュアンスの異なる合併等に伴う資

金援助方式が導入された。 

これは、日本では、金融機関の数が米国に比してはるかに少なく行政当局が金融機関の経

営実態を知悉しているといった状況があるほか、預金保険制度の運営に当たっても金融機関

経営の自主性をできる限り尊重するという土壌があり、預金保険機構も民間金融機関が一体

となってその運営を行うこととした沿革もあることから、時に強権発動も行い得る行政機関

としての性格を有する米国預金保険公社の仕組みとは異なる方式とされたものである。 

日本では、再生法以降、金融整理管財人制度が破綻処理方式のなかに取り入れられており、

米国方式への近接傾向がみられている。 

 

（３）資金援助の発動（平成 3 年 10 月～） 

           ：処理事例 5 件：東邦相互銀行(1)～信用組合岐阜商銀(5)5 

昭和60年9月の先進五か国蔵相・中央銀行総裁会議の為替調整以降急速に為替円高が進んだほか、

金利自由化の進展、金融制度改革関連法の成立（平成5年4月施行6）など、金融機関を取り巻く環

境が大きく変動するなかで、預金保険機構初の資金援助が東邦相互銀行の破綻処理に対して実施

された（平成4年4月実施、平成3年10月運営委員会決定）。 

ここでは、預金保険制度の枠外で経営不振金融機関を救済する従来のスキームの延長線上にあ

るところにその特色がある当初５件の破綻処理スキームを対象とする。 

当初５件の破綻処理手法の特徴点は次のとおりである。 

① この時期の資金援助については、ペイオフコスト7内（保護対象預金の元本1,000万円まで）で

の保護しか認められなかった（預金保険法第64条第2項）ため、資金援助は全てペイオフコスト

                                                                                                                                                            
庫の加入、も行われた。 

5  金融機関名のあとのかっこ書きは破綻処理順に付した整理番号。 

6 平成 3 年 6 月に、金融制度調査会が、「新しい金融制度について」を答申、銀行・証券・信託間の子会社によ

る相互参入や、協同組織金融機関の大幅な業務規制緩和などが図られることとなった。 

7 ペイオフコストとは、預金者に保険金を支払った場合に預金保険機構が負担すると見込まれる費用（預金保険

法第 64 条第 2 項）。 
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内での実施となっている。 

図表 1 外部支援と資産稼動効果等の概要 

破綻金融機関名 外部支援 資産稼動効果等 

東邦相互銀行(1) 第二地銀協からの借入による被援

助額：10億円（低利融資による収

益支援） 

店舗譲渡益：36億円（44店舗）

東洋信用金庫(2) 外部支援額：620億円 

（うち日本興業銀行550億円、 

全信連70億円、いずれも低利融資

による収益支援） 

店舗譲渡益：150億円 

（大阪府下18信用金庫 (25店

舗)：100億円、 

三和銀行(5店舗)：50億円） 

釜石信用金庫(3) 外部支援額：65億円 

（全信連：60億円、東北地区信金：

5億円、いずれも低利融資による

収益支援） 

譲受金融機関負担額：15億円 

（うち営業権＜店舗価値に相

当＞：6億円、 

資産稼動効果：9億円） 

大阪府民信用組合(4) 外部支援額：40億円（低利融資によ

る収益支援） 

資産稼動効果：8億円 

信用組合岐阜商銀(5) 外部支援35億円 

（低利融資による収益支援：岐阜

県､全信組連､韓信協､県信組協会

計27億円、 

一括贈与：十六銀行、大垣共立銀

行、岐阜信金 計8億円） 

資産稼動効果：6億円 

(注) 運営委員会議決ベース 

 

これら５件については、債務超過額と破綻処理にかかるコスト等の合計額がペイオフコスト

を超えていた場合でも、破綻金融機関8の営業譲渡益・資産稼動効果9（「のれん代」ないし「営

業権」に相当する価値。詳細は次頁③参照）のほか、地公体や金融機関による外部支援（多く

は低利融資による収益補填）により対応したうえで、不足する部分について預金保険機構に資

金援助を求めた結果、預金保険機構の資金援助はペイオフコスト内となっている。 

なお、上記のとおり、破綻処理にあたって、破綻金融機関の債務超過額は、預金保険機構に

よるペイオフコスト内での資金援助及び、地公体や関係金融機関による収益補填により解消す

ることとされており、結果として預金者のみならず一般債権者も原則として全額債権保護を受

けてきたといえる。 

平成９年度頃まで破綻処理案件において地公体や関係金融機関によるロス負担、一部劣後ロ

ーン等の債権放棄等がみられ、一部債務者がロスを負担していたものの、現在に至るまで、預

金者以外の一般債権者も原則として全額保護された。特に、平成８年度以降の全額保護下では、

外部支援等も殆ど行われなくなったことから、事実上全債務保護となった。 

                                                  
8  「破綻金融機関」とは、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し（預金等に係る債務の弁済をいう。）

を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう（預金保険法第２条第４項）。 

9  資産稼動効果は、破綻金融機関から譲受けた資産・負債や、預金保険機構からの資金援助により取得した資産

から生じる処理スキーム期間中（原則５年間）の収益（利益）額により計算されるもの。救済金融機関は資産稼

動効果をロス・費用へ充当することから、スキーム期間中は、譲り受けた資産・負債から得られる収支はゼロ（Ｒ

ＯＡがゼロ）となる。 
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これは、破綻処理を円滑に行うために、預金者以外からの債務者による法的破綻処理手続の

申立てが行われることがないように預金者以外の全債務者にも全額保護を及ぼしたものと考え

られている。 

なお、このような全債務保護については、明確な法的根拠はないが、旧定額保護下では、外

部支援を行った地公体・関係金融機関の負担により行われ、全額保護下では、特例資金援助を

許容する預保法附則16条が根拠とされている。同条は当該特例資金援助申込みに係る合併等が

信用秩序維持のために必要がある場合、ペイオフコスト超の資金援助を認めている。法的倒産

手続きを用いない中で、預金以外の債務のみを毀損させることができず、全債務保護となった。 

② 処理方式は原則合併であり、例外として釜石信用金庫(3)のみ事業譲渡による処理が行われて

いる。 

預金保険機構が資金援助を行った破綻事例180件のうちで、破綻金融機関の処理方式が合併

（特定合併＜後述＞を含む）であった事例は10件に過ぎない。そのうち4件をこの時期の事例が

占めており、この時期の破綻処理の大きな特徴となっている。 

破綻処理が合併により行われたのは、(ⅰ)合併によれば、破綻金融機関の権利・義務の全てが

承継され（商法第103条）、事業（営業）譲渡のように清算法人が発生しないことから金融機関

が破綻したとの印象を小さくすることができること、(ⅱ)破綻金融機関の株主又は出資者を保護

することができること（東邦相互銀行(1)等の事例では、破綻金融機関の株主（又は出資者）は、

救済金融機関の株式の割当を受けている＜100％減資が行われていない＞）、(ⅲ)合併のほうが、

事業（営業）譲渡よりも一般的に手続が簡便であること10、(ⅳ)救済金融機関においても、破綻

金融機関の包括的な権利・義務を承継するだけの財務的・経営的な余裕が存在したこと、など

が考慮されたためであると思われる。このことは、預金保険制度の枠外での従来の救済スキー

ムにおいて合併方式が活用されていたことの延長線であると捉えることも可能であり、また、

この考え方は、この時期の４件だけでなく、その後の６件（うち、銀行２件、信用金庫４件）

にも基本的に共通するものと考えられる。 

③ 東邦相互銀行(1)、東洋信用金庫(2)、釜石信用金庫(3)については、破綻金融機関から譲渡され

る店舗価値を評価した営業譲渡益を、釜石信用金庫(3)以降は、資産稼動効果を贈与金利用計画

上のロス・費用の充当財源（金銭の贈与額を減額する効果）として計上している。このように、

営業譲渡益、資産稼動効果をロス・費用の充当財源としたのは、(ⅰ)当時、資金量を拡大すれば

収益の増加が実現されるとの期待が金融機関経営者等に根強く、これが(ⅱ)金融機関の出店規制

等の存在とも相俟って、店舗自体に一定の営業（事業）としての価値が認められたことによる

ものである。 

資金援助額の算定上、資産稼動効果がロス・費用の充当財源として勘案されるという扱いは、

平成10年度当初頃の案件まで続いた。 

④ 資金援助に当たっては、東邦相互銀行(1)のみ貸付けを実施、その後は金銭贈与方式が採用さ

                                                  
10 合併は、組織法上の行為とされ、被合併法人の権利・義務が包括的に合併法人に承継される（商法第 103 条）

ため、個別の権利・義務についての譲渡手続は不要とされる。一方、事業（営業）譲渡は、当事者の契約の内容

として譲渡対象の事業（営業）の包括的な移転が生じるが、あくまでも取引法上の行為とされるため、その効果

は債権的効果にすぎず、個々の権利・義務について対抗要件を取得するなどの個別の譲渡手続きが要求される。 
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れている。 

東邦相互銀行(1)の事案において資金援助が貸付方式で行われたのは、(ⅰ)当時の預金保険制

度が関与しない経営不振金融機関の経営支援スキームとして低利融資による収益支援スキーム

が一般的であったこと、(ⅱ)救済金融機関である伊予銀行においても、破綻金融機関から承継し

た不良債権の償却を店舗譲渡益の実現と対応させる形で複数年にわたり計画的に実施すること

としていたので、資金援助による利益計上を一時に行う必要性が乏しかったこと、(ⅲ)預金保険

機構としても、５年後に元本額が回収されることから、責任準備金の維持が図れること、など

の理由によるものと考えられる。 

一方で、東洋信用金庫(2)については、巨額の架空預金証書及び質権設定承諾書の偽造に起因

してノンバンク10社、日本興業銀行及び富士銀行に多額（2,512億円）の債務を負うこととなり、

これらの先に対する和解金（1,370億円）支払のための一時的なキャッシュフローが必要であっ

たという特殊な事情から資金援助の方法として金銭贈与が実施されたものである。なお、本件

については、事業譲渡による方法が検討されたが、架空預金証書に関して係争中の一部債権者

が事業譲渡の差止めを求めるおそれがあったため、合併方式をとったものである。 

さらに、釜石信用金庫(3)以降については、破綻金融機関の不良資産を債権管理機関に移転す

るスキームをとっている（次項⑤参照）。資金援助の方法として資金の貸付けを採用した場合、

低利融資による収益支援により、破綻金融機関のロスを埋めることとなるが、これらの案件で

は、不良債権の債権管理機関への移転により破綻処理時点で多額のロスが発生することとなり、

低利融資による収益支援では当該ロスをカバーすることができず、資金援助時に収益を認識す

ることができる金銭贈与方式が選択されることとなったものと思われる。 

⑤ 釜石信用金庫(3)以降は、第三者資産買取機関による不良債権の買取りを実施している。東洋

信用金庫(2)までの事例においては、不良債権も含め全て救済金融機関が破綻金融機関より承継

している（銀行の破綻案件では、兵庫銀行(8)、太平洋銀行(11)までは、同様）。 

図表 2 不良債権の買取り 

破綻金融機関 債権買取機関 買取額 

釜石信用金庫(3) (社)東北しんきんファクタリング 約70億円 

大阪府民信用組合(4) (社)大阪府信用組合協会 356億円 

信用組合岐阜商銀(5) ㈱山水（債権管理会社） 約15億円 

(注) 全国信用金庫連合会五十年史、信用組合史續々、新聞報道等より作成 

この時期においては、預金保険法上資金援助としての資産買取りは救済金融機関からのみと

され、破綻金融機関からの資産買取りは行えなかった（平成８年６月改正法より実施可能とさ

れた）。 

このため、救済金融機関が引取りを望まない不良資産の受皿として、業界団体等が不良債権

買取機関を設立し、破綻金融機関から不良債権を買取る扱いとされた。これにより、不良債権

の処理コストが破綻金融機関の処理時点で一気に表面化することとなり、破綻金融機関の残り

の資産負債を救済金融機関が承継する際に、大幅な債務超過状態を承継することとなる。この

場合、資金援助の方法を長期にわたり利鞘益を計上する資金の貸付けとすると、破綻処理時点

において救済金融機関の自己資本が大幅に低下したままとなるため、資金の貸付け方式を採用
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することは困難となった。そこで、爾後資金援助の方法は原則として金銭贈与の方法によるこ

ととなった。 

これ以降の資金援助の大半については金銭贈与を実施（180件中176件）。例外は、東邦相互銀

行(1)のほか、福徳銀行・なにわ銀行(27)、日本長期信用銀行（第１回）(59)、日本債券信用銀行

（第１回）(62)の４件のみ。 

大阪府民信用組合(4)の不良資産買取り（大阪府信用組合協会が買取り）は、特例資産買取り・

損失補填スキームの対象。 

 

２．東京協和・安全信用組合以降（旧定額保護期Ⅱ、平成７年～平成８年上期） 

        処理事例 6 件：東京協和・安全信用組合(6)～太平洋銀行(11) 

ここでは、金融機関の不良債権問題が深刻になるとともに、破綻金融機関を従来の方式で救済

するほどの余力が救済金融機関になくなり、破綻処理の手法が変容を迫られた時期（ペイオフ凍

結前）を対象とする。 

対象６件の破綻処理手法の特徴点は次のとおりである。 

 

① この時期も、預金の保護が元本1,000万円までとされていたため、資金援助額はペイオフコス

ト内での実施となっている。 

これら６件についても、破綻処理に要する費用はペイオフコストを超えていたが、資産稼動

効果、外部支援効果のほか、地公体や金融機関による外部支援（多くは低利融資による収益補

填。その他に債権放棄や出資が行われている）により対応したうえで、不足する部分について

預金保険機構に資金援助を求めている。その結果、預金保険機構の資金援助はペイオフコスト

内となっている。 

② 処理方式がこれまでの原則合併から、原則事業（営業）譲渡となる。事業（営業）譲渡方式

は、権利・義務の承継手続きが煩雑である反面、(ⅰ)破綻金融機関の出資者（または株主）を引

き継がなくてすむ、(ⅱ)職員の雇用関係を承継する必要がない、といったメリットがある。また、

友愛信用組合(7)の事例では、救済金融機関が労働金庫であったため、業務範囲規制の問題から

一般事業者への正常貸出は地元金融機関へ譲渡する必要もあり、事業譲渡方式を選択したもの

と思われる。 

③ この時期の破綻処理手法としては、救済金融機関を設立するケースが目立つ（新設金融機関

による救済は6件中4件：東京共同銀行(6)(9)＜平成7年1月13日設立＞、みどり銀行(8)＜平成7年

10月27日設立＞、わかしお銀行(11)＜平成8年6月6日設立＞）。 

これは、金融機関の経営環境が厳しくなり不良債権問題が深刻になってきた11ことなどから、

救済金融機関となることに多くの金融機関が消極的になったことの現れとも考えられる。 

                                                  
11 平成 6 年末から、金融機関の破綻が相次いで発生。この間、平成 6 年 2 月に大蔵省は「金融機関の不良債権問

題についての行政上の指針」を公表したほか、平成 7 年 12 月には金融制度調査会が「金融システム安定化のた

めの諸施策」を答申。また、大きな論議を巻き起こした住専問題についても、平成 8 年 2 月に住宅金融専門会社

処理法案が国会に提出される（8 年 6 月可決）などの動きがみられた。 
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図表 3 外部支援と資産稼動効果等の概要 

破綻金融機関名 外部支援 資産稼動効果等 

東京協和信用組合 

・安全信用組合(6) 

外部支援額：859億円 

（東京都、全信組連、東京都信用組

合協会及び民間金融機関） 

資産稼動効果：25億円 

東京共同銀行負担額：253億円 

 

友愛信用組合(7) 外部支援額：87億円 

（神奈川県､横浜銀行､全信組連､神

奈川県信組協会） 

資産稼動効果：7億円 

兵庫銀行(8) 劣後ローン放棄：220億円 資金援助等効果：1,669億円 

みどり銀行自己負担：619億円 

コスモ信用組合(9) 外部支援額：1,225億円 

（貸付金融機関24先の債権放棄：

625億円(貸出債権の6割放棄)、東

京共同銀行への支援額600億円）

外部支援額(債権回収機関宛)：220

億円（東京都及び東京都信用組合

協会） 

外部支援、機構贈与金による収

益効果：297億円 

福井県第一信用組合

(10) 

外部支援額：738百万円 

（うち福井県246百万円、福井銀行

246百万円、全信組連246百万円）

外部支援等効果：55百万円 

太平洋銀行(11) 外部支援額：1,159億円 

（さくら、富士、東海、三和の4行

の債権放棄） 

外部支援等効果：544億円 

（富士･東海･三和による劣後ロ

ーン供与933億円による収益

効果：89億円、 

４行貸付有価証券(1,100億円)

の債権放棄による品貸料負担

軽減：10億円、機構贈与金に

よる収益効果：445億円） 

わかしお銀行自己負担：341億円

(注) 運営委員会議決ベース 

 

これらの中でも、東京協和信用組合・安全信用組合(6)の救済金融機関として東京共同銀行が

設立されたことは特筆される。東京共同銀行は、その後整理回収銀行（機構）に改組され、破

綻金融機関からの不良債権買取り・回収業務を担当し、預金保険機構による金銭の贈与と共に

破綻金融機関処理における車の両輪の役割を果たすこととなる（後述）。 

なお、兵庫銀行の救済金融機関として設立されたみどり銀行はその後破綻してしまうことと

なる（平成10年5月15日破綻）。これは、みどり銀行が兵庫銀行の不良資産を含む全ての資産・

負債（劣後ローンは免除）を承継した一方、この時期、不良債権の買取手段がなく、不良債権

が切り離されず、不良債権処理が十分に行えなかったこと、資金援助をペイオフコスト内に抑

える必要があったことなども影響していると考えられる。 

このように、ペイオフコスト内での資金援助という枠組み自体に限界がみられるようになっ

たのもこの時期の特徴であり、これが、金融機関の破綻が相次いで発生したこととも相俟って、

預金保険制度を全額保護に向かわせたと考えられる。 

④ 金融機関に対して初めて業務停止命令が出されたのもこの時期である。 
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＜発動実績＞ 

・平成7年 7月31日：コスモ信用組合(9)（命令発出機関：東京都） 

・平成7年 8月30日：木津信用組合(15)（同：大阪府） 

・平成8年11月 8日：三福信用組合(16)（同：大阪府） 

・平成8年11月21日：阪和銀行(20)（同：大蔵省） 

なお、この業務停止命令には「業務停止命令の及ばない範囲」が定められており、預金の払

戻し業務等の一部については継続して行うことができた。すなわち、預金業務については、「１

億円以上の大口債務を負った預金者の債務相当額の預金（木津信組以降は定期性預金）及び満

期到来前の定期性預金を除く窓口における預金の払戻し（阪和銀行のケースでは窓口における

払戻しに限定されておらず、ＡＴＭ等での預金の払戻しも許されていた）」については、業務停

止命令にも拘わらず継続して行うことが許されていた。 

この点につき、預金保険機構では、一部の預金払戻しができなくとも、それは保険事故（第

一種保険事故：金融機関の預金等の払戻しの停止）に当らないとの見解を採っている（コスモ

信用組合の破綻処理を行った平成７年度の預金保険機構年報において「保険事故の発生は引続

き皆無であった」との記述がなされている）。 

⑤ 資金援助の方法としては金銭の贈与のみ実施している。 

これも１.（３）⑤の釜石信用金庫(3)以降と同様の理由と思われる。 

⑥ 信用組合の処理においては、第三者資産買取機関による不良債権の買取りを実施。 

図表 4 不良債権の買取り 

破綻金融機関 債権買取機関 買取額 

東京協和信用組合 

・安全信用組合(6) 

(社)東京都信用組合協会 667億円 

友愛信用組合(7) (社)神奈川県信用組合協会 約80億円 

コスモ信用組合(9) (社)東京都信用組合協会 1,239億円 

福井県第一信用組合 (10) (社)福井県信用組合協会 約18億円 

(注) 信用組合史續々、新聞報道等より作成 

 

東京協和・安全信用組合(6)、友愛信用組合(7)、コスモ信用組合(9)の不良資産買取り（東京都

信用組合協会、神奈川県信用組合協会が買取り）は、特例資産買取り・損失補填スキームの対

象とされた。 

なお、兵庫銀行(8)および太平洋銀行(11)の処理においては、不良債権も含め全て救済金融機

関に移転している。 

⑦ 金銭贈与の額について、初めて減額を実施した（福井県第一信用組合(10)）。これは、事業譲

渡日までの間において不良債権回収進捗等に伴い破綻処理費用が減少したことによるものであ

る。 

この頃の金銭贈与額の減額は、「著しい変動」、すなわち、当初の金銭贈与額から２億円以上

（金銭の贈与額は原則として億円単位で計算されていた）又は増減率で５％以上の変動があっ

た場合に実施するというルールに基づき、行われていた。 

この３先は全額 

保護下で破綻処理 
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なお、平成11年度以降は基本的に全ての案件について金銭贈与額の修正（減額）を行うこと

とされた。 

資金援助の増額は、大阪府民信用組合(4)の際に実施している。 

 

３．全額保護移行直後（全額保護期Ⅰ、平成８年下期～平成９年度） 

（１）金融制度調査会答申「金融システム安定化のための諸施策」（平成 7 年 12 月 22 日答申） 

金融制度調査会では、金融機関の不良債権問題を早期に解決していくための諸方策を検討する

べく、金融システム安定化委員会を設置し、平成7年7月以降、集中的な審議を行い、その結果を

同年12月22日、「金融システム安定化のための諸施策」と題して大蔵大臣に答申した。この中の「３．

金融機関の破綻処理のあり方」を中心に、預金保険制度に関して数多くの具体的な提案が行われ

た。 

以下は、本答申の概要である（原文を部分的に修正して掲載）。 

「金融システム安定化のための諸施策」（金融制度調査会 平成7年12月22日答申） 

1. 2.（略） 

3. 金融機関の破綻処理のあり方 

(1) 基本的考え方 

 金融機関の破綻処理において、預金保険の発動により保護されるべきは預金者、信用秩序であり、

破綻金融機関、経営者、株主・出資者、従業員ではない。したがって、預金保険の発動に際しては、

ⓐ破綻金融機関は存続させないこと、ⓑ経営者の退任および民事・刑事上の厳格な責任追及が行われ

ること、ⓒ株主・出資者の損失負担が行われること、が前提条件となる。また、資金援助方式が発動

される場合には、預金保険という公的手段に頼る前に、当事者、関係者の可能な限りの努力が払われ

る必要があり、このためⓐ～ⓒに加え、徹底的な合理化計画の策定・実施や関係金融機関による可能

な限りの協力が必要となる。 

 もとより、経営破綻に際して、借り手への責任追及、債権回収の徹底が重要であることは言うまで

もない。 

 破綻処理においては社会的コストの小さい処理方法を選択する必要があるが、現時点においては、

ⓐディスクロージャーが充実の過程にあり、預金者に自己責任を問いうる環境が十分に整備されてい

ない、ⓑ金融機関が不良債権を抱えており、信用不安を醸成しやすい金融環境にある、ことから、未

だペイオフを行うための条件が整っていないと考えられる。 

 ⓐ、ⓑの環境整備は今後５年以内のできるだけ早期に完了する必要があり、その後においては、信

用秩序に与える影響等を十分に考慮する必要はあるが、ペイオフも選択肢の一つとなる。また、破綻

処理方法の多様化として、預金等債権買取制度（「見込配当制度」と同義）の創設等の制度整備を行い、

最も社会的コストの小さい処理方法の選択を可能としていく必要がある。 

(2)（略） 

(3) 当面の破綻処理のための時限的枠組み 

 不良債権については、今後５年以内のできるだけ早期にその処理に目途をつける必要があるが、そ

れまでの間は預金者に破綻処理費用の分担を求めることは困難である。そのため、当面の破綻処理に

おいて、関係金融機関等による可能な限りの支援や預金保険による資金援助のみでは破綻処理費用が

不足する場合に備え、従来のアドホックな対応に代えて、民間金融機関が資金を拠出する特別の基金
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を時限的な制度として整備することにより、預金者保護、信用秩序維持に最大限の努力を払う必要が

ある。なお、預金等債権買取制度を活用する場合でも、当面は預金の全額を払い戻すことが適当であ

る。 

 上記の枠組みについては、預金保険機構の中に今後５年間の臨時異例の措置として特別基金を設け、

同特別基金からペイオフコストを超える資金援助等を行うことが適当である。 

 特別基金の財源としては、新たに制度化する特別保険料を一般保険料に付加する形で徴収すること

が適当である。預金保険が発動されるようになったこの４年間と同程度の破綻が生じた場合にも対処

しうるよう、この間の破綻処理コスト合計額である2.0～2.5兆円を今後５年間で引きなおし、それをカ

バーしうるよう料率を算定すると、保険料率は一般保険料で現行料率の４倍程度、特別保険料で３倍

程度、合計７倍程度の水準に引上げることが必要であると考えられる。12 

 なお、この引上げにより金融機関の利益に対する保険料負担の割合（保険料負担／業務純益＋一般

貸倒引当金繰入額＋保険料負担）は、米国の金融機関の保険料負担のピークである８％（９１年）と

ほぼ同程度となり、現時点においてこの水準を超える負担を金融機関に求めることは、わが国金融機

関の国際競争力への悪影響等をも勘案すると、極めて困難と考えられる。 

 特別基金は、原則として従来の預金保険と同様に業態横断的な制度とすることが適当であるが、信

用組合についてはこれまでの破綻状況等に鑑み、他の業態とは区別して取り扱うことが適当である。

このため、特別基金には一般の金融機関を対象とする「一般金融機関特別勘定」と信用組合を対象と

する「信用組合特別勘定」を設け、区分経理を行うことが適当である。 

 また、特別基金の資金繰りのために日銀資金が必要となろう。 

 今後５年間の破綻処理を円滑に進めるため、特別基金に受皿金融機関への出資機能を付与すること

が適当である。 

4. （略） 

5. 信用組合の破綻処理について 

(1) 略 

(2) 公的資金の関与 

 多くの金融機関が巨額の不良債権を抱え信用不安を醸成しやすい最近の金融環境下においては、金

融システム内の最大限の負担によってもなお破綻処理費用が賄えない場合の備えを確保しておくこと

により、預金者保護、信用秩序の維持に最大限の努力を払う必要がある。その場合の負担は、金融シ

ステム安定の間接的受益者である納税者に求めることとせざるをえない。 

 これまでの破綻状況等に鑑みれば、公的資金の導入は特別基金の信用組合特別勘定に限定すること

が適当である。具体的には、５年後に一般金融機関特別勘定の黒字を充当してもなお信用組合特別勘

定に赤字が生じている場合には、政府が同勘定に適切な財政措置を講ずることとする。 

 なお、納税者に安易に負担を求めるべきではないこと等を踏まえると、３年後に勘定の損益の状況、

                                                  
12 この答申の考え方に基づき、平成８年度以降の保険料率が、一般保険料率：0.048%、特別保険料率：0.036%と

された。 

  これは、預金保険機構の資金援助が初めて実施された平成４年から７年末までに生じた破綻金融機関の損失額

が２.５兆円程度であることに鑑み、平成８年度以降処理を要する木津信用組合等の処理も含めて、爾後５年間に

同程度の破綻処理費用が必要となった場合でも対応できる財源を確保するとの観点に立ち、保険料率及び特別保

険料率の合計をそれ以前の保険料率の７倍程度とすることとし、さらに、それまでの実績から、預金保険による

援助額（ペイオフコスト相当分）とその他の者が負担した額（ペイオフコスト超過分）の比率が概ね１：１であ

ったこと、マクロ的な預金の分布で見て、保険対象預金額と対象外預金額の比率が概ね６：４であったことに鑑

みて、保険料率及び特別保険料率の比率を４：３としたものである。 

  当時、この料率により、５年間で約２.３兆円の保険料を見込んでいた。 
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金融機関の財務状況等を勘案の上、特別保険料の適正な見直しを行うことが適当である。13 

 都道府県の財政支援は、あくまで個別の判断に基づくものではあるが、今後とも行われることが期

待される。財政支援を行う場合には、従来の事例等に鑑みれば、受皿・回収機関に対し、不良債権の

回収経費の一部として拠出することが考えられる。 

(3) 整理回収銀行の整備 

 今後５年間に生じうる信用組合の破綻処理を円滑に行うための時限的な受皿・回収機関として、現

在の東京共同銀行を抜本的に改組し、整理回収銀行とすることが適当である。 

 引き継いだ不良債権については、整理回収銀行は、法律家、不動産取引の専門家等の参加、協力を

得て、法的手段を活用しつつ、債権の回収を強力に進める必要がある。そのため、整理回収銀行は、

法務・検察当局および警察当局と緊密な連携を図る必要がある。 

 整理回収銀行に対しては預金保険機構が特別基金から出資を行うとともに、その業務運営全般につ

いて適切な助言を行っていくことが適当である。また、整理回収銀行に対する十分な流動性の手当て

等が必要であり、民間金融機関からの整理回収銀行への融資が確保されるよう、預金保険機構による

債務の保証等の所要の措置を講ずることが必要である。 

6. （略） 

 
（２）ペイオフの凍結等を目的とした預金保険法の改正（平成 8 年 6 月 21 日） 

政府は、上記金融制度調査会答申に基づき、金融機関の破綻処理等に関連する所要の法案とと

もに、「預金保険法の一部を改正する法律」（案）をとりまとめ、平成8年4月12日国会に提出した。

同法案は、衆・参両院の審議を経て同年6月18日に可決成立し、6月21日に公布・施行された。 

その破綻処理手法に関係する改正内容は以下のとおりである。 

 

（恒久的措置） 

① 資金援助の一手法として破綻金融機関からの資産買取りを追加（預保法第59条第4項本文） 

改正前の預保法では、資産の買取りは救済金融機関からしか行えなかった。 

しかし、これまで見てきたとおり、銀行以外の金融機関の破綻処理にあたっては、破綻金融

機関の不良債権を、救済金融機関ではなく、関係機関が用意した債権回収機関に移転させるこ

ととなっていた。このような破綻金融機関からの資産買取りスキームを資金援助の枠組みの中

に組み込むこととしたものである。 

② 預金等債権の買取り制度の導入（平成9年4月1日以降に発生した保険事故から適用） 

全額保護期においては、資金援助方式により全預金が保護されたため、これまで適用事例は

ない。 

                                                  
13 平成 11年 3月 19日の大蔵省金融審議会総会において、以下のような理由から、特別保険料は 12年度まで 0.036%

のままで据え置かれることとされた。 

「・預金保険機構の特別業務勘定において、平成 8 年度から平成 12 年度までの５年間の財源見込み額が約 1.0 兆

円であるのに対して、現段階における実行済の金銭贈与額は約２.２兆円であり、こうした特例業務の実施状

況を踏まえると、特別保険料の料率は引き下げ得るような状況にはないと考えられる。 

 ・平成９年度において、預金保険対象金融機関全体の業務純益等に対する保険料の負担割合は、6.46％であるが、

多くの業態においては既に８％を超えており、金融機関の財務状況等を勘案すると、特別保険料の料率を引

き上げることは困難な状況にあると考えられる。」 
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③ 更生・破産手続における預金者代理制度の導入（「金融機関の更生手続の特例等に関する法律」、

平成9年4月1日から施行） 

全額保護期においては、破綻金融機関の処理に倒産法制が使われなかったため、これまで適

用事例はない。 

 

（時限的措置） 

① 協定銀行（破綻信用組合から譲り受けた事業や買い取った資産の整理回収業務を主たる目的

とする一つの銀行）に対する出資、債務保証、損失補てん、融資のあっせん、指導・助言を業

務の特例として追加 

② 協定銀行が破綻信用組合から譲り受ける貸付債権等の債務者への財産調査、取立てを業務の

特例として追加 

③ 破綻信用組合からの資産買取り業務の協定銀行への委託 

 

上記①～③については、金融審答申を受け、東京共同銀行を整理回収銀行に改組して破綻信

用組合の不良債権の買取り・回収機関とし、預保が破綻信用組合の破綻処理に際し資金援助と

して資産買取りを行う場合における当該資産買取り業務を整理回収銀行に委託できるようにし

た。 

平成8年9月2日に東京共同銀行が整理回収銀行（RCB）に改組され、同年9月25日に預金保険

機構が整理回収銀行に1,200億円の出資を行った。この間、預金保険機構と整理回収銀行は、同

年9月5日に「整理回収業務に関する協定」を、同年9月6日に「債務の保証に関する契約」を締

結している。 

なお、この時点では、資金援助としての破綻信用組合からの資産の買取り業務を整理回収銀

行に委託することは、平成13年3月31日までの措置とされていた。 

 

上記①～③の時限的な措置はいずれも、信用組合に限定されていたものである。それは、上

記答申にも一部触れられているが、信用組合について大規模な経営破綻が発生している当時の

状況や多額の不良債権を抱えている信用組合の厳しい経営状況を踏まえ、特に信用組合の破綻

に対して適時適切に対応する制度的な枠組みを整備しておくことが信用秩序の維持の確保のた

めに必要であるとされたためである。 

 

④ 特別資金援助、預金等債権の特別買取り 

平成13年3月31日までに、預金保険機構が大蔵大臣に「資金援助に要すると見込まれる費用」

が「保険金の支払を行うときに要すると見込まれる費用」（ペイオフコスト）を超えると認める

旨を報告した場合には、大蔵大臣による必要性の認定を要件として、ペイオフコスト超の資金

援助を行うことができるとされた。 

また、平成13年3月31日までは、預金保険機構は、預金等債権の買取りを決定しようとする場

合には、その旨を大蔵大臣に報告することが義務付けられ、その場合、大蔵大臣は通常の概算
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払率を超える「特別払戻率」を定めることができるとされた。 

全額保護下の資金援助の多くはこの資金援助の特例（以下、「特別資金援助」という）により

実施された（全額保護下での「必要性の認定」は148件、147先に対して実施。なお、同期間中

の一般資金援助案件は19件。このほか、日本債券信用銀行の第一回資金援助は資産買取りだけ

であったが、同資産買取にかかるコストもペイオフコスト内に納まることを確認して行われた）。 

⑤ 特例業務に関する経理処理のための一般金融機関特別勘定、信用協同組合特別勘定の設置 

特別資金援助に関する収支を経理する勘定として両勘定が設定された。ペイオフコスト相当

分は一般勘定の負担とすべきであるので、一般勘定からこれらの勘定への繰入れも規定された。 

⑥ 特別勘定の財源として特別保険料（特別保険料率0.036%＜政令＞）を徴収 

⑦ 特例業務実施のために必要な場合の日本銀行または金融機関等からの借入れ 

⑧ 信用協同組合に係る特例業務のための日本銀行または金融機関等からの借入れに対する政府

保証 

なお、預金保険法改正に伴い、預金保険機構の組織についても、理事長の専任化、理事の増

員、組織の改編（事務局を廃止し、総務部、預金保険部、特別業務部、大阪特別業務部に改組）

などが行われた。 

 

（３）預金保険制度の多様化を図る目的での預金保険法の改正（平成 9 年 12 月 19 日） 

金融再編が加速することが見込まれる中で、預金保険の仕組みの多様化を図り、預金者保護及

び信用秩序維持をより広範に行い得るものとする趣旨から預金保険法の改正が行われた。 

以下はその概要である。 

① 今後の金融再編加速に伴い生じうると予想される「新設合併」について、新たに資金援助が

可能となるよう手当てされた。 

② 平成13年3月末までを限り、経営が悪化し預金の払戻しに支障が生じる事態の発生が懸念され

る複数の破綻金融機関同士のあっせんを受けた特定合併に対し、資金援助を行うことを可能（あ

っせんを受けた日から１年以内に限り資金援助を行うことが可能）とする措置がとられた14。 

この措置により、福徳銀行・なにわ銀行(27)15がなみはや銀行となり、資金援助としての資産

買取りが行われた（平成10年10月1日実施）。 

③ 特例業務に係る日銀等からの借入限度額を１兆円から10兆円に引上げた。 

 

 

                                                  
14 資金援助の手法としては、資産買取りが想定されていたが、平成 9 年 12 月時点では、資産買取りを整理回収

銀行に委託できるのは、信用組合に限定されていた。このため、銀行からの資産買取りについては、預金保険機

構が直接買取ることが想定されていた（その後、平成 10 年 2 月の法改正により、信用組合以外の金融機関から

の資産買取りについても整理回収銀行に委託できることとなり、唯一の特定合併の事例である福徳銀行・なにわ

銀行(27)の事例において初めて整理回収銀行が信用組合以外の金融機関から資産買取りを行った）。 

15 福徳銀行・なにわ銀行(27)は、平成 9 年 10 月 9 日に、特定合併に対する資金援助スキームの成立を見越して、

合併を発表。 
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（４）特別資金援助の実施（平成８年下期～平成９年度） 

                 処理事例 11 件：山陽信用組合(12)～東海信用組合(22) 

上記預金保険法の改正により、ペイオフコスト超の金銭の贈与および整理回収銀行による破綻

信用組合からの資産買取りが実施されることとなったが、ここではその初期の段階（特例業務基

金設置前まで）を扱う。 

全額保護開始後11件の破綻処理手法の特徴点は次のとおりである。 

① ペイオフコスト超の資金援助（特別資金援助）を初めて実施した（預保法附則第16条）。 

山陽信用組合(12)、けんみん大和信用組合(13)が初めての適用例。平成8年10月25日に必要性

の認定が、同年11月５日に資金援助が行われた。 

全額保護への移行後は、地公体・金融機関からの外部支援は、金銭によるものが減少し、地

公体からの整理回収銀行への人材派遣が中心となる。 

図表 5 外部支援と資産稼動効果等の概要 

破綻金融機関名 外部支援 資産稼動効果等 

山陽信用組合(12) 外部支援額：3億円（兵庫県からの

無利子貸付） 

資産稼動効果：4億円 

けんみん大和信用組

合(13) 

 資産稼動効果：3億円 

大阪信用組合(14)  資産稼動効果：20億円 

木津信用組合(15) 外部支援額：122億円（三和銀行か

らの低利融資） 

 

三福信用組合(16)  資金援助効果：1億円 

阪神労働信用組合

(17) 

外部支援額：1億円（兵庫県からの

低利融資） 

資産稼動効果：1億円 

北九州信用組合(18) 人材派遣：福岡県、福岡銀行等より

RCBへ 

資産稼動効果：2億円 

神奈川県信用組合

(19) 

人材派遣：神奈川県よりRCBへ 資産稼動効果：2億円 

阪和銀行(20) （新金融安定化基金より紀伊預金

管理銀行に100億円を出資） 

 

土岐信用組合(21) 人材派遣：岐阜県よりＲＣＢへ 資産稼動効果：1億円 

東海信用組合(22) 人材派遣：岐阜県よりＲＣＢへ 資産稼動効果：1億円 

(注) 運営委員会議決ベース 

 

② 資金援助の新しい方式として、破綻金融機関からの資産買取りを開始した。これは、上記の

とおり平成８年６月の預保法改正により破綻金融機関からの資産の買取りが可能になったこと

と、そのうち、破綻信用組合からの買取りについては協定銀行（整理回収銀行）にその委託を

することができることとなったことによるものである（預金保険機構と整理回収銀行は、平成

８年９月５日に「整理回収業務に関する協定」を締結）。 

なお、整理回収銀行は、当初信用組合からの資産買取りのみを受託していたため、阪和銀行

破綻処理の際には、預金保険機構が直接資産買取りを実施せざるを得ない事態が発生した（預

金保険機構は買取った資産の管理回収業務を整理回収銀行に委託）。 
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整理回収業務は５年間を目途に行われることとされた。 

なお、整理回収銀行による資産買取りの開始により、救済金融機関は、破綻金融機関の多額

の債権譲渡損を承継せざるを得なくなり、この穴を埋める方法として、救済金融機関に対する

資金援助の方法は必然的に金銭の贈与によらざるを得なくなった。 

③ 破綻処理の方式は、原則事業（営業）譲渡とされた。これは、上記金融制度調査会答申にお

いて、「金融機関の破綻処理において、預金保険の発動により保護されるべきは預金者、信用秩

序であり、破綻金融機関、経営者、株主・出資者、従業員ではない」とされ、破綻金融機関を

清算すること、株主・出資者にロスが発生することが示されたことも少なからず影響している。

また、破綻金融機関からの資産買取り制度の実施とも相俟って、救済金融機関が破綻金融機関

から承継すべき事業（営業）の範囲を明確にすることが可能となり、過度に隠れたリスクを救

済金融機関が負わずにすむ結果、救済金融機関の出現が容易になると期待されたことも理由の

一つとして挙げられる。 

④ 一般訴訟枠を初めて設定したのもこの時期である。具体的には、大阪信用組合(14)の処理スキ

ームで初めて設定されたが、これは、救済金融機関の東海銀行が訴訟案件の引受けに消極的で

あったためである。 

なお、一般訴訟枠により金銭の贈与額が増額されたのは、木津信用組合(15)の処理事例におい

てであり、平成10年2月18日に45万36百円が救済金融機関としての整理回収銀行に交付されてい

る。 

救済金融機関は、このスキームにより破綻金融機関から承継する権利・義務に関する訴訟に

ついての偶発債務を自らの負担とすることを回避できることとなり、このスキームは、救済金

融機関の出現を容易にする役割を果たしたものと考えられる。 

⑤ 全額保護の後半では、救済金融機関を新設するケースが多く見られたが、この時期にも一部

先で、整理回収銀行ないし新設銀行を救済金融機関とするケースがみられた。 

整理回収銀行を救済金融機関としたケースとしては、木津信用組合(15)、三福信用組合(16)が

あるが、これらは、救済金融機関が現れなかったことから、預保法第62条により大蔵大臣が事

業譲渡をあっせんしたものである。木津信用組合(15)の破綻処理が、初の「合併等のあっせん」

（預保法第62条）による事業譲渡のケースとなった（「合併等のあっせん」は現時点で当該２件

のみ）。なお、木津信用組合(15)の救済金融機関である整理回収銀行に対し、外部支援として三

和銀行が10年間の低利融資（元本3,000億円、これによる収益補てん見込み額は122.4億円）を実

施し、預金保険機構がこれに対し債務保証を実施している（預金保険法附則第７条第１項第２

号）。 

新設銀行を救済金融機関としたケースとしては、阪和銀行(20)がある。このケースでは、救済

金融機関が見つからない一方で、整理回収銀行も信用組合以外の破綻金融機関を相手に合併・

営業譲受をすることができなかったため、預金債務を管理する時限的な金融機関として紀伊預

金管理銀行を新設（新金融安定化基金＜第一勘定＞が100億円を出資）し、これに預金債務を移

転した（紀伊預金管理銀行は、平成14年3月末に解散）。 

なお、阪和銀行の資産は、前述のとおり預金保険機構自身が買取りを実施するとともに、偶
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発債務であることから紀伊預金管理銀行に承継されなかった16支払承諾を引受けるために、資金

援助事例180件のなかで唯一の債務の引受（40億円）が資金援助として行われた。 

⑥ この時期に破綻処理された木津信用組合(15)、三福信用組合(16)、阪和銀行(20)には、一部業

務停止命令が出された（詳細は２.④参照）。 

⑦ 定額保護下での処理事例と同様、資産稼動効果を贈与金利用計画上の控除金額として計上し

ている。 

 

４．特例業務基金による資金援助の実施以降（全額保護期Ⅱ、平成 10 年度～平成 11

年度上期） 

（１）預金保険制度の拡充のための預金保険法の改正（平成 10 年 2 月 18 日） 

平成９年秋以降、三洋証券、北海道拓殖銀行、山一證券といった大きな金融機関の経営破綻が

相次ぎ、市場参加者だけでなく一般国民にも不安心理が拡がり、金融システム全体の動揺に繋が

りかねない金融環境となったことを受けて、金融機関全般の破綻について的確な処理を図る趣旨

から、平成10年2月、預金保険機構に７兆円の国債が交付されるなど、当機構の財源及び機能強化

を図る預金保険法の改正が行われた。 

なお、同じ平成10年2月には、こうした金融環境の下でわが国の金融機能に対する内外の信頼が

大きく低下し、信用秩序の維持と国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じることが懸念される

事態にあることを踏まえ、金融機関等の自己資本充実を図ることにより金融の機能の安定化を図

る趣旨から、金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律（「金融機能安定化緊急措置法」）

が制定され、同年3月には優先株式等の引受け等が行われた。 

以下は、平成10年2月の預金保険法改正の概要である。 

① 一般金融機関及び信用協同組合の各特別勘定の区分を廃止し、特例業務勘定を設置 

② 特例業務基金の設置（交付国債7兆円を限度） 

③ 特例業務勘定の借入金または債券に係る債務について政府保証枠10兆円設定 

信用組合以外の金融機関の経営破綻に対しても、預金者保護のより確かな資金的裏付けを確

保し、機構が的確な破綻処理機能を果たしうるように、上記①～③の措置が行われた。 

特例業務基金は、北海道拓殖銀行(31)の破綻処理時に初めて取り崩された。 

④ 整理回収銀行の受皿銀行としての機能の対象を一般金融機関に拡充 

これまで、整理回収銀行は破綻信用組合の資産についてのみ買取りの委託を受けることがで

きるものとされていた。このため、阪和銀行(20)の処理時には預金保険機構自らが資産の買取り

を行い、その整理回収業務を改めて整理回収銀行に委託するという方策を採った。 

本改正及び平成10年3月の整理回収協定の改正により、整理回収銀行は、預金保険機構から破

綻金融機関全般からの資産買取りの委託を受けることが可能となり、その初めての適用事例と

して、平成10年10月1日に、福徳銀行・なにわ銀行(27)からの資産買取りを実行した（４．（２）

                                                  
16 紀伊預金管理銀行は、承継した預金の払戻し業務のみを行う銀行であり、負債に見合った額の資産しか保有し

ないこととされたため、引受の対価算定が技術的に困難である支払承諾については紀伊預金管理銀行の承継債務

から除外された。 
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⑥参照）。 

⑤ 罰則権付立入調査権について、破綻金融機関の貸付債権の回収業務にも拡大 

⑥ 預金保険機構債券の発行 

 

（２）特例業務基金（公的資金）による資金援助の実施（平成 10 年度～平成 11 年度上期） 

    処理事例 37 件：田辺信用組合(23)～信用組合大阪弘容(60)(除く日本長期信用銀行(59)) 

平成10年2月の預保法改正により金融機関の破綻処理に公的資金17を使用することが可能となり、

平成10年10月29日の運営委員会において北海道拓殖銀行(31)の破綻処理のために初めて公的資金

が使われた（特例業務勘定内に設けられた特例業務基金に交付された国債の償還を請求し、当該

国債を資金化することにより破綻処理財源を捻出）。ここでは、公的資金による資金援助スキーム

を導入した平成10年度から金融再生法適用案件前までを対象とする。 

特例業務基金設置以降の破綻処理で、平成10年度までに破綻した案件37件の破綻処理手法の特

徴点は次のとおりである。 

① 特例業務基金に交付された国債（平成10年2月の法改正で7兆円を設定）を償還してペイオフ

コスト超の金銭贈与を実施。 

特例業務基金の取崩しを初めて実施したのは、北海道拓殖銀行(31)の処理に際してである。平

成10年10月29日の運営委員会で1兆387億円の交付国債の償還請求が決議された。 

図表 6 外部支援と資産稼動効果等の概要 

破綻金融機関名 外部支援 資産稼動効果等 

田辺信用組合(23)  資産稼動効果：1億円 

朝銀大阪信用組合

(24) 

（在日本朝鮮信用組合協会がRCBに10

億円拠出） 

資産稼動効果：37億円 

逓信信用組合(25) 人材派遣：東京都よりRCBへ  

豊信用組合(26) 外部支援額：17百万円（東京都信用組合

支援基金機構） 

人材派遣：東京都よりRCBへ 

 

福徳銀行･なにわ銀

行(27) 

  

西南信用組合(28) 人材派遣：東京都よりRCBへ  

京都共栄銀行(29)   

品川信用組合(30) 外部支援額：37百万円（東京都信用組合

支援基金機構） 

人材派遣：東京都よりRCBへ 

 

(注) 運営委員会議決ベース 

② 逓信信用組合(25)の破綻処理以降資産稼動効果が原則として勘案されなくなった。これは、資

産稼動効果算定の中心である破綻金融機関の店舗およびこれに伴う預金量の価値が、店舗行政

の自由化進展や、金利自由化と金融緩和継続により預金量拡大が利益増大に直結しなくなった

こと等により、従来と比べて縮小したことが影響している。あわせて、金融機関の体力が全般

                                                  
17 金融機関から徴収した預金保険料ではなく、国の財源からの支出（具体的には、特例業務基金に交付された国

債の償還金）を指す。 

 特定合併
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的に脆弱化し、資金援助額を減少させる方向に働く資産稼動効果を勘案すると、営業譲渡後の

経営不安定化のリスクから救済に名乗りをあげる先が見出しにくくなったといった事情等も間

接的に影響している可能性もある。 

なお、これ以降の案件でも入札により救済金融機関を決定した案件などでは、入札価額に「の

れん代」ないし「営業権」が勘案されている事例はみられている。 

③ 破綻金融機関の資産評価について、引当金控除方式が採用される。 

これまでの破綻処理案件においては、破綻金融機関の資産評価については、当局の清算検査

の結果等を踏まえて、Ⅲ、Ⅳ分類について大蔵省銀行局通達に定められた「決算経理基準」に

基づく償却方法等による一定の減価を行った上で、救済金融機関への資産の承継が行われてい

た。信用組合からの資産買取りに係る価格の算定方法として引当金控除方式が初めて採用され

たのは、長岡信用組合(38)等の処理においてである。もっとも、京都共栄銀行(29)の処理で、Ⅱ

分類債権の買取価格を簿価以下で実施しているほか、北海道拓殖銀行(31)の処理においても、監

査法人による資産評価を実施し、監査法人の調査報告書の考え方によりⅡ分類債権に対する引

当率の見積もりを行っており、この案件には、破綻金融機関の全ての資産についてその評価を

検証せず、確率法則を用いたいわゆる大数の法則を引当に適用するという引当金控除方式の考

え方の萌芽が伺える。 

なお、この時期、引当金控除方式と従来方式との比較がなされ、預金保険機構の資金援助に

係る運営委員会で報告されている。引当金控除方式と従来方式との具体的な相違点については、

後者の引当控除がⅢ分類・Ⅳ分類だけ（いずれも100%引当）について行われているのに対し、

前者はそれに加え、未保全のⅡ分類についても50%の引当が行われている点であるとされている。 

引当金控除方式は、破綻金融機関の大量の貸付債権の評価を短期間に効率的に行い、破綻処

理を迅速に進めることが可能であるという点で優れており、金融機関の破綻が増大し、これに

限られた人材で迅速に対応せざるを得ない環境下で、実務的に合理的な手法であった。見積り

の要素を含む評価手法との面はあるが、代替的な手法として考えられるDCF（ディスカウント

キャッシュフロー）等の手法においても、見積もりの要素から無関係ではなく、また、預金保

険機構が整理回収銀行に買取り委託する不良債権はキャッシュフローを生まない場合や、貸出

先のキャッシュフロー等の財務データを的確に把握していない場合がほとんどであったことも

あり、他の手法の採用は困難であった。この時期、預金保険機構では、DCFに準じるLPS（ロー

ンプライシングスタンダード）という手法についても研究したが、結局は引当金控除方式を基

本的な資産評価方法とすることになった。 

④ 平成11年度以降資金援助の決議を運営委員会で行った案件（和歌山県商工信用組合(55)以降）

からは金銭贈与額を円単位で実施（従来は原則億円単位、例外として金銭贈与額が10億円未満

の場合は百万円単位で実施）。 

⑤ 10年度中の資金援助案件のうち当該年度中に金銭贈与の減額が行われていない案件全てにつ

いて、11年度以降、金銭贈与の減額が行われた。また、引当金控除方式の採用により清算法人

の残余資産の返還が求められた。 

これまでは、金銭贈与の減額は、当初の金銭の贈与額から２億円以上又は増減率で５％以上

の変動があった場合に、「著しい変動」があったものとして減額を行っていたが、平成11年度か
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らは、全ての案件について円単位で実際の事業（営業）時点での要援助額を調査し、減額を求

めることとなった。これを受けて、平成10年度に資金援助を行った案件についても遡及して全

ての先に金銭贈与の減額を求めることとしたものである。 

また、引当金控除方式の導入により、金銭贈与額が従来よりも増加している点に鑑み、引当

金控除方式を適用した先（平成11年度4月までで15先）に対し、清算法人費用の部分について清

算業務終了後の未使用分の返還を求めることとした。 

⑥ 特定合併が実施された。 

福徳銀行・なにわ銀行(27)の破綻処理の手法は、唯一の「特定合併」（二以上の破綻金融機関

を全部の当事者とする合併で、当該合併により金融機関を設立するもの）の事例である。資金

援助については、金銭の贈与が行われなかった事例であり、資産の買取りのみが実施されてい

る。本件は平成10年2月の預保法改正後、整理回収銀行が信用組合以外の破綻金融機関の資産買

取りを行った初めてのケースとなった。 

「特定合併」は、平成9年12月の預金保険法改正により平成13年3月31日までの特例業務とし

て新設＜預金保険法附則第6条の3～第6条の8＞された制度（前述３．（３）②参照）であるが、

その期限を待たずに平成10年10月の預保法改正により廃止されている（平成11年4月1日に廃止）

18。なお、この特定合併により新設されたなみはや銀行は、平成11年8月7日に破綻している（平

成13年2月13日に大和銀行および近畿大阪銀行に営業譲渡）。 

⑦ 信用組合以外の金融機関からの整理回収銀行による資産買取りを実施する。 

平成10年2月の預保法改正により、整理回収銀行は信用組合以外の金融機関からの資産買取り

についても預金保険機構から委託を受けられることとなり（同年3月整理回収協定改正）、福徳

銀行・なにわ銀行(27)の資金援助より信用組合以外からの資産の買取りを実施することとなった。 

⑧ また、早期是正措置導入（平成10年4月）を機に各地公体が関与した信用組合再編が実施され

た。 

・東京都：平成10年3月6日に6信組の破綻公表 

・大阪府：平成10年5月13日に10信組の破綻公表 

⑨ なお、これまで救済金融機関が複数となる場合であっても、資金援助の申請はそのうちの１

先が救済金融機関となり行われたが、北海道拓殖銀行(31)からは申請を複数の金融機関の連名で

行う方式が採られるようになった。 

 

 

                                                  
18 民主党の金融再生法案において特定合併による資金援助を行わないことが示され、金融再生法とともに、預金

保険法の一部改正法（平成 10 年法律第 133 号）により根拠条文が削除された。 
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（参考） 資金援助額算定方式等の変遷 

 

（１）金銭贈与額の単位 

平成10年度まで 原則億円単位。 

例外として、金銭贈与額が10億円未満の場合は百万円単位。 

平成11年度以降 全て円単位。 

時代背景として、①平成10年10月の運営委員会における北海道拓殖銀行処

理の決定により初めて公的資金が使われることとなった、②平成10年度末

時点での預金保険機構の繰越欠損（一般勘定＋特例業務勘定ベース）が1兆

円を超過した、③長銀（平成10年10月23日破綻）、日債銀（同12月13日破綻）

など大型破綻が相次いだ、などがあげられる。 

（２）金銭贈与額の増減ルール 

平成10年度まで 当初の金銭の贈与額から2億円以上又は増減率で5％以上の変動があった場

合に、「著しい変動」があったものとして実施した。 

・初の増額案件は、平成5年10月議決の大阪府民信用組合(4)。 

・初の減額は、平成9年1月議決の福井県第一信用組合(10)。 

・本ルールに基づく増減額は9件。 

平成11年度以降 贈与金利用計画に変動があった場合には、運営委員会の議決を経て、金額

の多寡に係わらず増減を実施した。 

・平成10年度に資金援助が行われた先にも適用（平成10年度中に減額が行

われた田辺信用組合(23)を除く27件）。 

・救済金融機関からの営業譲渡等実施日における贈与金利用計画の精査結

果報告書の提出義務を明確化。 

上記（１）と同様の理由に基づくものと考えられる。 

(参考) 

金銭贈与額の分割

支払 

全額保護の初期（平成9～10年度）においては、金銭贈与額を分割支払しよ

うとしたケースが存在する。 
（具体例） 

・木津信用組合(15)：譲渡実施日に10,022億円、318億円を上限に平成9～18年度に分割支

払い。実際は、9年度分しか支払われず。 

・阪和銀行(20)：譲渡実施日に814億円、35億円を上限に平成10～18年度に分割支払い。

実際は、分割払いは行われず。 

（３）資産稼動効果等の計上 

当初 要贈与額算定上のロス・費用の充当財源として、資産稼動効果等を計上し

た（金銭贈与額を減額させる効果）。 

第101回運営委員会 

(平成10年8月10日､ 

逓信信用組合(25))以降 

要贈与額の算定上資産稼動効果を勘案しないこととした。 

但し、一部案件では暖簾代の計上案件あり。 

           なみはや銀行(88)、東京相和銀行(97)等 

 



- 45 - 

（４）資産評価 

当初 監督官庁による（清算）検査結果（資産の一部については、預保委託によ

る監査法人調査結果）を使用 

Ⅲ、Ⅳ分類について一定の減価 

第109回運営委員会 

(平成10年12月18日､ 

長岡信用組合(38))以降 

資産買取りに係る価格の算定方法として引当金控除方式が一律導入された

（実質的には京都共栄銀行(29)での試行が最初の事例）。 

不動産の譲渡価額についても、原則鑑定評価を実施。 

入札案件に関する救済金融機関への譲渡価額は、入札額による。 

第138回運営委員会 

(平成12年11月1日､ 

西相信用金庫(81))以降 

信用組合の監督が金融庁に移行してからは清算検査は行われなかった。こ

のため、与信性資産等について、監査法人調査を実施して価額を算出した19。

（５）資金援助に要すると見込まれる費用 

当初 「金銭贈与額」、「整理回収の費用」を計上していた。 

第146回運営委員会 

(平成13年3月7日､ 
四国貯蓄信用組合(91)､

日南信用金庫(92))以降 

「訴訟により金銭贈与の増額が見込まれる費用」も加算した。 

 これは、四国貯蓄信用組合(91)、日南信用金庫(92)の案件（いずれも平成

13年3月7日の運営委員会で決議）について、従来の算定方法では「資金援

助に要すると見込まれる費用」が「ペイオフコスト」を僅かに下回るもの

の、訴訟関係費用の支出によりペイオフコストを超えることが予想された

ため、「訴訟により金銭贈与の増額が見込まれる費用」を加算して特別資金

援助として必要性の認定を得ておくこととしたものである。 

（６）一般訴訟枠 

第88回運営委員会 

(平成9年1月9日､ 

大阪信用組合(14))以降 

一般訴訟枠の設定を開始。増額承認は平成10年2月13日に木津信用組合(15)

の案件で実施、平成10年2月18日に増額分の交付を実施した。 

増額申請前に支払いを先行したケースも存在する。高島信用組合(53) 

（７）類型案件 

第114回運営委員会 

(平成11年3月9日､ 

みどり銀行(50))以降 

みどり銀行(50)の案件が初めての設定である。 

 みどり銀行の案件では、見込まれる訴訟案件が莫大となり、資金援助の

申込み時点までに一般訴訟枠の申請として必要な訴訟の可能性のある案件

の洗い出しを終えることができなかったため、これを救済するために類型

案件という手法を適用した。 

 支払いは、平成15年2月19日の運営委員会の決議により、同年3月3日に初

めて行われる（みどり銀行(50)、不動信用金庫(65)）。 

 被管理銀行の破たん処理の経験より、信用組合大阪商銀(96)の案件以降す

べてについて、出資金に関するものと、預金の支払いに関するもの（宇都

宮信用金庫(114)以降、一部修正）について類型案件を設定した。 

（８）清算法人費用 

平成11年4月までの 引当金控除方式の採用に伴い、清算法人の残余財産の返還交渉を開始した。

                                                  
19 国民銀行(79)も、清算検査未実施であり、整理回収機構買取価格に影響を与える債務者区分について金融整理

管財人による自己査定を使用している。 

  銀行の破綻処理（中部銀行(179)､石川銀行(180)を除く）において、整理回収機構買取り分及び新潟中央銀行(94)

の群馬県下の資産（群馬銀行・東和銀行引受け分）を除く救済金融機関に移転する適資産については、監査法人

調査を実施しなかった。これは、入札により価額が決定されることから監査法人の調査が不要と考えたものと推

測される。なお、新潟中央銀行の群馬県下の群馬銀行・東和銀行引受け資産については相対取引による譲渡であ

ったため入札が行われなかった。 
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15件 

長岡信用組合（平成

10年12月資金援助

決定）以降の15信用

組合 

清算法人費用の返還を任意で要請した。 
＜返還交渉の対象15信用組合＞ 

長岡信用組合(38)（北越銀行）、大和信用組合(39)（成協信用組合）、奈良県信用組合(40)

（南都銀行）、静岡商銀信用組合(41)（横浜商銀信用組合）、日本貯蓄信用組合(43)（成協

信用組合）、西武信用組合(44)（あさひ銀行）、神奈川商工信用組合(45)（川崎信用組合）、

信用組合山口商銀(46)（信用組合広島商銀）、島根商銀信用組合(47)（信用組合広島商銀）、

河内信用組合(48)（成協信用組合）、北海商銀信用組合(52)（信用組合宮城商銀）、高島信

用組合(53)（滋賀県信用組合）、大阪東和信用組合(54)（大同信用組合）、和歌山県商工信

用組合(55)（紀陽銀行）、興和信用組合(56)（大同信用組合） 

なお、静岡商銀信用組合(41)、北海商銀信用組合(52)、興和信用組合(56)については、残

余財産が０となったため、返還なし。 

湘南信用組合(42)、 

相模原信用組合(49)､

福寿信用組合(57) 

以降の案件より 

清算法人の残余財産に係る贈与金の返還を資金援助契約書に規定した。 
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破綻処理手法の進化と関連法の整備（金融再生法以後） 

 

我が国の破綻処理手法は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(以下「金融再生

法」という。)の施行（平成10年10月23日）により、抜本的に変わることとなった｡ 

 

前稿でみたように、平成10年は夏までに福徳銀行、なにわ銀行、みどり銀行及び32信用組合が

相次いで破綻する状況が続き、そして、我が国全体の不良債権額を巡る様々な見積もりが取上げ

られ、不良債権問題からの脱出に対する懸念が膨らむ中で、破綻処理を破綻金融機関の旧経営陣

に任せるような破綻処理のやり方では甘い責任追及や破綻の先延ばしを招くのではないかという

破綻処理手法に対する批判の声が強くなっていった。そして、同年夏からのいわゆる金融国会に

おいて、経営危機に直面した日本長期信用銀行の個別問題と共に、金融機関の不良債権処理を集

中的に行い、ゆるぎない金融システムを確立するための方策が審議された結果、金融再生関連法

が制定され、今日の破綻処理制度の基礎が整備された｡1 

これにより、金融整理管財人制度、承継銀行制度、特別公的管理制度、金融機関の資産買取制

度の創設等多様な破綻処理制度が整備されると共に、金融危機に一元的に対処するための行政機

関である金融再生委員会の設置、住宅金融債権管理機構と整理回収銀行を一体とした整理回収機

構の設立等が行われた。2 

 

本稿では、金融再生法以降の破綻処理手法の変遷について、①時限的な措置から恒久的な措置

への制度的な変更内容、②全額保護下での破綻処理制度の適用状況、③全額保護下の破綻処理業

務の特徴、④定額保護下の破綻処理業務について説明する。 

                                                  
1 政府・与党金融再生トータルプラン推進協議会による「金融再生トータルプラン（第 2次とりまとめ）」（平成

10 年 7 月 2日）は、金融システムの安定化と機能強化に関し、「民間の引受け手が登場しない場合でも、善意か

つ健全な借り手に融資を維持･継続できる公的な新銀行をブリッジバンクとして設立できる制度を整える」とし

た。これを受け、同年８月、「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律及び預金保険法の一部を改正す

る法律案」（いわゆるブリッジバンク法案）をはじめとする「金融再生トータルプラン」関連６法案が国会に提

出された。 

  一方、日本長期信用銀行が経営危機に陥ったこともあって、政府が提出したブリッジバンク法案が審議されて

いる中、民主党､平和・改革、自由党の３会派は、同年 9月、ブリッジバンク法案への対案として、特別公的管

理制度の導入等を盛り込んだ「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案」に加え、「預金保険法の一部

を改正する法律案」、「金融再生委員会設置法案」及び「金融再生委員会設置法の施行に伴う関係法律の整備に関

する法律案」（いわゆる金融再生関連法案）を国会に提出した。 

  その後、与野党間で精力的に協議が続けられた結果、政府案と野党案を併せる形の金融再生関連法案の修正案

（自民党、民主党、平和・改革提出）が、同年 10 月に可決、成立した。 

2 本稿では取上げないが、同時期に我が国の金融機能を安定化させるための緊急措置として公的資金による金融

機関の資本増強制度が導入された。平成 10 年 2月に「金融機能安定化緊急措置法」が施行され(交付国債 3兆円

と政府保証 10 兆円を付与)、同 3月に主要行を中心に 21 行に対して 1.8 兆円の公的資金が注入された。更に、

平成 10 年の金融国会での審議を経て、同法は金融再生法の施行日と同日付で廃止され、新たに「金融機能早期

健全化緊急措置法」が施行され（政府保証 25 兆円を付与）、平成 14 年 3月末までに 32 行に対して 8.6 兆円の公

的資金が注入された。 
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１．金融再生法の概要 

（１）破綻処理の原則 

金融再生法は、金融機関の破綻処理の原則を以下の通り定め、平成13年3月31日までの時限措置

として、金融機関の破綻に関する施策を集中的に実施することとした。 

ⅰ. 破綻した金融機関の不良債権等の財務内容その他の経営の状況を開示すること。 

ⅱ. 経営の健全性の確保が困難な金融機関を存続させないこと。 

ⅲ. 破綻した金融機関の株主及び経営者等の責任を明確にすること。 

ⅳ. 預金者等を保護すること。 

ⅴ. 金融機関の金融仲介機能を維持すること。 

ⅵ. 金融機関の破綻処理に係る費用が最小となるようにすること。 

 

（２）従来の破綻処理手法との違い 

破綻金融機関の業務運営及び経営管理の形が抜本的に変わる｡破綻金融機関の経営は、金融再生

法施行前では旧経営陣が引き続いて行うものであったが、金融再生法によって創設された金融整

理管財人制度等の下では、旧経営陣は退任し、法的な根拠によって選ばれ、その権限と責任を明

確に定められた公的な管理人が行うことになった。 

これにより、破綻金融機関の経営者の責任追及はより厳格に行われることになる他、更に、以

下のような特色を有している。 

ⅰ. 破綻公表時点で救済金融機関が直ちに見出されなくても当面の金融機能の維持が可能と

なる。 

ⅱ. 破綻公表時点で救済金融機関を直ちに確定する必要がないため、比較的迅速に破綻処理に

入ることができ、また、破綻処理の手続き面で当局に強い権限が与えられている。 

ⅲ. 金融仲介機能の維持を重視し、借り手の保護に配慮している。 

 

すなわち、新たな破綻処理制度は、法律上、譲受金融機関が見出し難い中でも、破綻金融機関

の金融機能を維持しながら処理を進めることを求めており、破綻金融機関の業務運営は、金融機

関の利用者との関係では｢預金者等の保護」と共に「借り手の保護」が求められることとなった。 

 

（３）金融整理管財人制度の概要 

金融整理管財人制度は、破綻金融機関が一定の要件に該当する場合に、行政当局が旧経営陣に

代わる金融整理管財人を選任して破綻金融機関に派遣するスキームである。その際、破綻金融機

関の法人格は存続し業務も継続されるため、金融機能は維持される。 

ⅰ. 金融再生委員会は、平成13年3月31日までを限り、金融機関がその財産をもって債務を完

済することができない場合その他金融機関がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の

払戻しを停止するおそれがあると認める場合又は金融機関が預金等の払戻しを停止した場合

であって、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、金
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融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分をすることができる。 

ア．当該金融機関の業務の運営が著しく不適切であること 

イ．当該金融機関について、営業譲渡等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解

散が行われる場合には、当該金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円

滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること 

ⅱ. 金融再生委員会は、管理を命ずる処分を行い、同時に金融整理管財人を選任しなければな

らない。破綻金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融

整理管財人に専属する。なお、金融整理管財人を選任する場合預金保険機構の意見を聴かな

ければならない。 

ⅲ. 金融整理管財人は、資産劣化の防止等の観点から発せられた業務改善命令を踏まえた適切

な業務運営を行うことが求められると同時に、極力早期に譲受金融機関を見出すことによっ

て預金者等の保護及び信用秩序の維持に万全を期することが要請される。 

破綻金融機関が管理を命ずる処分を受ける状況に至った経緯等を調査し、金融再生委員会

に報告するとともに、破綻金融機関の取締役等及び取締役等であった者の民事上・刑事上の

責任を追及する。 

ⅳ. 金融整理管財人は、管理を命ずる処分の日から１年以内に、営業譲渡等により破綻金融機

関の管理を終了しなければならない（ただし、１年に限り延長可）。 

 

（４）承継銀行制度の概要 

金融整理管財人の行う破綻処理は、他の健全金融機関への営業譲渡等によって終了するが、譲

受金融機関を必ずしも速やかに見出せない事態も考えられる。承継銀行制度はこの場合の処理ス

キームであり、当該破綻金融機関の業務を暫定的に承継銀行へ引き継ぎ、承継銀行が最終的な他

の健全金融機関を見出し、営業譲渡等を行い、破綻処理を終える。 

ⅰ. 金融再生委員会は、平成13年3月31日までを限り、破綻金融機関が（３）ⅰ.イの要件に該

当し、かつ、当該破綻金融機関の業務承継のため承継銀行を活用する必要があると認めると

きは、預金保険機構が当該破綻金融機関から業務を引き継ぐため営業の譲受け等を行う承継

銀行を子会社として設立すべき旨等の決定を行うことができる。 

預金保険機構は、この決定があったときは、当該決定に係る出資の内容について金融再生

委員会の承認を受けて、平成13年3月31日までに、承継銀行を設立・出資しなければならない。 

ⅱ. 金融再生委員会は、当該破綻金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、金融再生

委員会があらかじめ定め、公表した基準に従い、承継銀行が保有する資産として適当である

か否かの判定を行う。 

ⅲ. 預金保険機構は、承継銀行の業務の円滑な実施のために必要とする資金について、承継銀

行に対し貸付け又は債務の保証を行うことができる。また、預金保険機構は、承継銀行の業

務の実施により生じた損失の補てんを行うことができる。 

ⅳ. 預金保険機構は、管理を命ずる処分の日から1年以内に、金融再生委員会の承認を受け、

承継銀行の合併、営業の全部の譲渡、株式の譲渡その他の処分等により承継銀行の経営管理
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を終了しなければならない（ただし、1年ごとに2回まで延長可）。 

 

（５）特別公的管理制度の概要 

特別公的管理制度は、一定の条件に該当するものにつき、破綻銀行の申出ないし当局の決定を

経て、その全ての株式を預金保険機構が強制的に取得して国有化し、行政当局の指名により新た

に選任された取締役及び監査役が当該破綻銀行を管理・運営するものである。 

金融整理管財人制度が金融機関の経営者を全面的に入れ替えるものであるのに対し、この制度

は、それに加えて銀行の所有者も強制的に変更するものである。 

特別公的管理制度の適用は、広範な業務を行っている大規模銀行で、他の金融機関への連鎖的

な破綻の伝播や国際金融市場への重大な影響などのシステミック・リスクの存在するケースが想

定されていた。 

ⅰ. 金融再生委員会は、銀行がその財産をもって債務を完済することができない場合その他銀

行がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める

場合又は銀行が預金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件に該当すると認め

るときは、当該銀行につき、特別公的管理（いわゆる一時国有化）の開始を決定することが

できる。 

ア．当該銀行について営業譲渡等が行われることなく、当該銀行の業務の全部の廃止又は解

散が行われる場合には、次のいずれかの事態を生じさせるおそれがあること。 

ａ. 他の金融機関等の連鎖的な破綻を発生させることとなる等により、我が国における金

融の機能に極めて重大な障害が生ずることとなる事態 

ｂ. 当該銀行が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率である等の理由に

より、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野

における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態 

イ．特別公的管理以外の方法によってはアのａ又はｂに掲げる事態を回避することができな

いこと。 

ⅱ. 金融再生委員会は、銀行がその業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するお

それが生ずると認める場合であって、次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該銀行

につき、特別公的管理開始決定をすることができる。1 

ア．当該銀行について営業譲渡等が行われることなく、当該銀行の業務の全部の廃止又は解

散が行われる場合には、ⅰアａに掲げる事態を生じさせるおそれがあり、かつ、国際金融

市場に重大な影響を及ぼすこととなる事態を生じさせるおそれがあること。 

イ．特別公的管理以外の方法によってはⅱアに掲げる事態を回避することができないこと。 

                                                  
1 金融国会の場で、いわゆる「破綻前処理」の議論が行われた。金融再生法は、雑則において、金融機関は、平

成13年3月31日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあるときは、

その旨及びその理由を、文書をもって、金融再生委員会に申し出なければならないとされ、加えて破綻前での対

処も可能とするため、銀行は、平成 13 年 3月 31 日までを限り、その業務又は財産の状況に照らし預金等の払戻

しを停止するおそれが生じると認められるときは、その旨及びその理由を、文書をもって、金融再生委員会に申

し出なければならないとされた。 
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ⅲ. 金融再生委員会は、特別公的管理開始決定と同時に、預金保険機構が当該銀行の株式を取

得することを決定し、これを公告する。特別公的管理銀行の株式は、公告時に、預金保険機

構が取得することとし、当該株式に係る株券は、公告時において無効とする。 

ⅳ. 金融再生委員会に置かれる株価算定委員会は、公告時における当該特別公的管理銀行の純

資産額を基礎として、金融再生委員会規則で定める算定基準に従い、取得株式の対価を決定

する。 

ⅴ. 預金保険機構は、特別公的管理銀行の取締役及び監査役を金融再生委員会の指名に基づき

選任し、金融再生委員会の承認を得て解任することができる。 

ⅵ. 特別公的管理銀行は、特別公的管理開始決定が行われる状況に至った経緯等を調査し、金

融再生委員会に報告するとともに、旧経営陣の民事上・刑事上の責任を追及する。 

ⅶ. 預金保険機構は、金融再生委員会の承認を得て、特別公的管理銀行に対し、業務に必要な

資金を貸し付けるとともに、その業務の実施により生じた損失の補てんを行うことができる。 

ⅷ. 金融再生委員会は、平成13年3月31日までに、特別公的管理銀行の営業の譲渡又は株式の

譲渡その他の処分により特別公的管理を終えるものとする。 

 

２．金融整理管財人制度等の適用状況 

（１）金融整理管財人制度による処理 

金融再生法施行により時限措置としての金融整理管財人制度が導入された平成10年10月から、

廃止された平成13年3月末までの間に、破綻した金融機関の数は、 

平成10年10月から平成11年3月末までに、  1信用組合、2銀行、 

平成11年度に、             29信用組合、10信用金庫、5銀行、 

平成12年度に、             12信用組合、2信用金庫 

となっている。 

なお、信用組合のうち、一つの都道府県の区域を越えない区域とする組合に対する監督事務は

機関委任事務として都道府県知事が行っていたが、同権限は平成12年4月に国に移管されている。 

 

① 金融再生法施行後の初期 

これらの破綻金融機関のうち、平成10年度の2銀行に対しては特別公的管理制度が適用された

が(後述の「２．（３）特別公的管理制度による処理」を参照)、その他の事例の中にも金融整理

管財人が選任されていないものがある。具体的には19協同組織金融機関において金融整理管財

人が選任されず、破綻処理が行われている。このように、金融再生法施行後しばらくの間は、

金融整理管財人が選任されず預金保険法の手続きで処理された事例と金融再生法が適用され金

融整理管財人の手で処理された事例の二つの対応が見受けられた。 

また、金融整理管財人が選任されている事例の中には、一旦、金融整理管財人を選任せずに

破綻処理が開始された後、相当期間を経て管理を命ずる処分が発出され、金融整理管財人によ

る管理に移行されているものもある（いわゆる民族系信用組合16組合。その中には金融再生法
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施行前に破綻公表されていた事例も含まれる。）。 

 

このように二つの対応が見受けられた理由としては、金融再生法施行当時、破綻公表時に譲

受金融機関がある場合には金融整理管財人による管理は行ってこなかったが、その後、金融整

理管財人を派遣して業務運営や責任追及等に万全を期するとともに、破綻処理の透明性を高め

ることが必要と判断された事例が生じたことによるものと考えられる。 

 

なお、金融整理管財人が選任されなかった破綻信用組合の場合、都道府県は職員等からなる

顧問団を常駐させ、資産保全の命令を着実に実施させる観点から指導を行っている。平成12年4

月に信用組合に係る監督権限が国に一元化されてからは、国は人的制約等から職員の常駐は行

っていないが、資産保全の命令を出し直し、弁護士、会計士からなる業務監査委員会の設置を

指導している。これらは自発的に設置されていた破綻信用金庫の対応を参考にしたものとされ

る。平成9年11月に破綻した北海道拓殖銀行や德陽シティ銀行等でも業務監査委員会が設置され

ており、預金保険機構がオブザーバーとして参加している。 

 

② 金融整理管財人制度の定着 

その後、平成12年4月に破綻したわかば信用金庫が金融整理管財人の管理によらず処理された

のを最後に、それ以降に発生した破綻事例では業態を問わず、金融整理管財人により処理が行

われている。この頃には、行政当局等による水面下での譲受金融機関が見出し難くなっていた

ことなどから、金融整理管財人による処理が定着していったものと考えられる。 

 

結局、金融再生法下において破綻した金融機関の数は、銀行7件、信用金庫12件、信用組合42

件であるが、そのうち、銀行5件、信用金庫1件、信用組合34件に対して金融整理管財人制度が

適用されている。 

これらのうち、銀行では、特別公的管理制度が適用された2長期信用銀行を除く全ての事例で

金融整理管財人制度が適用されている｡平成11年4月に破綻した国民銀行の事例は金融再生法に

基づく金融整理管財人が選任された最初の事例でもある｡また、信用金庫については、平成11

年11月に不祥事件により破綻した日南信用金庫においてのみ金融整理管財人が選任されている

（信用金庫の破綻は12年4月に破綻したわかば信用金庫の次は、金融再生法の時限措置終了後で

ある13年10月に破綻した宇都宮信用金庫及び大阪第一信用金庫となる｡）。信用組合については、

平成11年10月に破綻した富山商銀信用組合が金融整理管財人を選任せず、処理されたが、それ

以降、全ての事例で金融整理管財人が選任されている。 

 

これらのうち、預金保険機構は、5銀行、1信用金庫及び2信用組合の金融整理管財人に選任さ

れている。具体的には、国民銀行（平成11年4月破綻）、幸福銀行（同年5月破綻）、東京相和銀

行（同年6月破綻）、なみはや銀行（同年8月破綻）、新潟中央銀行（同年10月破綻）、日南信用金

庫（同年11月破綻）、信組関西興銀(平成12年12月破綻)、朝銀東京信組(同年同月破綻)である。 
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③ 金融整理管財人による管理期限の延長 

20を超える破綻金融機関の処理において、管理を命ずる処分の日から1年以内に営業譲渡等が

行われておらず、管理が終了していない。このため、譲受金融機関との間で営業譲渡等の実行

日が決まった段階で、金融整理管財人は行政当局から管理期限の延長の承認を得て、対応して

いる。 

 

（２）承継銀行制度の活用 

承継銀行制度については、金融再生法下での適用事例はない。 

承継銀行制度と金融整理管財人制度の相違点の一つに、破綻金融機関が管理を命ずる処分の日

から営業譲渡等によって管理を終了するまでの期間が、承継銀行制度（最長３年間）では金融整

理管財人制度（最長２年間）よりも長くできることがある。金融再生法下で破綻した金融機関は、

いずれも管理を命ずる処分の日から２年以内に営業譲渡等を行い、管理を終了できる見込みが立

ったことから、承継銀行制度を活用する必要性は生じなかった。 

なお、いわゆる民族系信用組合については、統合構想の変更、譲受金融機関の破綻等、破綻公

表後に大きな情勢の変化があったことから、破綻公表から事業譲渡までに2年以上を費やしている

ものが多いが、いずれも、途中に発出された管理を命ずる処分の日から２年以内に事業譲渡を行

い、管理を終えている。 

 

（３）特別公的管理制度による処理 

日本長期信用銀行（平成10年10月破綻。以下「長銀」。）及び日本債券信用銀行（同年12月破綻。

以下｢日債銀｣。）に対して特別公的管理制度が適用された｡いわゆる金融国会における金融再生関

連法案を巡る審議の過程では、長銀個別の処理方法を巡る論議が行われ、金融再生法の施行日(平

成10年10月23日)と同日に、長銀に対して特別公的管理制度の適用が決定されている｡2 

なお、長期信用銀行の信用問題が騒がれる中で、当時、預金保険法上、保険料徴収の対象商品

に規定されていなかった「金融債の保護」が大きな議論の一つとなった。政府は、「金融債の保護」

について、特例措置として特別資金援助を定めた預金保険法附則第16条（平成８年改正預金保険

法）を法的な根拠として説明していたが、金融国会等で出された法律上明確にすべきとの意見を

踏まえて、平成12年預金保険法改正により、金融債（但し、保護預り専用商品に限る。）が預金保

険の対象となる｢預金等｣の定義に加えられたところである。3  

                                                  
2 「金融再生委員会の運営の基本方針」（平成 11 年 1月 20 日）により、金融機関の破綻処理について、①客観

的な検査等の結果に基づき、経営の健全性の確保が困難であると判断される金融機関は存続させないものとし、

金融再生法等に基づき、グローバル・スタンダードに従って透明性の高い的確な処理を行う、②その際、預金者

及び善意かつ健全な債務者を保護するとともに、仲介機能を果たすフィナンシャル・アドバイザーを用いる等に

より、破綻した金融機関の金融機能や企業価値について他の健全な金融機関への円滑な移行を図り、金融システ

ムの効率化に配慮する。また、破綻した金融機関の経営者や悪質な借り手等に対しては、厳格な責任追及を行う、

との考え方が示された。  

3 両長期信用銀行が破綻する時点では、付保対象預金の全額保護のみならず、付保対象外の預金、さらには預金
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預金保険機構は、金融再生委員会の指名に基づき新たな取締役及び監査役を選任すると共に、

両行の新経営陣からの要請に基づいて、業務の適切な運営と透明性の高い意思決定プロセスの確

保を目的に設置された業務監査委員会及び金融再生法第50条に定められた旧経営陣等の責任追及

のための調査組織として設置された内部調査委員会にオブザーバーとして参加し、対応している。 

 

① 日本長期信用銀行 

（破綻に至った経緯） 

平成10年6月以降、長銀は、格付けの低下とともに株価も大幅に下落していった。この事態に

対処するため、住友信託銀行との合併の構想、不良債権処理及び経営合理化策を相次いで発表

するなど市場の信認の回復に努めたが、その後も株価は下落し資金調達は困難化していった。 

平成10年10月23日、金融再生法の施行当日に、長銀は同法第68条2項に基づき「その業務又は

財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれが生ずると認められる」旨の申出を行い、

同日、内閣総理大臣により、同法第36条1項に基づき、特別公的管理の開始の決定が行われた。 

なお、長銀は特別公的管理銀行の報告（金融再生法第46条）において、経営悪化の原因とし

て以下の諸点を挙げている。 

 

ⅰ．長信銀業務からの転換、脱却という流れは変化していなかったにも拘わらず、結局は、貸

出競争へ転換していったこと 

ⅱ．長信銀制度の精神に鑑みれば、リスク管理を強化すべき時期に結果として全ての経営スタ

イルの牽制を弱める方向へ改変してしまったこと 

ⅲ．不動産に対する右肩上がりの神話に過度に依存したことや、プロジェクトファイナンンス

においてもプロジェクトのオペレーション能力を軽視する風潮にあるなど、貸出のリスクチ

ェックが甘かったこと 

ⅳ．あらゆる経営指標が貸出競争を促進させるように仕組まれており、他行比大きな不良資産

を生み出したこと 

ⅴ．このような長銀の動きや経営方針が、関連ノンバンク各社にも伝播して行き、グループト

ータルでの不良資産増大につながっていったこと 

ⅵ．債券の販売が好調であったこと、及び保有株式の含み益が急増したこと、昭和62年から平

成元年にかけては、増資や転換社債発行を実施したことから、資本充実に関しても問題なか

ったこと等が経営の安心感を醸成してしまったこと 

 

                                                                                                                                                            
以外の負債一般も実質的に保護するという政府方針が既に出されており、例えば、長銀の破綻に関する内閣総理

大臣の談話においても、「預金、金融債、インターバンク取引、デリバティブ取引等の負債は全額保護され、期

日通り支障なく支払われるとともに、善意かつ健全な借り手への融資も継続されることとなっている。」と述べ

られている。両行の資金調達は金融債に大宗を依存していたため、金銭贈与額のほとんどが特別資金援助であっ

た。 
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（破綻処理における特記事項） 

ａ．平成10年10月23日の金融再生法施行後、特別公的管理銀行に対する初の特例資金援助の事

例であり、既往最大規模の金銭贈与（3兆2,350億円）が実施された。 

ｂ．金融再生委員会による資産判定は、平成10年金融再生委員会告示第2号（被管理金融機関の

貸出債権その他の資産の内容を審査し、承継銀行が保有する資産として適当であるか否かの

判定を行うための基準を定める件）に基づく資産判定基準により行われた。判定に当たって

は、債務者の特殊事情（特許取得や保証など）に基づき将来の収益や債務の履行の確保を考

慮の上、｢適｣資産と判定されたものは、新生長銀へ承継されている。 

ｃ．不適資産買取りのうち、買取り条件の確定した不適資産の買取りを先行実施し、「当面長銀

自身に売却や買取りのための諸準備整備を継続的に行わせるのが適当と判断したもの」（例え

ば、関連会社向け貸出、海外の資産）は、次回の対象とし、買取は2回に分けて実施された。 

ｄ．各受皿候補は資産のデュー・デリジェンスには消極的で、むしろ譲渡後の2次ロス対策を求

めていた中で、民法上の瑕疵担保責任の法理を用い「瑕疵担保条項」が最終契約書に盛り込

まれた。なお、2次ロス対策として米国において実例のあるロスシェアリング方式も検討され

たが、金融再生法上明文規定がなく、その可能性について金融再生委員会等で検討されたが、

困難との結論に至っている。 

ｅ．最終契約書（株式売買契約書）に基づき、受皿であるニュー・LTCB・パートナーズ社（以

下、「パートナーズ社」）は、預金保険機構が保有する長銀の発行済普通株式24億1,707万5千

株を10億円で購入した他、新生長銀の新規発行普通株式1,200億円（3億株）を引受け。 

ｆ．長銀保有株式含み益のうち2,500億円を譲渡後に実現させ、新生長銀の自己資本の増強に充

当。合わせて金融機能早期健全化緊急措置法（以下「早期健全化法」）に基づき優先株式2,400

億円（6億株）の資本注入により、13％程度の自己資本比率が達成された。 

ｇ．金融機能安定化緊急措置法（以下「旧安定化法」）に基づく優先株式1,300億円（1億株）に

ついては、968億円（74,528千株）に減資を行い当機構が保有（当機構の簿価は0円）、早期健

全化法に基づく資本注入分も含め、国の潜在的持株比率が33％以内となるように設定された。 

ｈ．また、株式売買契約書では、上記ｇの預金保険機構保有の新生長銀株式の時価総額が5,000

億円を超えている場合には、新生長銀は預金保険機構に対し売却を要請できるとしている。 

ｉ．株式売買契約書に基づき、特別公的管理終了時において長銀が保有していた株式で、預金

保険機構が買取り、新生信託銀行に信託していたものは、17年3月1日に当初信託期間が満了

となり、一部を当機構に移管するとともに、残りの信託期間を１年間延長した。 

 

② 日本債券信用銀行 

（破綻に至った経緯） 

平成10年7月、金融監督庁は、主要行に対する一斉検査の一環として、日債銀に対する検査を

実施した。その検査結果を踏まえた日債銀の平成10年3月期時点の自己資本額は944億円の債務

超過であること、さらに1,803億円の有価証券等の含み損を有していたことが示された。 
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金融監督庁からは、日債銀に対し、銀行法第24条に基づき、債務超過を解消するため採り得

る資本充実策について逐次報告を求めたが、日債銀より実現性のある資本充実策は提示されな

かった。こうした状況を踏まえ、平成10年12月13日、内閣総理大臣により、金融再生法第36条

に基づき特別公的管理の開始の決定が行われるに至った。 

なお、日債銀は特別公的管理銀行の報告（金融再生法第46条）において、経営悪化の原因と

して以下の諸点を挙げている。 

 

ⅰ．業務の効率性追求に重点を置きすぎたあまり、大口先への傾斜に流れていったこと 

ⅱ．大口偏重による貸出の量的拡大は、業種的にもノンバンクや中小不動産業といった特定業

種に集中しており、保全面の対応も甘かったこと 

ⅲ．プロジェクトファイナンスについて、コーポレートリスクに対する企業審査が不十分で、

プロジェクトの成算性を過大に評価した案件取上げが行われたケースが少なくなかったこと 

ⅳ．関連ノンバンクにおいては、バブル期に不動産業等の事業者向け融資を中心に業容拡大を

図り、その後に多大な不良債権を抱えるという状況を招いたこと 

 

（破綻処理における特記事項） 

ａ．金銭贈与額（3兆1,414億円）は、長銀に次いで2番目の大規模なものとなっている。 

ｂ．金融再生委員会による資産判定、不適資産の買取りなど破綻処理における各種措置は、長

銀処理の例にならって行われた。 

ｃ．日債銀譲渡にかかる最終契約書（株式売買契約書）についても、譲渡後の各種措置等（瑕

疵担保スキーム等）、長銀の最終契約書のスキームとほぼ同様のものとなっている。 

ｄ．平成12年6月30日、受皿の主要買主3社であるソフトバンク、オリックス、東京海上火災保

険及び他の金融機関等（以下、ソフトバンク以下を「ソフトバンク・グループ」という。）と

の最終契約書締結後、同年8月1日に譲渡が行われる予定であったが、特別公的管理銀行にか

かる譲渡の仕組み、とりわけ瑕疵担保条項については、長銀における「そごう問題」に端を

発し、与党をはじめとする各方面から、あるいは国会においても様々な批判や指摘があり、

特に説明が必ずしも十分ではなかったとの批判があった。こうした状況の中で、当初予定の8

月1日に譲渡を実行するのは適当ではなく、また、譲渡予定先のソフトバンク・グループから

も延期を希望する旨の意向が伝えられたこともあり、日債銀の譲渡は9月1日まで1か月間延期

された。 

ｅ．最終契約書（株式売買契約書）に基づき、ソフトバンク・グループは、預金保険機構が保

有する日債銀の発行済普通株式25億153万6千株を約10億円で購入した他、新生日債銀の新規

発行普通株式約1,000億円（約3億3,333万株）を引受け。 

ｆ．日債銀保有株式含み益のうち850億円を日債銀譲渡後に実現させ､新生日債銀の自己資本の

増強に充当｡合わせて早期健全化法に基づく優先株約2,600億円（約8億6,666万株）の資本注入

により、13％程度の自己資本比率が達成された。 

ｇ．旧安定化法に基づく優先株式600億円（1億2千万株）については、約241億円（約4,814万株）
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に減資を行い預金保険機構が保有（当機構の簿価は0円）、早期健全化法に基づく資本注入分

も含め、国の潜在的持株比率が33％以内となるように設定された。 

ｈ．また、株式売買契約書では、預金保険機構保有の新生日債銀株式の時価総額が3,550億円を

超えている場合には、新生日債銀は預金保険機構に対し売却を要請できるとしている。 

ｉ．株式売買契約書に基づき、特別公的管理終了時において日債銀が保有していた株式で、当

機構が買取り、あおぞら信託銀行に信託していたものは、17年8月31日に当初信託期間が満了

となり、一部を当機構に移管するとともに、残りの信託期間を１年間延長した。 

 

（４）預金保険機構が金融整理管財人に選任された個別事例の概要 

金融再生法及び平成12年改正預金保険法に基づいて、預金保険機構が金融整理管財人に選任さ

れた11事例について、個別に紹介する。 

 

① 国民銀行 

（破綻に至った経緯） 

当行はもともと不動産・建設業、サービス業、ノンバンクに対する貸出比率が高かったが、

バブル崩壊後の長引く不況の中で不良債権が拡大し続け、重い償却負担のため常に自己資本を

圧迫されていた。この間、大株主による第三者割当増資を実施するなど経営の立直しを図った

が、新たな不良債権の発生もあり不良債権処理は進展しなかった。 

平成10年9月30日を基準日とした金融監督庁の検査結果についての当行側の認識では、要追加

償却・引当額は762億円（自己資本額▲712億円）に達した。このため大株主の協力を受けるこ

とができず、資本増強を断念せざるを得ない状況となった。 

11年4月8日、一連の財務内容等に係る報道を契機として預金が大量流出し、4月8・9日両日で

679億円の預金が減少し、自力での資金調達は難しく、予想される預金流出に対応不可能と判断

し、4月11日、金融再生委員会に対して金融再生法第68条第1項に基づく申出を行い、同日、金

融再生委員会は当該申出及び当行の資金繰り状況等を踏まえ管理を命ずる処分を行った。 

金融整理管財人は、当行の経営上の問題点として次の点を挙げている。 

・ 大口与信先グループへ融資が集中したこと 

・ 業況が悪化している特定大口先へ新たな融資を安易に容認するなど、審査管理に厳正さ

を欠いたこと 

・ 関連会社貸付を当行グループ与信として一元管理する体制ができていなかったこと 

・ リスク認識が甘く管理体制も未熟なままに仕組債に取り組んだこと 

・ 内部管理が不徹底であったこと 

 

（金融整理管財人業務） 

ⅰ．金融再生法に基づき管理を命ずる処分を受けた初の案件で、預金保険機構は弁護士松嶋英

機（敬称略。以下同じ。）、公認会計士田知本章とともに金融整理管財人に選任された。初動
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時には31名、営業譲渡時では15名が派遣された。選任期間は1年4か月であった。 

ⅱ．資産の切り分けについては、自己査定の資産が劣化していたことに加え、債務者の破綻が

多発し、時間を要した。 

  営業譲渡については、国内外を問わず譲渡先となる可能性のある先に幅広く接触が行われ、

譲渡候補先の提示条件等が比較・検討された結果、八千代銀行との間で12年1月11日、基本合

意契約が、同年3月7日、営業譲渡契約が締結された。 

ⅲ．雇用については、営業譲渡時点で行員の7割弱、300名強が八千代銀行に再雇用された。 

12年5月、従業員組合は全従業員の雇用の確保、退職金功労加算金の支給、有給休暇の買取

り、夏季一時金及び未払賞与（6月1日～8月13日）の支給等を要求し、都労委へ斡旋申請した。

退職金功労加算金の支給については、管財人は賃金債権として認められず支給できないとし

斡旋は不調となった。有給休暇の買取りについても、管財人は休暇の買取り制度がないので

買取りはできないとし斡旋は不調となった。妥結したのは夏季一時金と未払賞与のみであっ

た。従業員組合は、斡旋交渉の期間中、36協定の締結を拒否、時限スト、指名ストなど強硬

手段をとった。 

 

② 幸福銀行 

（破綻に至った経緯） 

バブル期に不動産・建設・金融業向けの融資拡大と東京地区での融資拡大を図るべく営業推

進と貸出審査の一体化を行うなど体制面の整備を図ったが、バブル崩壊と長引く不況の中で不

動産関連融資が不良債権化し、その処理も進展していなかった。 

当行は平成10年9月30日を基準日とした金融監督庁の検査結果通知（自己資本額▲464億円）

を受け、同時に銀行法第24条第1項に基づき指摘事項の回答を求められ、自己資本等の状況など

について報告した。11年5月10日に至り、10年度の決算見込みを記者発表するとともに公的資金

による資本増強の意向表明を行った。 

5月13日、近畿財務局長に対し11年3月期自己資本比率は4％を大幅に下回る旨を報告、翌5月

14日銀行法第26条第1項及び早期健全化法第3条第3項の規定に基づき、早期是正措置に係る命令

を受けた。5月10日の資本増強の意向表明以降、預金の払出が急増し、5月20日までの間に1,200

億円が流出した。このため、5月21日、当行は金融監督庁に対し早期是正命令によって示された

選択肢の中から銀行業の廃止等の措置を選択する旨の報告を、また、同日、金融再生委員会に

対して金融再生法第68条第2項に基づく申出を行い、5月22日、金融再生委員会は当該申出及び

当行の財務状況を踏まえ管理を命ずる処分を行った。 

金融整理管財人は、当行の経営上の問題点として次の点を挙げている。 

・ オーナー一族の関連企業へ融資が集中したこと 

・ 情報開示に消極的であったことから、一般の取引先への増資要請に当って不信感を払拭

することができず、増資を断念せざるを得ない状況になったこと 

・ 預金獲得に人的資源を集中し、与信審査管理が手薄で機能しなかったこと 
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（金融整理管財人業務） 

ⅰ．預金保険機構は、弁護士栗原良扶、公認会計士海原旦とともに金融整理管財人に選任され

た。初動時29名、営業譲渡時16名が派遣された。選任期間は1年9か月であった。 

ⅱ．資産の切り分けについては、受皿候補から経済合理性を重視した交渉スタンスに基づく要

請が出され、監督官庁・本部と協議しつつ解決を図って行った。 

  営業譲渡については、国内外を問わず譲渡先となる可能性のある先に幅広く接触が行われ、

譲渡候補先の提示条件等を比較・検討した結果、最終的には、アジア・リカバリー・ファン

ドとの間で12年5月18日、基本合意契約が、同年10月6日営業譲渡契約が締結された。また、

オーナー一族が収集した美術品処分に苦労した。 

ⅲ．雇用については、15年5月の基本合意契約時点で行員の5割を上回る1,000名以上の受皿への

再雇用が決まった。最終的な就職未定者は、400名強となった。 

当行には、「一般組合」のほか、破綻後支店長などにより「管理職組合」が結成された。「一

般組合」からは、退職金規定の改訂について地労委に調停が申請されたが、調停打切り以降

は金銭的な要求はなかった。 

一方、「管理職組合」は、各要求を管財人が全て拒否したことから、12年11月地労委へ斡旋

を申請、管財人が斡旋を辞退したのちは不当労働行為救済申立を行った（以降詳細不詳）。 

また、11年11月に「企業退職年金」が支給停止されたことに対して、元行員から訴訟が提

起された。当行の退職年金制度は、無拠出・終身支給で恩恵的性格の強い企業年金であり、

管財人がその存続及び支払を拒否したことによるものである。12年12月、一審の大阪地裁は、

「退職年金は賃金的性格が否定できず、使用者の裁量で勝手に打ち切りや額変更はできない」

とし、元行員の請求をほぼ全面的に認める判決を下した。管財人は直ちに控訴したが、結局

15年2月、元行員465名に対し支給額の3分の1を現在価値に引き直した額を一括して支払う条

件で和解が成立した。 

 

③ 東京相和銀行 

（破綻に至った経緯） 

当行は、経営者が過度のワンマン経営で、信用リスクを軽視した融資の取扱い等、適切なリ

スク認識を欠いた貸出金運用等を行った結果、資産内容の著しい劣化を招くこととなった。破

綻前の数年間、経営不振が進むにつれて特定顧客から高利預金が導入される一方、高い運用利

回りを求めて消費者金融向け貸出が急増した。 

また不良債権処理のため自己資本が大幅に毀損したことから、9年9月以降、第三者割当増資

を3回実施して経営の立て直しを図ったが、11年3月期決算では4期連続赤字となり、自己資本比

率は2.42％に低下した。 

このため、銀行法第26条第1項の規定に基づき、11年5月31日、早期是正措置に係る命令が発

出され、また、6月7日、金融監督庁の検査結果（基準日：平成10年9月30日、自己資本額▲1,189

億円）を踏まえた11年3月期決算での対応等について銀行法第24条の規定に基づく報告が求めら
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れた。これに対して、6月11日、当行は11年3月期決算は大幅な債務超過となる旨の報告を、ま

た、同日、金融再生委員会に対して金融再生法第68条第2項に基づく申出を行い、6月12日、金

融再生委員会は当該申出及び当行の財務状況を踏まえ管理を命ずる処分を行った。 

金融整理管財人は、当行の経営上の問題点として次の点を挙げている。 

・ 過度のワンマン経営で組織経営ができていなかったこと 

・ 大口与信審査について経営トップの意向が強く反映され、審査管理体制に厳格さを欠い

ていたこと 

・ 大口預金に依存する不安定な調達構造であったこと 

・ 関連会社が経営トップの意向の下、当行が融資できない先に対して当行に代わり融資を

行った結果、母体行として支援を余儀なくされたこと 

・ 経営トップのファミリー企業に対し多額の経費支出を行い、またこれらの発行する施設

利用権を多数購入したこと 

・ 内部管理が不徹底であったこと 

 

（金融整理管財人業務） 

ⅰ． 預金保険機構は弁護士鈴木誠、公認会計士和食克雄とともに金融整理管財人に選任された。

初動時20名、営業譲渡時20名が派遣された。選任期間は2年であった。 

ⅱ．資産の切り分けについては、通常の承継資産に加えて新たに選択的承継資産が設定された。

選択的承継資産により適資産以外で受皿が承継を希望するものも譲渡することとされた。 

  営業譲渡については、国内外を問わず譲渡先となる可能性のある先に幅広く接触が行われ

た。当初、アジア・リカバリー・ファンドと基本合意をするも、事後的な損失補償や引当金

の積増しを要請されたことから、12年11月30日に両者合意の上で、基本合意を解消し、改め

て譲渡先選定作業が行われた。最終的には金融再生委員会の廃止（13年1月5日）後、金融庁

顧問会議を経て、ローン・スターとの間で13年1月25日、営業譲渡契約が締結された。 

ⅲ．雇用については、営業譲渡契約時点で行員の7割弱1,000名強が受皿へ再雇用された。 

 

④ なみはや銀行 

（破綻に至った経緯） 

なみはや銀行の前身である福徳銀行となにわ銀行の両行は、バブル期に不動産、建設、金融

業向け貸出を中心に拡大を図り、バブル崩壊後の長引く不況の中でそれらの大宗が不良化する

こととなった。前者においては、経営状態が悪化した関連ノンバンク支援に経営資源を費消し

たため銀行本体の不良債権処理は進展しなかった。後者においても関連ノンバンクの営業貸付

金の劣化により支援負担が増大していた。 

平成9年12月改正預金保険法で整備された特定合併方式により、10年10月に設立されたなみは

や銀行は、合併元の福徳銀行となにわ銀行の自己資本が不良債権の処理や株式、不動産等の含

み損の償却により大きく毀損していたため、合併当初から過少資本でのスタートを余儀なくさ
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れた。11年3月期決算で連結自己資本比率が▲1.46％となる旨発表をしたことから、6月17日、

銀行法第24条に基づく連結自己資本比率の向上策等に関する報告命令を受けた。 

これを受けて、6月24日、第三者割当増資等の対策を報告したが、6月28日、連結自己資本比

率の向上策等を踏まえ、金融監督庁から早期是正措置に係る命令が発出されるとともに、8月4

日、金融監督庁の検査結果（基準日：平成11年3月31日、単体自己資本額▲1,117億円）が通知

された。こうした中、8月6日、当行は金融再生委員会に対して金融再生法第68条第2項に基づく

申出を行い、8月7日、金融再生委員会は当該申出及び当行の財務状況を踏まえ管理を命ずる処

分を行った。 

金融整理管財人は、合併元から引続く当行の経営上の問題点として次の点を挙げている。 

・ 合併元の旧福徳銀行において、ワンマン経営で組織経営がなされていなかったこと 

・ 営業推進と審査体制の一体化を図ったことから審査管理体制が厳格さを欠いていたこと 

・ 関連ノンバンクを含め体力を無視した業容拡大を図ったため、不動産、建設、金融業向

け貸出が増加し、これらの大部分が不良化したこと 

・ 急激な貸出増加に対応するため高レートでの資金調達を行うなど、高コスト体質であっ

たこと 

・ 既に特定合併時点で過少資本であったこと 

 

（金融整理管財人業務） 

ⅰ．預金保険機構は弁護士山田庸男、公認会計士北野與志朗とともに金融整理管財人に選任さ

れた。初動時19名、営業譲渡時14名が派遣された。選任期間は1年6か月であった。 

ⅱ．資産の切り分けについては、そもそも債務者管理が不十分なことに加え、自己査定が正確

に行われておらず、さらに基準日現在で正常とされた案件で基準日以降延滞するもの等が増

加した。 

  営業譲渡については、国内外を問わず譲渡先となる可能性のある先に幅広く接触が行われ

た。譲渡候補先の提示条件等を比較・検討した結果、最終的に大和銀行及び近畿大阪銀行と

の間で、12年5月31日基本合意契約が、同7月28日営業譲渡契約が締結された。 

ⅲ．雇用については、基本合意契約時点で近畿大阪銀行が正行員900名以上を雇用することとな

り、最終的にも5割を上回る900名強が雇用され、最終在籍者のうち就職未定者は200名程度に

まで減少した。 

  労使関係については、12年9月、従業員組合が地労委へ調停を申請した。内容は繰上定年制

度、選択定年制度の適用、退職金の功労加算部分の支給等であった。これらの要請に対し、

13年1月、調停委員は有給休暇の買上げで調停をまとめようとしたが、管財人が認められない

とし、結局、最終調停案で管財人が一時金の支給案に応諾することにより終結した。 
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⑤ 新潟中央銀行 

（破綻に至った経緯） 

当行はワンマン経営体制で、本部の審査・管理機能を欠いた業務運営が行われた。平成4年か

ら9年にかけてワンマン経営体制の下に進めたゴルフ場やテーマパーク等の特定の案件の大部

分が不良債権となった。 

平成11年5月25日、11年3月期決算（自己資本比率5.23％）を発表した後、10年9月30日を基準

日とした関東財務局の検査結果通知に基づき自己査定を見直したところ引当額が増加すること

となったため、6月10日、11年3月期の自己資本比率が2.01％に低下する旨の決算修正を行った。

これに対して、6月11日、金融監督庁から早期是正措置に係る命令が発出され、預金の流出が始

まった。加えて、9月20日には第三者割当増資も中止するに至り、預金の流出に拍車がかかった。

そして遂に10月1日、金融再生委員会に対して金融再生法第68条第1項に基づく申出を行い、10

月2日、金融再生委員会は当該申出及び当行の資金繰り状況を踏まえ管理を命ずる処分を行った。 

金融整理管財人は、当行の経営上の問題点として次の点を挙げている。 

・ ワンマン経営でバブル期経営管理機能不全のまま業容拡大を図ったこと 

・ 頭取一人に権限が集中し、本部審査・管理機能を無視した業務運営が行われたこと 

・ テーマパーク等の特定先に対する無理な貸出などに対応するため大口定期預金等に依存

することとなり、高金利調達により収益が圧迫されたこと 

 

（金融整理管財人業務） 

ⅰ．預金保険機構は、弁護士砂田徹也、公認会計士松村孝一（後に近野茂と交代）とともに金

融整理管財人に選任された。初動時27名、営業譲渡時19名が派遣された。選任期間は1年7か

月であった。 

ⅱ．資産の切り分けについては、県外店の大口特定案件について、資産の痛み具合が大きく、

対象資産に占める受皿承継資産の割合（金額ベース）は3割台と低くなった。 

  営業譲渡については、地元銀行を中心に譲渡先となる可能性のある先に幅広く接触が行わ

れた。地方における破綻であるとともに営業エリアも広域であったことから交渉は難航した。

全営業店を望む先はなく、また部分的には譲受希望が競合する一方で、譲受希望の申出がな

い地域も生じたことから、譲渡先の選定は困難を極めた。最終的には5都県6行への分割譲渡

という形でまとまり、それらの先と12年9月29日、同年10月31日に基本合意契約が、12年12

月21日、同年12月22日に営業譲渡契約が締結された。 

ⅲ．雇用については、分割譲渡となったことから12年9月末の基本合意締結時点で受皿の再雇用

が少なくなることが明らかになり、離職者が増えた。12年12月の営業譲渡契約時点で受皿の

再雇用数が267名、24％にとどまり、行員の間に不安が増大した。「雇用対策室」は12年4月に

立ち上げていたが採用者は260名程度にとどまった。 

 従業員組合は、当行は、退職について就業規則上銀行都合・自己都合の区分がなく営業譲

渡日の前日まで勤務してもメリットがないことから、「基本合意契約締結以降の退職者全員に
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定年資格加算金の支給」を要請した。管財人がこれに応じられないとすると、従業員組合は

13年1月以降36協定の締結を拒否した（13年4月に至って36協定は締結された）。また、13年1

月から3月にかけて退職者が急増し、人繰りが厳しい状態となった。これに対しては、営業譲

渡日前日まで勤務する者には、調停に代わる裁判所の決定（民事調停法第17条）を得、これ

を支給の根拠として「給与規定に基づく特別手当」を一律30万円支給することとして離職を

防ぎ、また人員補充策として受皿銀行から出向者（70名強）を受け入れた。 

 

⑥ 日南信用金庫 

（破綻に至った経緯） 

元・本店長が起こした不正事件（平成11年9月発覚）により多額の損失（約26億円）が発生し、

11年度決算において債務超過に陥ることが確実となった。このような状況下、予想される預金

流出に対応することができず、当金庫は11年11月19日、金融再生委員会に対して金融再生法第

68条第1項に基づく申出を行い、同日、金融再生委員会は当該申出及び当金庫の財務状況を踏ま

え管理を命ずる処分を行った。 

金融整理管財人は、当金庫の経営上の問題点として次の点を挙げている。 

・ 事故者は組織規程の事務分掌を無視し、役職員も容認していたこと 

・ 重要印刷物等の保管方法が不十分であったこと 

・ 端末機の操作、異例な取引について、相互けん制によるチェック体制が欠如していたこ

と 

・ 内部検査が形式的で､事故者の説明を鵜呑みにしていたこと 

 

（金融整理管財人業務） 

ⅰ．預金保険機構は、弁護士富永正一、金融実務家眞柄静夫（全信連）とともに金融整理管財

人に選任された。選任期間は1年4か月であった。 

  これは、破綻に至った経緯が不祥事件によるものであり、かつ事故者は死亡、当地では非

常に大きな事件で金庫内にも動揺が広がっており、日常の業務運営に混乱が生じていたこと

から、早期に適正な業務運営を確保するためには、預金保険機構が管財人になることが適当

とされたことによる。 

ⅱ．事業譲渡については、南郷信用金庫との間で、12年8月10日、基本合意契約が、12年10月20

日、事業譲渡契約が締結されるというように比較的スムーズに進められた。受皿再雇用数は

26名であった。 

 

⑦ 信用組合関西興銀 

（破綻に至った経緯） 

当組合は従来より量的拡大を指向してきたが、バブル崩壊による主要取引先の業績不振など
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から多額の不良債権を抱えることとなった。特定債務者に偏重した大口貸出先が不良化し不良

債権が増したことに加え、平成9年、金融不安により、大口預金が流出したことから経営を圧迫

することとなった。 

11年3月31日を基準日とした近畿財務局の検査の結果通知においては、11年3月期は要追加償

却・引当額を踏まえれば実質780億円の債務超過であると見込まれた。当該検査の結果を踏まえ

た12年6月末時点の財務状況について、累次にわたり報告徴求が行われたが、同組合からは検査

結果と大きく異なる自己査定に基づく財務状況の報告がなされた。 

こうした状況の下で、同財務局は、債務超過を解消するための自己資本充実策等について累

次にわたり報告を求めたが、同組合は、債務超過ではないとして、検査結果通知から3か月余り

が経過しても、具体的な実現可能性のある自己資本充実策を提出しなかった。このため、12年

12月16日、金融再生委員会は管理を命ずる処分を行った。 

金融整理管財人は、当組合の経営上の問題点として次の点を挙げている。 

・ 審査担当部署で融資推進も行っており、審査管理部門が独立しておらず相互牽制機能が

発揮されなかったこと 

・ 営業店は審査管理に関する権限をほとんど持たず、また管理債権等の取扱いについても

審査部門と営業店の責任体制が不明確で、組織的な業務運営が行われていなかったこと 

・ 融資管理が不十分なまま特定業種（サービス業、不動産関連）への信用集中が放置され、

大口預金に依存してこれら業種に対し積極的に融資してきたこと 

・ 不良債権の整理回収にならない先送り処理（担保不動産等を当組合関与会社に当組合が

融資して買い取らせる等）が行われてきたこと 

 

（金融整理管財人業務） 

ⅰ．預金保険機構は弁護士松川雅典、公認会計士佐藤雄一とともに金融整理管財人に選任され

た。初動時20名が派遣された。選任期間は1年6か月であった。 

ⅱ．営業譲渡については、14年3月22日、近畿産業信用組合と事業譲渡契約が締結され、14年3

月28日、整理回収機構と事業譲渡契約が締結された。 

ⅲ．雇用については「雇用対策室」を設置したが、あまり実績はなかった。 

ⅳ．本件においては、真正の権利者が確定し得ない預金の存在が明らかになった。これらにつ

いては整理回収機構に承継させ、同機構の厳格な管理の下で、真正預金者が判明した段階で

同機構が払戻しに応ずることとした。整理回収機構が払戻しに応じるにあたっては、一般訴

訟枠を設定し、払戻し金額について預金保険機構が資金援助を増額することとされた。 

 

⑧ 朝銀東京信用組合 

（破綻に至った経緯） 

バブル崩壊により担保不動産の価値が大幅に下落して不良債権化したうえ、不動産業、遊技

業等の特定先に対する貸出等が不良債権化した。 
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平成10年3月に初めて自己査定を実施し多額の償却・引当を行うこととなり自己資本比率は

3.68％となった。10年3月31日を基準日とした東京都検査の結果、自己資本比率はさらに低下し

1.02％となった。11年3月期決算では自己査定を厳格に実施した結果、534億円の債務超過（自

己資本比率▲20.24％）となり、11年5月13日、金融再生委員会に対して金融再生法第68条第1項

に基づく申出を行った。 

同時に受皿構想が出され、朝銀関東に事業譲渡を行うこととなり、預金保険法に基づく適格

性の認定の申請が行われた。この事業譲渡について、適格性の認定に係る審査が行われたが、

業務運営や責任追及等に万全を期するとともに、破綻処理の透明性を高めることが必要と判断

されたことから、12年12月29日、金融再生委員会より管理を命ずる処分が行われた。 

金融整理管財人は、当組合の経営上の問題点として次の点を挙げている。 

・ 大口信用供与違反等法令遵守の姿勢が希薄であったこと 

・ 適正を欠く救済融資、転貸融資等安易な取組み姿勢がみられること 

・ 財務分析が不十分であるなど、審査体制に不備があったこと 

・ 業況推移の把握等の事後管理にも不備があったこと 

 

（金融整理管財人業務） 

ⅰ．預金保険機構は弁護士柏原晃一とともに金融整理管財人に選任された。初動時9名が派遣さ

れた。選任期間は2年であった。 

ⅱ．金融整理管財人業務については、当組合は全国の朝銀信用組合の中心的な機能を果たして

いたことに鑑み、預金保険機構が金融整理管財人に選任されたものであり、適切な業務運営

の確保に努めた。 

 事業譲渡については、14年3月20日ハナ信用組合及び整理回収機構と基本合意契約が、14

年12月17日事業譲渡契約が締結された。 

ⅲ．本件においては、真の預金者が判明しない預金の存在が明らかになった。これらについて

は整理回収機構に承継させ、同機構の厳正な管理の下で、真の預金者からの申出と判明した

場合は同機構が払戻しに応じることとした。 

 

⑨ 石川銀行 

（破綻に至った経緯） 

当行では経営者一族による同族経営が行われ、バブル期崩壊後も、業容拡大を指向し、大都

市圏で融資を拡大した。特に東京支店でバブル期前後に取引開始した特定貸出先グループに対

する取組みは、審査管理が不十分なまま安易に拡大したことから、グループ各社の業績不振に

より不良債権化した。 

平成12年3月期決算において、前期に引続き大幅な赤字決算の見通しとなったため、12年3月、

150億円の第三者割当増資を実施したが、さらに不良債権処理の必要に迫られ、13年3月、151

億円、13年4月、70億円の第三者割当増資を実施し資本金の大幅な増加を図った。 
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しかし、13年12月28日、同年10月以降実施されていた金融庁の検査結果についての当行側の

認識を反映させた結果、13年9月期決算において224億円の債務超過（自己資本比率▲6.27％（単

体））となる旨の半期報告書等を北陸財務局に提出するとともに、金融庁長官に対し預金保険法

第74条第5項に基づく申出を行い、同日、金融庁長官は当該申出及び当行の財務状況を踏まえ管

理を命ずる処分を行った。 

金融整理管財人は、当行の経営上の問題点として次の点を挙げている。 

・ 融資額を急速に増加させた特定貸出先グループへの取組みに当って、その姿勢が甘く、

グループの財務内容の全体像の把握がなされず、当面の運転資金、肩代り資金及び新規事

業資金等が安易に融資されたこと 

・ 東京支店長の専決権限枠が巨額（新規10億円、既往20億円）で、グループ管理の重要性

の認識等を欠いたまま大口融資が実行されたこと 

・ 問題先に対する管理回収は支店任せで、本店による指導も乏しかったこと 

・ 特定貸出先グループへの貸出金の不良債権化に対応して大口定期預金に依存し、高金利

で調達することとなったこと 

 

（金融整理管財人業務） 

ⅰ．預金保険機構は、弁護士中山博之、公認会計士勝木重三とともに金融整理管財人に選任さ

れた。初動時18名、営業譲渡時19名が派遣された。ただし、初動時は一部要員が未着任であ

った。選任期間は1年3か月であった。 

ⅱ．資産の切り分けについては、そもそも自己査定におけるグルーピングの基準が不明確であ

ったことから、その見直しに時間を要した。 

  営業譲渡については、地域金融機関を中心に受皿となる可能性のある先に幅広く接触した。

譲渡先の選定に当って重視したポイントは、 

・ 預金者及び善意かつ健全な債務者の保護 

・ 石川県を中心とする石川銀行営業エリアの金融安定化と金融システムの維持に貢献する

こと 

・ 地元金融円滑化の観点から、地域の実情に精通した地元の金融機関を中心とした営業譲

渡先を選定すること 

 であった。 

  受皿確保に時間を要したことから、全額保護の特例措置の期限直前の14年3月28日、日本承

継銀行と営業譲渡契約が締結された。その後、14年11月15日、北陸銀行を中心に3行2金庫が

再承継先として日本承継銀行と各金融機関との間で基本合意契約が、14年12月27日、営業譲

渡契約が締結された。15年3月24日の営業譲渡日と同日付で再承継先に営業譲渡された。 

ⅲ．雇用については、基本合意契約時点では、北陸銀行50人以上、他は若干名にとどまった。

その後各行とも増員に応じ最終的には101名（行員の25％程度）について受皿による再雇用が

実現した。また行内に「雇用対策部会」を発足させるとともに県内関係先に広く協力を要請

した結果、270名余りの再就職が決定した。 
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⑩ 相互信用金庫 

（破綻に至った経緯） 

平成13年9月30日を基準日として自己査定を実施したところ、追加償却・引当に加えて有価証

券の評価損により26億円の債務超過（自己資本比率▲2.45％）であることが判明した。このた

め、14年1月25日、金融庁長官に対し預金保険法第74条第5項に基づく申出を行い、同日、金融

庁長官は当該申出及び当金庫の財務状況を踏まえ管理を命ずる処分を行った。 

金融整理管財人は、当行の経営上の問題点として次の点を挙げている。 

・ バブル期に審査管理不十分なまま量的拡大を目指した業務運営を行ったこと 

・ 債務者の財務分析、返済能力や担保評価の妥当性の検討が不十分であったこと 

・ 余資運用について、保有枠やロスカットルール等の検討・対応が遅れていたこと 

 

（金融整理管財人業務） 

ⅰ． 当初は、弁護士田中等及び金融実務家田口哲夫（信金中金）が金融整理管財人に選任され、

管財人団9名で業務を行っていた。14年2月14日、大阪信金と事業譲渡に関する基本合意契約

が締結されたが、3月15日の臨時総代会においては事業譲渡及び解散が否決された。そこで3

月27日、預金保険法第87条第2項により、大阪地裁から事業譲渡代替許可決定を受けた（同条

の適用は本件が初めて）。預金保険機構は4月12日に金融整理管財人に追加選任され、6名が新

たに管財人団に加わった。その後、6月10日、事業譲渡が行われた。管財人の選任期間は5か

月（預金保険機構は2か月）であった。 

  出資金の保護、受皿選定、資産の切り分け等に関して関係者の考え方が異なる点があった

ため、上記のように事業譲渡等が総代会で否決された。そこで円滑な事業譲渡を遂行するた

め、預金保険機構が追加選任されたものである。 

ⅱ． 雇用については、大阪信金の再雇用は最終的には111名（職員の16％程度）、府下の信用金

庫を含めると金融関係への再雇用者は200名程度（職員の40％程度）となった。 

 

⑪ 中部銀行 

（破綻に至った経緯） 

バブル時代に特定業種（建設、不動産、サービス）への貸出の大口化などにより業容拡大を

行った結果、バブル崩壊により不良債権が急増した。平成8年度より隔年毎に赤字決算を余儀な

くされ、減少した自己資本を増強するため、11年3月、11年9月、13年3月に第三者割当増資（合

計104億円）を実施した。 

13年9月30日を基準日とした金融庁の検査結果に基づき13年度中間決算を修正し、その結果、

自己資本比率が3.05％（単体）と4％を下回った。このため、13年12月28日、銀行法第26条に基

づく早期是正措置に係る命令が発出された。このような中、14年1月4日、中間決算の修正の発
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表を行ったが、それ以降預金流出が急増し、13年12月頃より進めていた投資会社との増資交渉

も不調に終わった。14年2月20日、第三者割当増資（50億円）を行うことを公表したが、預金流

出は止まらず、3月7日、第三者割当増資の見込が目標の半分以下に止まることが明らかになる

と、預金流出が一段と加速し、3月8日、金融庁長官に対し預金保険法第74条第5項に基づく申出

を行い、同日、金融庁長官は当該申出及び当行の資金繰り状況を踏まえ管理を命ずる処分を行

った。 

金融整理管財人は、当行の経営上の問題点として次の点を挙げている。 

・ バブル崩壊に伴い急増した不良債権処理に当って、収益力が弱く、自己資本も脆弱であ

ったこと 

・ 県内他行に比べ自己資本比率が劣位にあったことから、高金利の大口定期預金等によっ

て資金調達を行わざるを得ない一方、当行の健全性に対する疑念の強まりから、個人預金

が流出したこと 

 

（金融整理管財人業務） 

ⅰ．預金保険機構は、弁護士本間通義、公認会計士長谷川新一とともに金融整理管財人に選任

された。初動時21名、営業譲渡時19名が派遣された。ただし、初動時は一部要員が未着任で

あった。選任期間は1年であった。 

ⅱ．資産の切り分けについては、受皿銀行との交渉において債務者区分の考え方に大きな乖離

があり長期化した。 

  営業譲渡については、地域金融機関を中心に受皿となる可能性のある先に幅広く接触した。 

  譲渡先の選定に当って重視したポイントは、 

・ 預金者及び善意かつ健全な債務者の保護 

・ 静岡県を中心とする中部銀行営業エリアの金融安定化と金融システムの維持に貢献する

こと 

・ 地元金融円滑化の観点から、地域の実情に精通した地元の金融機関を中心とした営業譲

渡先を選定すること 

 であった。 

  受皿確保に時間を要したことから、全額保護の特例措置の期限直前の14年3月28日、日本承

継銀行と営業譲渡契約が締結された。その後、14年11月1日、清水銀行、静岡中央銀行及び東

京スター銀行を再承継先として日本承継銀行と各行の間で基本合意契約が、14年12月6日、営

業譲渡契約が締結された。15年3月3日の営業譲渡日と同日付で再承継先に営業譲渡された。 

ⅲ．雇用については、受皿への再雇用が120名程度（行員の17％程度）にとどまる中、「人材開

発部」を早期に立上げ、県内関係先への協力を依頼したことから、最終的な雇用先未定者は

180名程度（行員の26％程度）にまで減少した。 
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３．恒久的な破綻処理制度への移行（預金保険法改正） 

（１）経 緯 

預金等を全額保護する特例措置が平成13年3月末限りで終了することが法律で予定されていた

ことから、「特例措置終了後の預金保険制度及び金融機関の破綻処理のあり方について」金融審議

会で審議され、答申（平成11年12月21日）がとりまとめられた。 

同答申において、特例措置終了後の破綻処理のあり方として、破綻処理の結果大幅な債務超過

が生じるようなことがないよう、市場規律を有効に機能させて問題のある金融機関を早期に発見

し、早期に是正していくことを基本とした上で、預金者等の損失及び預金保険の負担を最小限に

止めることが重要であり、回復の見込みがなくなった金融機関は債務超過の程度が極力小さい段

階で早期に処理していくべきであるとの考えが示された（基本的に「小さな預金保険制度」を目

指すべきとの考え方）｡ 

その破綻処理手法として、破綻処理に要するコストがより小さいと見込まれる処理方法を選択

するとともに、破綻に伴う混乱を最小限に止めることが重要であり、資金援助方式の適用を優先

し、保険金支払方式の発動はできるだけ回避すべきであるとの方針が示された。更に、破綻処理

を迅速に行うため、（ｉ）預金者データの整備等の事前準備、（ⅱ）追加的な資金援助等資金援助

が可能となる場合の拡大、（ⅲ）裁判所の代替許可制度等営業譲渡手続の迅速化・簡素化、等の手

当てに言及するとともに、通常の破綻の枠組みでは対応できない危機的な事態が予測される場合

の対応の必要が提言された。 

 

他方、平成13年3月末までとされていた特例措置の終了時期について、平成11年12月29日、与党

三党の政策責任者の間で、我が国の経済を確実な安定軌道にのせるためには、一部の中小金融機

関について、より強固な金融システムの構築を図る必要があるとの観点から、1年延長して平成14

年3月末までとすることが適当である旨の合意がなされた。 

 

これらの答申及び合意等を踏まえ、我が国の金融機能の一層の安定化及び破綻金融機関の的確

な処理を図るため、金融機関の破綻処理のための恒久的な制度を整備するとともに、全額保護の

ための交付国債の増額及び預金等全額保護の特例措置の1年延長等4を行う平成12年改正預金保険

法が、平成12年5月に成立し、平成13年4月1日（一部平成12年6月30日）から施行された。 

 

（２）恒久措置としての金融整理管財人制度等の概要 

平成12年改正預金保険法により、我が国における金融機関の破綻処理手法は、期限の定めのな

い恒久的な制度として、①通常の枠組みである金融整理管財人制度等と、②危機的な事態におけ

る枠組みである金融危機対応措置によって構成されることになった。 

                                                  
4 預金保険法附則第 16 条により定められたペイオフコストを超える特別資金援助制度の終了期限が「平成 13 年

3月 31 日」から「平成 14 年 3月 31 日」に延長された｡また、当該特例措置の終了に向けての環境整備の一環と

して協同組織金融機関の公的資金による資本増強制度が 1年延長された。 
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① 恒久措置としての金融整理管財人制度 

金融再生法の金融整理管財人制度を恒久化措置として預金保険法の中で再構築したものであ

る。先ず、金融整理管財人による業務および財産の管理を命ずる処分については、以下の場合

に、金融庁長官は、当該処分を命じることができるとされた。 

金融機関が「その財産をもって債務を完済することができないと認める場合」又は金融機関

が「その業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場

合」若しくは「金融機関が預金等の払戻しを停止した場合」であって、次に掲げる要件のいず

れかに該当すると認めるとき。5 

 

ア 当該金融機関の業務の運営が著しく不適切であること。 

イ 当該金融機関について、合併等が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行

われる場合には、当該金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給

及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。 

 

また、金融整理管財人は、破綻融機関を代表し、業務の執行や財産の管理・処分等を行う。

また、金融庁長官の求めに応じて破綻金融機関の業務及び財産の状況等に関する報告や経営に

関する計画を作成するほか、旧経営者に対する経営破綻の責任を明確にするための民事上の提

訴や刑事上の告発を行う。また金融整理管財人による管理の期限は、管理を命ずる処分の日か

ら最長2年以内とする。これらの基本的な仕組みは金融再生法と変わらない。なお、金融整理管

財人の選任に係る預金保険機構からの意見聴取手続や破綻に至る金融整理管財人の報告義務は

金融再生法では定められていたが、預金保険法では廃止された。 

 

② 恒久処置としての承継銀行制度 

承継銀行による経営管理の期間は最長3年間である点は変わらないが、延長手続きに関して、

金融再生法では管理を命ずる処分の日から１年以内、ただし、やむを得ない事情がある場合に

は1年ごとに2回まで延長できるとしていたが、管理を命ずる処分の日から2年以内、ただし、や

むを得ない事情がある場合には1年を限り延長ができることに改められた。 

また、金融再生法では、承継銀行の設立は業務承継が必要となる破綻金融機関が既に存在す

ることを要件としたが、破綻金融機関が未だ存在しない場合であっても、予め承継銀行を設立

できることに改められた｡ 

 

                                                  
5 なお、金融機関は、「その財産をもって債務を完済することができないとき」又は「その業務若しくは財産の

状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがある」ときは、その旨及び理由を、金融庁長官に申し出なけれ

ばならない（預金保険法第 74 条第 5項）。さらに債務超過については、より緩やかに「金融機関からその財産を

もって債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める」旨の申出があった場合においても、

金融庁長官は、当該金融機関に対し、管理を命ずる処分をすることができる（預金保険法第 74 条第 2項）。 
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③ 金融危機対応措置による預金等の全額保護 

（金融危機対応措置） 

いずれかの措置が講ぜられなければ、我が国又は当該金融機関が業務を行っている地域の信

用秩序の維持に極めて重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは（これを「危機的

な事態」（システミック・リスク）と規定）、金融危機対応会議の議を経た上で内閣総理大臣が

判断するという厳格な手続きを踏んで、以下の金融機関の区分に応じて、それぞれの例外的措

置を講ずる必要がある旨の認定を行うことができる（預金保険法第102条第1項）。 

 

ア．第一号措置 

金融機関（イ、ウの金融機関を除く） 預金保険機構による株式等の 

 引受け等（資本増強） 

預金保険機構による株式等の引受け等の申込みに当たっては、金融機関は経営の健全化

のための計画を提出し、内閣総理大臣が資本増強の決定を行う。内閣総理大臣は、当該計

画の履行状況の報告を求め、これを公表する。 

 

イ．第二号措置 

破綻金融機関又は債務超過の金融機関 ペイオフコスト超の資金援助 

認定を受けた金融機関に対して、直ちに金融整理管財人による管理の処分を行う。 

 

ウ．第三号措置（イの措置では危機的な事態を回避できない場合にのみ） 

債務超過の破綻銀行等 預金保険機構による全株式の 

 取得（特別危機管理銀行） 

金融再生法下の特別公的管理制度に比べ、預金保険機構が銀行の全株式を強制的に取得

すること、預金保険機構が金融庁長官の指名に基づき特別危機管理銀行の新取締役等を選

任すること、特別危機管理銀行が旧経営者の経営の責任を明確にするために民事上・刑事

上の所要の措置をとることは同様である。金融危機対応会議の議を経る開始決定手続きや

開始決定要件が債務超過の場合に限定されること、新たに設置された｢危機対応勘定｣にお

いて経理されること等の違いがある。 

なお、特別公的管理の終了期限は平成13年3月31日までであったが、特別危機管理の終了

期限は「できる限り早期に」と定められている｡ 

 

（金融危機対応措置としての破綻処理制度） 

これら三つの金融危機対応措置のうち、第二号措置及び第三号措置が金融機関の破綻処理制

度である。前者は金融整理管財人が管理し、譲受金融機関等に対してペイオフコストを超える

資金援助を行い、預金等は全額保護される。また、後者は、金融再生法下の特別公的管理制度

を恒久的な措置である特別危機管理制度に再構築したものであり、やはり預金等は全額保護さ
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れる｡ 

いずれも、預金等の定額保護という通常の破綻処理の枠組みで対応することが適当でない危

機的な事態における例外的な措置として預金等の全額保護を図るものである｡ 

 

４．恒久措置としての金融整理管財人制度等の適用状況 

（１）金融整理管財人制度による処理 

平成13年度に破綻した金融機関から平成12年改正預金保険法に基づく恒久措置としての金融整

理管財人制度等が適用されることになったが、預金等を全額保護する特例措置が平成14年3月末ま

で延長されたことに伴い、平成13年度に破綻した金融機関に係る預金等は全額保護しつつ、処理

が行われた。 

平成13年度には41信用組合、13信用金庫、2銀行が破綻している。平成12年改正預金保険法に基

づいて初めて管理を命ずる処分が行われたのは平成13年4月に破綻しただいしん信用組合及び加

賀信用組合である。これら全ての事例で、破綻公表時に管理を命ずる処分が出され、金融整理管

財人が選任されている。 

これらの破綻処理に当たっては、特例措置の終了期限という時間的制約があったため、金融整

理管財人は、平成14年3月末までに預金保険機構に対して譲受金融機関が資金援助の申込を行い、

預金保険機構が金融庁長官及び財務大臣にペイオフコスト超える費用が見込まれる旨の報告を終

えなければならなかったので、受皿選定作業、営業譲渡手続きや資金援助申込作業等は迅速に進

められた。 

これらのうち、預金保険機構は、2銀行及び1信用金庫の金融整理管財人に選任されている。具

体的には、石川銀行（平成13年12月破綻）、相互信用金庫(平成14年1月破綻)、中部銀行（平成14

年3月破綻）である。 

 

なお、平成14年4月より、預金等の定額保護制度が始まったが、平成14年度以降の破綻事例は特

別危機管理制度が適用された足利銀行(「４．（３）特別危機管理制度による処理」を参照)の1件の

みに止まっている6。定額保護下の破綻処理業務については、後述の「６．定額保護下での金融整

理管財人による破綻処理業務」で説明する。 

 

（２）承継銀行制度の活用 

石川銀行及び中部銀行の破綻処理に当たっては、鋭意譲受候補先との交渉が行われたが、特例

措置の終了する平成14年3月末までに譲受金融機関との間で合意に至る見込みが立たなかったこ

とから、預金等の全額保護を図る方策として平成12年改正預金保険法に基づく承継銀行制度が活

用された。 

                                                  
6 定額保護下の破綻事例としては、貯金保険制度の対象である岡山県の大原町農協がある。平成 14 年 11 月 1 日

に岡山県が公的管理命令を発出し、貯金保険機構等が公的管理人に選任されている。このケースでは、非付保貯

金部分は農協系統からの支援を受けて、貯金全額が保護されている。 
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承継銀行である日本承継銀行が、平成14年3月に金融庁長官により設立決定され、銀行免許を取

得し、同3月28日に日本承継銀行が両行との間で営業譲渡日を特定せずに営業譲渡契約を締結し、

同日、営業譲渡に係る適格性の認定を受け資金援助の申込み等の手続きを行うことによって、預

金等負債の全額保護を確保している。 

 

その後、最終譲受金融機関が決定後、決まった営業譲渡日（中部銀行は平成15年3月3日、石川

銀行は平成15年3月24日）と同日付で日本承継銀行が最終譲受金融機関に再譲渡し、平成16年3月8

日に解散している。破綻処理コスト、預金者や善意かつ健全な債務者の保護の観点から、確定し

た最終的な譲受金融機関と破綻金融機関との間で実務上の作業が直接行われることが適当である

と判断され、その間、日本承継銀行としての銀行実務は行われていない（「ワンタッチ承継」と呼

ばれた。）。 

現在は、定額保護下での破綻処理には承継銀行の活用が不可欠であることから、万が一破綻が

生じた場合のセーフティネットとして第二日本承継銀行が、平成16年2月に金融庁長官により設立

決定され、同年3月に銀行免許を取得し、設立されている。 

 

（３）特別危機管理制度による処理7 

金融危機対応措置である特別危機管理制度の適用事例としては足利銀行がある。 

足利銀行に対しては、平成15年11月に内閣総理大臣により預金保険法第102条第1項の第三号措

置を講ずる必要がある旨の認定が行われ、同時に内閣総理大臣により特別危機管理開始決定がな

され、同年12月1日に公告が行われたことをもって、預金保険機構は同行の全株式を取得した。 

その後、預金保険機構は、金融庁長官の指名に基づいて新たな取締役及び監査役の選任を行っ

たほか、同行から預金保険法第129条に基づく資産の買取りの申込みを受けて、これまでに資産買

取りを２回実施している。また、同行内に設置された業務の適切性・透明性を確保する観点から、

投融資・資産処分等の業務について監査を行う機関である業務監査委員会及び旧経営陣等の責任

の明確化を図るため、旧経営陣等の職務上の義務違反等に基づく民事上の提訴、刑事上の告訴・

告発等の必要性や妥当性について調査を行い、取締役会に報告する機関である内部調査委員会に

オブザーバーとして参加し、支援を行っているところである。 

同行においては、現在、同行の企業価値の向上を目指して、抜本的な経営改革、地域金融の円

滑化、中小企業等の再生に向けた取組みなど様々な施策が進められているところである。 

 

５．全額保護下での金融整理管財人による破綻処理業務 

以上の預金保険機構としての経験等を踏まえて、金融再生法並びに預金保険法に基づく金融整

理管財人制度を通じた全額保護下の破綻処理業務について主要な内容を説明する。 

 

                                                  
7 破綻処理制度ではないため、本稿では取上げないが、預金保険法第 102 条第 1項に基づく第一号措置が、平成

15 年 5 月 17 日にりそな銀行に対して適用され、1.96 兆円の公的資金が注入されている。同第二号措置の適用事

例は、まだない。 
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（１）金融整理管財人業務の流れ 

まず、全額保護下での破綻処理の実務的な流れは基本的に次のようなものであった。 

 

ⅰ. 金融機関が、週末ないしは祝日前日の営業時間終了後に、その業務若しくは財産の状況に照

らし預金等の払戻しを停止するおそれがある旨を行政当局に申し出る。 

ⅱ. 当該申出を受けて、行政当局は、行政手続法に基づく所定の手続きを踏んだ上で、金融整理

管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を行い、同時に金融整理管財人を選任する。 

ⅲ. 金融整理管財人は、週末に破綻金融機関に立入り、融資規定や経費規定の見直しを行う他、

部店長会議等を開催し、月曜日からの営業再開の準備を行う。 

ⅳ. 月曜日からは、原則として従来通りに業務を継続する。金融整理管財人は、当初の1～2週間

は営業店の混乱回避を優先しながら業務再開を軌道に乗せた後に、旧経営者の責任追及の他、

資産査定、譲受金融機関探し等営業譲渡に向けた作業を行う。 

ⅴ. 譲受金融機関が確定した後は、営業譲渡等に係る基本合意書の締結、営業譲渡等契約書の締

結、債権譲渡・抵当権移転手続き、システム移行等の作業のほか、資金援助の申請手続きを行

う。 

ⅵ. 営業譲渡等の実行と同時に、破綻金融機関は行政当局から管理を命ずる処分を取り消される。

破綻金融機関は解散し、清算会社に移行する。 

 

（２）金融整理管財人の選任に係る預金保険機構の意見具申 

行政当局は、管理を命ずる処分と同時に、一人又は数人の金融整理管財人を選任しなければな

らない。この場合において、金融再生法下では、機構の意見を聴かなければならなかった。承継

銀行に関連して、金融再生法第30条第4項に「機構は、承継銀行も経営管理の円滑な実施等のため

の人材の確保に資するため、法務、金融、会計等に精通している者に関する情報収集を行わなけ

ればならない。」と規定されているのと同様に、預金保険機構は、破綻処理に係る人材情報の収集

を期待されていた8。 

預金保険機構が意見を述べるに当たっては、銀行の場合は、預金保険機構、弁護士及び公認会

計士の組合せが、協同組織金融機関の場合は、預金保険機構の人的資源に制約もあることから9、

系統組織出身者や地元金融実務精通者及び弁護士の組合せが適当であるという考えを基本として

いた。ただし、協同組織金融機関の場合でも、比較的規模が大きいものや破綻原因に特殊性等が

あるものに限って預金保険機構も選任されている｡ 

複数の金融整理管財人は業務の執行並びに財産の管理及び処分を共同して行うことになるが、

                                                  
8 預金保険機構は、意見具申を迅速かつ適切に行うため、日本弁護士連合会及び日本公認会計士協会の協力を得

て、日頃から候補者リストを作成しておき、破綻発生時にそれらの関係機関からの推薦或いは同意を得た上で、

行政当局に意見を述べる体制をとっていた。 

9 預金保険機構は 7銀行及び 4協同組織金融機関の金融整理管財人に選任され、延べ 300 名を超える職員を全銀

協等の関係機関の協力を得て派遣している。全ての事例に選任されることは人的制約等から困難であったが、金

融整理管財人に選任されない場合には、要請に応じて、①管財人団への事前研修、金融整理管財人業務のノウハ

ウの提供、②資金援助業務や資産切り分け作業にかかる助言、③責任解明に係るノウハウの提供(指導巡回)等の

支援を行っている。 
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営業譲渡作業の過程での法務局に対する抵当権・根抵当権等の移転登記手続等を効率的に行うた

めに、行政当局の承認を得て職務分掌する場合もあった。 

 

（３）金融整理管財人による業務運営体制 

破綻金融機関の業務運営・経営管理は、金融整理管財人にその代表権、業務執行権及び財産の

管理処分権が専属するのを受けて、最高意思決定機関に位置付ける「管財人会議」が設置され、

週一回、重要な経営事項の審議が行われた。また、適切な業務運営を行うために、破綻金融機関

の幹部職員を含めた｢業務運営会議｣が設置され、主に融資案件、経費支出等の経営事項について

審議すると共に、破綻金融機関職員と金融整理管財人との間の意思疎通を図るとともに透明性が

確保された。 

預金保険機構が金融整理管財人に選任された事例では、金融整理管財人の補助者として金融整

理管財人団を編成し派遣しており、業務運営を担当する要員として15～20名程度及び責任解明を

担当する要員として数名～10名程度で構成している。前者の要員は、総務・企画・人事等（Ａチ

ーム）、融資・審査・資産切り分け等（Ｂチーム）、預金・資金繰り・システム等（Ｃチーム）の3

部門に分かれて、破綻金融機関の業務運営に携わっている（責任解明については「破綻金融機関

等の関与者に対する責任追及概観」の稿参照。）10。 

 

（４）借り手の保護 

融資業務については、経営破綻後直ちに融資規定の見直しを行い、金融機能の維持、健全な債

務者の保護、営業譲渡までの貸付債権の劣化防止の観点から、債務者区分と個別事情を勘案しな

がら、与信判断が行われている。具体的には、債務者区分に応じた融資上限等に基づいて、一定

の運転資金のほか、限定的ながら設備資金の対応も行っており、融資期間は営業譲渡までの期間

を考慮して最長1年とするなどの対応が取られている。 

金融再生法施行以前は、法律上、｢預金者の保護｣という発想はあっても、債務者を保護すると

いう発想はなかった。金融再生法において金融機関の破綻処理の原則の中に「金融機関の破綻処

理に係る費用が最小となるようにすること」と共に「金融仲介機能を維持すること」が規定され

たことから、費用最小化の観点から新たな不良債権の発生は許されないことに留意しつつ、善意

かつ健全な債務者の保護という考え方に沿った融資業務の運営が法的に求められることとなっ

た｡ 

不良債権については、管理・回収体制を強化すると共に金融検査マニュアルを参考に行った自

己査定の結果に基づいて処理されている。 

 

また、破綻直後から行政当局においては、自治体に対して制度融資、保証協会保証、中小企業

                                                  
10 初動時から営業店混乱鎮静化までの期間（1～2週間程度））における主な対応としては、(ⅰ)当面の被管理金

融機関の業務運営方針の策定、(ⅱ)旧経営者との面談・辞表の取まとめ、(ⅲ)金融整理管財人就任記者会見、(ⅳ) 

臨時部店長会議の開催、(ⅴ)資金繰りの確認、(ⅵ)融資規定、経費支払規定等の見直し､(ⅶ)混乱回避のための

対応等が挙げられる。 
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との相談窓口等の対応を、政府系金融機関に対しては融資の推進、相談窓口の対応等を要請する

など、地域経済への悪影響を極力少なくするよう取り組まれている。関連して、近畿地区でいわ

ゆる民族系信組の中でも特に大規模な信組の破綻が続いた際には、行政当局の設置した「関西金

融緊急連絡会議」に関係金融機関の各金融整理管財人が出席し、対応している。 

 

（５）譲受金融機関への承継資産の選定作業 

12年4月に国に信用組合への監督権限が移管された後、信用組合に対する一斉検査が実施された

こと等を契機として、従来、行政当局が破綻金融機関に対して行ってきた清算検査は実施されな

くなった。このため、資産の切り分け作業は、金融整理管財人が自己査定等の債務者区分につい

て公認会計士等専門家を用いて検証し、資産内容を確定する形に変わることとなった。 

金融再生法下では、「被管理金融機関の貸出債権その他の内容を審査し、承継銀行が保有する資

産として適当であるか否かの判定を行うための基準を定める件」（平成10年12月15日付金融再生委

員会告示第2号）を準用し、適・不適資産の切り分け作業を行っている。まず、経営破綻後、旧経

営陣の責任追及の対象となる可能性のある債務者や暴力団等の債務者に係る資産は譲渡対象外資

産に区分される。適資産と判定されたものは資産判定基準に基づいて善意かつ健全と判断した債

務者であり、譲受金融機関に対して必ず承継を求めるものとなる。その他の資産については、譲

受金融機関の希望に応じて切り分けることとし、希望のない資産は整理回収機構に譲渡される扱

いとなる。11 

平成12年改正預金保険法下では、｢承継銀行の保有する資産として適当であることの確認を行う

ための基準を定める件｣（平成13年3月29日付金融庁・財務省告示第1号）を基本として切り分け作

業が行われている。 

 

（６）営業譲渡先の選定作業 

金融再生法施行以降の営業譲渡については、考え方として受皿候補先が一つ見つかれば済むと

いうものではなく、選定プロセスの透明性と説明責任が一層求められることとなった。具体的に

は、費用最小化の原則の下、受皿として可能性のある先に幅広く接触を行い、複数の候補先に価

格条件を提示させ競わせるという入札に近い方法に変わっていき、行政当局と調整しつつ、金融

整理管財人と預金保険機構本部が一体となった取り組みが行われた。 

譲受金融機関の選定作業は、(ⅰ)公表資料による候補先への幅広い接触、(ⅱ)候補先からの意思

表明、(ⅲ)守秘義務契約を締結した上での店舗概要、支店別収益等の2次資料の開示、(ⅳ) 候補先

によるデュー・デリジェンス、(ⅴ)提出された譲受希望資産の範囲、要求する債権譲渡損失引当金

                                                  
11 本稿では破綻処理・不良債権処理に果たした整理回収機構の役割は取上げていない。その変遷を簡単に振り返

ると、まず、平成 7年 1月に東京協和・安全信組の受皿として東京共同銀行が設立された。平成 8年 7月には住

宅金融債権管理機構が設立された。平成 8年 9月に東京共同銀行が破綻信用組合に係る債権回収を行う整理回収

銀行に改組され、その対象は、平成 10 年 4月に破綻金融機関一般に拡大された。その後、平成 11 年 4月に整理

回収銀行と住宅金融債権管理機構を一本化した整理回収機構が設立され、同年 6 月より、金融再生法に基づく健

全金融機関からの資産買取が平成 13 年 3 月末を申込期限として開始された。当該買取りについては、平成 13 年

6月に申込期限が 16 年 3月末に延長され、平成 14 年 1月に買取価格を時価とする価格決定方式の弾力化が行わ

れ、さらに平成 15 年 4月、申込期限が 17 年 3月末までに再延長され、買取り申込期限を終了している。 
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額、のれん代の評価、事業計画、会社再建の実績等を基に候補先に対するヒアリング、(ⅵ)候補先

からの条件提示を受けて想定される金銭贈与額を算定し、条件内容の再調整を経て、行政当局と

の協議、(ⅶ)営業譲渡等に係る基本合意書の締結、営業譲渡等契約書の締結、という流れで行われ

た。 

 

平成11年11月の金融再生委員会公表議事録によれば、当時、預金保険機構は5銀行及び１信用金

庫に金融整理管財人を派遣していたが、特に5銀行に関しては相当数の譲受候補先との間で併行的

に交渉を進めており、多忙を極めていた様子が窺われる。 

また、東京相和銀行の場合には、譲受候補先との間で基本合意書締結後に判明した仮装増資問

題等、基本合意書の枠組みの中では解決が図れない問題が生じたことから、金融整理管財人は、

金融再生委員会に諮り、基本合意を両者合意の上で解消している。管理の終了期限までの残され

た6ヶ月余の間で再度譲渡先の選定作業を行い、無事に終えている。新潟中央銀行、石川銀行及び

中部銀行の場合には、営業資産を一括して受ける譲受候補先が現れず、分割して複数の譲受先に

譲渡している12。 

 

（７）破綻金融機関の資金繰り 

破綻金融機関の資金繰りについては、全額保護下では、最大限の自助努力による調達を前提と

して、それでも支障が生ずる場合には日銀法第38条第1項に基づく金融庁長官及び財務大臣からの

要請を受けた同条第2項に基づく貸付け（いわゆる日銀特融）により対応されている。日銀特融が

行われたのは、預金保険機構が金融整理管財人に選任された11事例中、8事例（国民銀行、幸福銀

行、東京相和銀行、なみはや銀行、新潟中央銀行、信組関西興銀（全信組連経由）、石川銀行、中

部銀行）である。 

なお、協同組織金融機関の場合は、一定額を超えるまでは系統金融機関が資金繰り支援を行っ

ている。 

 

（８）人事労務 

金融整理管財人にとって、破綻日以降、営業譲渡実施まで業務を継続すると共に、破綻金融機

関の企業価値を維持しつつ、受皿への営業譲渡作業を終えなければならない課題がある｡いずれの

金融整理管財人も、職員のモラル維持に留意しながら、職員とのコミュニケーションの充実に努

めて、労使が一体となって取り組むよう注力されたところである。 

その際には、労働協約・就業規則・労働組合規約等を踏まえた慎重な対応が求められ、必要に

応じ見直しも行われたが、地方労働委員会の仲裁や斡旋に発展した事例もある。退職金・給与は、

労働協約等に規定され権利性が認められるものは支給するが、裁量的な功労加算・引上げは行わ

ない、賞与は、労働力確保の面だけでなく、世間一般の水準、他の金融機関の支給実績、過去の

                                                  
12 救済金融機関の決定は、営業譲渡の認可権限あるいは資金援助の前提となる適格性の認定権限に関わる事柄で

あることから、金融再生委員会或いは金融庁に金融整理管財人が譲受候補先の選定状況を報告し、行政当局の了

承を得た上で、営業譲渡の基本合意は締結されている。 
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支給実績等を勘案して決定することが基本とされている。 

職員の再雇用問題は職員のモラル維持の上でも最も重要であり、破綻金融機関内に「雇用対策

室」等の専担部署を設置し、譲受金融機関にはできる限り多くの再雇用を要請するほか、地方公

共団体、労働関係機関の協力を得つつ、雇用先の紹介や情報提供が取り組まれている｡ 

 

６．定額保護下での金融整理管財人による破綻処理業務の基本的枠組み 

平成14年3月末で預金等を全額保護する特例措置は終了し、平成14年4月より、預金等の定額保

護時代に移っているが、定額保護が適用される破綻事例は未だ起きていない。 

預金保険機構では、関係者の協力を得つつ、定額保護下での金融整理管財人制度の適用を想定

した破綻処理業務を検討してきたところであり、その概要を説明する。 

なお、平成14年4月から平成17年3月末までは暫定的に特定預金13の全額保護が継続された後、平

成17年4月より、預金保険で保護される預金等(「付保預金」)の額は、決済用預金14は全額保護さ

れ、それ以外の預金等は一金融機関毎に預金者一人当たり元本1,000万円までとその利息等となっ

ている。 

定額保護下での破綻処理業務の基本的な枠組みは次のようになる。 

 

ⅰ. 金融機関の破綻処理は、資産劣化防止等の観点から、迅速に営業譲渡等を行い、早期に終わ

ることが望ましく、破綻処理を専門とする金融整理管財人の役割はより重要となる。このため、

迅速な事業再生を図ることを目的に株主総会に代わる裁判所の代替許可等迅速な営業譲渡手続

きを定めており、金融整理管財人が破綻金融機関の業務執行権及び財産管理処分権を持ち続け

ることができる民事再生手続きの活用が適当である。15 

 

ⅱ. 他方、民事再生手続きが迅速な処理を求めるものであることから、全額保護下時代と比べて

も短い処理期間が要請される。このため、破綻処理のスケジュールは、破綻から半年後を目処

に営業譲渡を行い、1年後を目処に再生計画に基づく債権者への第一回弁済を実施して、金融整

理管財人による管理を終了することを遅くとも目指す。 

 

ⅲ. 裁判所の再生手続き開始決定が速やかに受けられることが、営業再開に対する信頼を得て、

                                                  
13 当座預金、普通預金及び別段預金をいう。 

14 無利息、要求払い、決済サービスを提供できるという、3要件を満たす預金をいう。我が国では日常生活にお

ける少額決済が、現金で行う場合を除けば口座振込み、手形・小切手による支払い、公共料金やクレジット・カ

ード利用代金の支払い等、金融機関の口座を通じて行われていることに鑑み、金融審議会答申「決済機能の安定

確保のための方策について」（平成 14 年 9 月 5日）により、安全確実な決済手段として、金融機関の破綻時にも

全額保護される決済用預金制度の導入と仕掛かり中の決済債務を保護する方針が打ち出された。 

  これを受けて、平成 14 年改正預金保険法により、目的規定に「破綻金融機関に係る資金決済の確保」が追加

され、「決済用預金の全額保護」や「仕掛かり中の決済の履行確保」も破綻処理の目標となった。 

15 倒産法制には破産法、特別清算、会社整理、会社更生法、民事再生法がある。破産法は「破産の宣告」が、特

別清算は「解散の決議」が、預金保険法上の第二種保険事故に該当し、自動的に保険金支払方式が適用されるこ

とになる。会社整理は整理案の決定効力に多数決制がなく、債権者数が多い金融機関には馴染まない。会社更生

法では金融整理管財人は旧経営陣と見なされ、別途更生管財人が選任されるが、民事再生法では再生債務者とし

て金融整理管財人が経営に留まることができる。 
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企業価値の維持を図る観点から必要となる。このため、破綻後直ちに破綻金融機関と承継銀行

との間で半年後を目処とする営業譲渡の基本合意契約を結び、譲受金融機関が直ぐに現れない

場合でも営業譲渡が実施できる見込みを立てておくこととする。 

 

ⅳ. 破綻金融機関は、速やかに破綻時の預金等債権を確定し、預金者データを預金保険機構に提

出し、預金保険機構から名寄せ結果を受けて、付保預金の払戻し等の営業再開準備を整える。

営業再開直後から、付保預金払戻しの申出に応じ、決済債務は保護される。  

  融資業務は、民事再生法の観点からも資産劣化の防止が求められることに留意し、新たな損

失の発生が回避されるよう対応することとなる。 

 

ⅴ. 破綻金融機関は、預金保険法に基づいて付保預金及び決済債務の払戻資金、資産価値の減少

防止のための貸出資金を預金保険機構から借入れを受け、破綻時の債務は弁済禁止とする原則

に対して例外的な取扱いが可能となる法的手続きを取る。 

 

ⅵ. 半年後を目処に行う営業譲渡時に、譲受金融機関に譲渡しない不良債権は、一般債権者への

弁済原資の極大化並びに公正な方法による資産処分の観点から、一般投資家への売却を試みる。

その不成立資産及び不適切資産は整理回収機構に売却する。 
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破綻処理財源の変遷と預金保険機構の財務構造のあり方 

 

 

金融機関の破綻処理を適時かつ円滑に行なって金融システムの動揺を最小限に食い止める

ためには、資金援助その他の目的のための財源を確保することが必要である｡ 

バブル崩壊以降のわが国においては、金融システムの動揺に対する備えが十分でなかった面

があったことは否定できない。 

本稿では、次の金融危機が予測し難い時期、原因、規模、態様で生ずることを想定し、その

際に過去の経験を少しでも生かす道を模索するという問題意識の下、預金保険制度の財務構造

がどの様な変遷を辿ってきたかを整理するとともに、これを米国の例と比較することで、今後

の課題を探ってみた。 
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１．各種の破綻処理財源の概要 

バブル崩壊後の破綻処理財源については、以下のように、(1)積立金と保険料及び運用益、(2)

借入・債券発行、(3)財政による資金確保支援といった数種類の源泉があった｡ 

（１）積立金と保険料及び運用益 

① 預金保険機構の自己資金 

預金保険制度において保険料1を徴収するタイミング（破綻処理費用の支出の時点に対して、

「事前」、「同時」、「事後」）は国により区々2であるが、我が国においては、その年に破綻処

理が行なわれて支出が実際に行なわれたか否かに関わりなく、保険料を徴収する。 

保険料収入よりも破綻処理その他の費用が少ない場合には、剰余部分が預金保険機構にお

ける積立金（責任準備金）として累積し、また、その運用益が発生する。このような、年々

のフローの保険料･運用益収入及びストックとしての積立金は、預金保険機構の自己資金を

構成する。逆に、自己資金が破綻処理の必要額に及ばない場合は、一般勘定に赤字･欠損が

生じるとともに、負債による資金調達を行なわざるを得なくなる｡ 

現実には、機構による資金援助を伴う破綻処理が開始された平成4年度直前には、責任準

備金は7千億円程度であったが、バブル崩壊後の破綻処理の所要資金は保険料、運用益及び

積立金（責任準備金）の合計をはるかに超え、機構の一般勘定には多額の欠損（平成16年度

末約3.0兆円）と負債（同約4.3兆円）が生じている｡ 

図表１ 平成４年度以降の預金保険収支（億円、％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊ 平成8～13年度は､保険料と特別保険料の合計。同14～16年度は、実効料率。 

＊＊ 平成10～14年度にかけて償還された交付国債（104,326億円）の他､資金援助後の返納資

金を含む｡ 

（出典）平成16年度「預金保険機構年報」115ページ 

                                                  
1  機構において、保険料という経常収入があるのは一般勘定に限定されている（特例業務勘定＜平成 8～14

年度＞においては、特別保険料を徴収）。 

2  「預金保険制度の財政構造について――中期的な視点から」（平成 17 年 3 月「預金保険研究」第 3 号）参

照。 

  

年度 保険料率* 収入 
うち保険料 

うち財政資金

等** 

支出 
責  任 

準備金 

平成 4 0.012   944  631 - 202 7,706 

5 0.012    961   638 -  461    8,206 

6 0.012    981   650 -  427    8,760 

7 0.012  1,116   666 - 6,010    3,866 

8 0.084  5,327 4,620 - 13,144 ▲ 3,951 

9 0.084  4,643 4,630 -  1,632 ▲  940 

10 0.084 16,758 4,650 11,992 27,694 ▲11,876 

11 0.084 42,169 4,807 36,457 49,261 ▲18,968 

12 0.084 42,050 4,828 36,407 54,538 ▲31,456 

13 0.084 12,882 5,111  6,675 19,409 ▲37,982 

14 0.084 25,021 5,099  15,899 27,103 ▲40,065 

15 0.084  7,427 5,221 -  2,301 ▲34,938 

16 0.084 6,566 5,294 - 1,398 ▲29,770 

4～16 計 - 166,846 46,846 107,430 203,580 - 
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② 一般の保険料と特別保険料 

平成8～13年度には、常時徴収する保険料（一般の保険料）に加えて、「特別保険料」が徴

収された。 

これは、平成8年6月の預保法改正（附則第16条第2項）により、大蔵大臣（当時）3 が信用

秩序維持のために資金援助の申込みに係る合併等を行うことが必要と認定した場合には、機

構は、救済金融機関等に対しペイオフ・コストを超える資金援助（特別資金援助）を実施す

ることができることになったのに伴い、特別資金援助の財源とするため、徴収されたもので

ある（平成12年度末までの時限的措置とされたが、平成12年の預保法＜附則第16条第1項＞

の改正により1年延長）。 

一般の保険料は預金保険機構の運営委員会が決定する（要主務大臣認可）のに対し、特別

保険料は政令で定めるものであった。 

図表２ 預金保険料率の推移（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）借入･債券発行 

① 預保法等における借入の規定 

預金保険制度創設当時、預金保険法は、政令に定める金額（500億円）を限度に日本銀行

からの借入を認め、また、当時の日本銀行法第27条（現行日本銀行法第43条第1項）におけ

る他業禁止規定を解除していた。この規定により、日本銀行は、預金保険機構に対する無担

保の貸付を、主務大臣認可無く行うことが可能となった。この仕組みは、当時の短期金融市

場の実態（恒常的に資金不足で、金融機関の破綻に対処するための柔軟な資金調達は事実上

困難。資金の源泉は日本銀行に求めざるを得ない）と整合的であった。公定歩合が市場金利

比低位であったために、機構にとって低利での調達になるという結果にもなった。日本銀行

からの借入の返済は保険料収入によることが想定されていた。 

その後、昭和61年の預保法改正により、日本銀行からの借入の返済のために金融機関その

他の者からの借入を行うことが容認された（政令に定める金額も5,000億円に増額された）。 

                                                  
3  その後のいわゆる財金分離により、大蔵大臣･財務大臣と金融担当閣僚の認定によることとなった（特例期

間の最終年度では、財務大臣と、内閣総理大臣から法定委任を受けた金融庁長官）。 

 保険料率① 特別保険料率② 

昭和46年～ 0.006 なし 

昭和57年度～ 0.008 なし 

昭和61年度～ 0.012 なし 計（①＋②） 

平成8年度～ 0.048 0.036 0.084 

特 定

預 金

その他

預金等平成13年度 

0.048 0.048 

0.036 0.084 

平成14年度 0.094 0.080 なし 

決済用

預 金

一 般

預金等平成15年度～ 

0.090 0.080 

なし 

平成17年度以降 0.115 0.083 なし 
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借入限度は、その後累次にわたって増額され、現在(平成17年度)の一般勘定の借入限度は

20.6兆円になっている。また、平成12年の預保法改正により、同法第42条における規定振り

が、一般勘定においては、「金融機関その他の者（日本銀行を除く。）からの借入（借換えを

含む。）」（又は債券の発行）をまず行い、日本銀行からの借入（借換えを含む。）は「一時的

な資金繰り」のために必要があると認めるときに行うことと改められた。 

また、旧特例業務勘定においては預保法附則第20条第1項により、また、危機対応勘定に

おいては預保法第126条第1項により、「日本銀行、金融機関その他の者」からの借入が可能

と定められ、日本銀行からの借入について、一時的な資金繰りのためのものとする制約は無

い。 

他の勘定における借入についても、金融再生法第65条第1項（金融再生勘定）、金融機能早

期健全化法第16条第1項（金融機能早期健全化勘定）等において、旧特例業務勘定、危機対

応勘定と同様の規定になっている。 

 

② 借入の推移 

借入（勘定別残高推移は別紙2参照）は、平成8年9月、信用協同組合特別勘定において、

整理回収銀行との「整理回収業務に関する協定」の定めによる業務の遂行に必要な資金とし

て1,200億円を出資した際に197億円の不足が生じたため、日本銀行から借り入れたのが最初

である。 

その後、平成10年度の北海道拓殖銀行等の破綻処理に伴う大規模な資金援助の実施及び金

融機能安定化緊急措置法（旧安定化法）による資本増強の実施に伴い、機構全体の借入（日

本銀行及び市場）や債券発行による調達は、同年度末には15.9兆円になった。以降、預金保

険機構が調達した金額はピーク時には21兆円を超えるなど、我が国全体でも預金保険機構は

最大級の資金調達主体の一つとなっている。 

借入の初期の推移をやや詳しく見ると、8年度中、特例業務に関し、山陽信用組合、けん

みん大和信用組合、大阪信用組合、木津信用組合等の破綻処理のため、特別資金援助や資産

買取に充当する資金の借入を行い、同年度末には、5,321億円の借入（全額日本銀行）が特例

業務勘定に生じていた。 

再生勘定では、9年度（当時は金融危機管理勘定）に金融機能安定化緊急措置法による資

本増強資金のための借入が発生し、10年度の金融再生法による日本長期信用銀行等向け貸付

資金の増加で急増した。 

一般勘定については、9年度までは保険料収入及び責任準備金で支出を賄えていたものの、

翌年度は北海道拓殖銀行破綻などのために日銀借入が発生した。 

健全化勘定では、10年度以降、金融機能早期健全化緊急措置法による資本増強資金の借入

が大量に行なわれた。 

民間借入は9年6月に開始され、また、同11年度からの債券発行も加わって、日本銀行以外

の先からの調達が増加、その半面で日銀借入の返済が進捗し、13年4月には日銀借入の全額

返済にいたった（最後の日銀借入は、13年3月、日南信金への資金援助資金、51億円）。 

 

③ 債券の発行 

債券発行（勘定別残高推移は別紙2参照）は、平成10年2月の改正で可能とされた。預保法

第42条などにおいて、「借入をし、又は預金保険機構債券の発行をすることができる」とさ

れ、借入と並列の位置付けで規定されている。 
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実際に債券発行が行われたのは、11年に健全化勘定において実施されたのが最初であった。

その後、債券発行は中長期の安定的な資金調達手段として活用されている。 

年限は2、4、7年の3種類で固定金利である。近年は、政府保証債のうちでは預金保険機構

による発行量が最大となっている。 

なお、危機対応勘定では、固定金利債によって資金調達を行っているが、金利スワップに

よって実質的に負担する金利を変動金利に変換している。 

 

④ 日銀借入の位置付け 

借入の初期（平成8～10年度）においては、日本銀行が主たる借入先であった（平成10年

12月末には、日銀借入が8.0兆円に達した）。民間調達に限界がある中、日銀借入に大きく依

存していたわけである。その後、市場調達の進展によって日銀依存度は低下し、機構の財務

運営において日銀借入の果たす機能は、民間調達では円滑な資金調達が困難な場合に限定し

た流動性補完に移行した。 

このような変化は、中央銀行としての金融機関破綻処理財源確保に対する関与･貢献のあ

り方に関する日本銀行の考えを反映したものでもあった。 

最近では、日銀借入金利が公定歩合を上回る水準に設定され、また、現行の公定歩合自体

が市場金利比高く設定されているため、日銀借入は市場調達よりも高コストである。加えて、

いわゆる「量的緩和」の環境下、金融市場における調達が順調に推移していることから、日

銀借入に対するニーズはコスト、アベイラビリティのいずれの面からも後退している。 

 

実際の資金調達の推移を見ると、市場調達開始当初は、市場の不安心理が根強く金融機関

の資金放出姿勢が慎重であった。これに対し、近年は、例えば、りそな銀行の資本増強（平

成15年)に際し約2兆円に上る資金を短期間に市場から調達できた4他、調達金利も非常に低く

推移するなど、市場からの資金調達は極めて円滑に推移している。 

この背景としては、以下の3点が重要であろう。 

ⅰ) 日本銀行が「ゼロ金利政策」5、「量的緩和」6という未曾有の緩和政策を遂行し、流動性

が極めて潤沢であるとともに、金融機関、機関投資家の運用難が深刻で信用リスクフリー

の政府保証付き貸付、債券の需要が旺盛なこと。 

ⅱ) 預金保険機構の借入証書、発行債券が、日本銀行の適格担保・手形オペ対象とされた（借

入証書の適格化は平成14年3月＜掛け目80％＞。同12月に掛け目を借入期間別に設定し、

最大96％に設定）ことにより、金融機関、機関投資家の預金保険機構向け貸出意欲、債券

保有意欲が一段と刺激されたこと。7 

                                                  
4  りそな銀行の資本増強のための 2 兆円もの資金調達が市場で可能であったことについては、量的緩和とい

う極めて異例の金融環境があってのことであるかもしれず、将来の市場調達キャパシティの推測に安易に援

用しないよう、注意が必要である。 

5  日本銀行が、「無担保コールレート（オーバーナイト物）を、できるだけ低めに推移するよう促す」という

金融調節方針に基づいて行う金融政策。平成 11 年 2 月に採用され、12 年 8 月に解除された。 

6  日本銀行が、「日本銀行当座預金残高が○○兆円程度となるよう金融市場調節を行う」という金融調節方針

に基づいて行う金融政策。平成 13 年 3 月に採用され、平成 17 年 8 月時点では継続中。準備預金制度上の日

本銀行当座預金の所要額を超える流動性を供給することによって流動性の超過供給が恒常化するため、オー

バーナイトの金利は結果的にほぼゼロになる。実際、コール市場では 0.001％の金利水準が常態化した（外国

為替市場におけるスワップ取引との組み合わせによって小幅のマイナス金利が成立したり、政府短期証券利

回りが完全にゼロになることも、珍しくなかった）。 

7  日本銀行の担保政策が金融調節の適切な遂行を目的として行なわれることは言うまでもないが、適格担保

化が日本銀行の金融調節上のニーズと合致したことは、預金保険機構にとって幸運であった。 
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ⅲ) 預金保険機構の入札（借入、債券発行）の仕組みが、金融市場関係者のニーズに合致す

る方向で整備されてきたこと。 

 

（３）財政による資金確保支援 

財政は、2つのルートで預金保険機構の資金確保を支えた｡ 

一つは、「特例業務」を円滑に遂行するために設けられた「特例業務基金」に充てるための

国債（請求に応じて政府が元本を預金保険機構に対して償還する、無利息の国債）の交付であ

る｡特別保険料に加え、この国債の償還を受けることによって、特例業務勘定においてペイオ

フコストを超える資金援助を行うことが可能となった。上記の国債償還の財源は、政府が徴税

や国債の発行によって得た資金であるため、最終的には、交付国債の償還額に相当する負担が

国民全体にかかることとなる。 

もう一つは、日本銀行や民間金融機関などから資金を借り入れたり市場で債券を発行したり

する際に付された政府保証である。この政府保証は、借入や債券発行による資金調達を、資金

の量と金利の両面で強くサポートした｡ 

交付国債や政府保証に関する経緯の概要は、以下のとおりである（別紙3）。 

 

（9 年度） 

・ 平成10年2月の預保法改正において、一般金融機関特別勘定と信用協同組合特別勘定が

特例業務勘定として統合されるとともに、同勘定内の特例業務基金に７兆円の国債が交付

された。 

・ 日本銀行又は金融機関等からの借入金につき10兆円の政府保証限度枠が設定された。 

・ 同じく10年2月、金融機能安定化緊急措置法が制定され、資本増強のために金融危機管

理勘定が設けられ、同勘定につき、政府保証10兆円、交付国債3兆円が用意された。 

 

（10 年度） 

・ 金融再生法が制定され、金融再生勘定において18兆円の政府保証枠が設定されるととも

に、金融機能安定化法及び金融危機管理勘定が廃止され、同勘定の交付国債（3兆円）は

政府に返還された。 

・ 早期健全化法が制定され、健全化勘定に25兆円の政府保証枠が設定された。 

 

（12 年度） 

・ 一般勘定にも政府保証枠（4兆円）が設定された（11年度までは、2兆円の借入限度額は

あったものの政府保証枠はなし）。 

・ 特例業務基金に係る交付国債を13兆円へと、6兆円増額。 

 

（13 年度） 

・ 一般勘定の政府保証枠が6兆円に拡大された。 

・ 再生勘定の政府保証枠が10兆円に圧縮された。 

・ 健全化勘定の政府保証枠が14.2兆円に圧縮された。 

・ 危機対応勘定に政府保証枠（15兆円）が設定された。 
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（14 年度） 

・ 一般勘定の政府保証枠が13兆円に拡大された。 

・ 特例業務勘定の政府保証枠が6.5兆円に圧縮された。 

・ 再生勘定の政府保証枠が12兆円に拡大された。 

・ 健全化勘定の政府保証枠が6.9兆円に圧縮された。 

・ 特例業務勘定の廃止（年度末）に伴い、未償還の交付国債（2.6兆円）を政府に返納した。 

 

（15 年度） 

・ 一般勘定の政府保証枠が19兆円に拡大された。 

・ 金融再生勘定の政府保証枠が15兆円に拡大された。 

・ 産業再生勘定の政府保証枠が0.15兆円に設定された。 

・ 経営基盤強化勘定の政府保証枠が1兆円に設定された。 

 

（16 年度） 

・ 危機対応勘定の政府保証枠が17兆円に拡大された。 

・ 金融再生勘定の政府保証枠が14兆円に圧縮された。 

・ 健全化勘定の政府保証枠が6兆円に圧縮された。 

・ 金融機能強化勘定の政府保証枠が2兆円に設定された。 

 

（17 年度） 

・ 経営基盤強化勘定が16年度末に廃止された。 

 

２．米国との比較 

（１）日米の類似点 

80年代以降の日米の破綻処理財源の確保の状況を比較すると、重要な類似点としては、以下

の３点が挙げられる。 

 

① 破綻処理の開始時点では、十分な破綻処理財源の用意がなかったこと。 

両国とも、積立金が破綻処理財源に満たなかったのはもちろんのこと、財政資金の直接投

入や、預金保険機関の調達能力拡充のための措置（借入権限の拡大や政府保証の付与など）

も、破綻が拡大して初めて行われた。また、こうした対応に関する国民的、政治的合意形成

には多大な時間とエネルギーを要した。 

両国とも、適時の「初期消火」8に必要な財源確保ができていたとは言い難い一方、財源確

保ができてからは破綻処理や金融システムの安定性回復に弾みがついた。 

米国における分析を見ると、貯蓄貸付組合（S&L）危機9に対応するために莫大な財政資金

を投入せざるを得なかった理由として、破綻初期においては破綻処理財源が不足し、「初期

消火」が思うに任せなかったことが指摘されている。また、救済金融機関に対して不健全な

                                                  
8  ここでは、個別金融機関の破綻が金融システム全体の動揺をもたらさない様に政策上の対応をとることを

いう。 

9  貯蓄貸付組合が 80 年代後半から 90 年代にかけて大量に破綻した金融危機。 
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会計処理を認めることによって問題の先送りを図ったかのような、処理方策の歪みの事例

（“supervisory goodwill”）もある（別紙4 参照）｡ 

わが国でも、住専処理資金に関する議論の過程で、過去の金融機関の不健全な行動や監督

当局が十分な実効性のある措置を取るにいたらなかったことなどが改めて国民の関心を集

めて、議論は複雑化した。 

 

② 破綻処理のさ中に料率を大幅に引上げたこと、及びそうした料率引上げだけでは破綻処

理費用を賄うことはできず、負債調達を行わざるを得なかったこと。 

わが国では、保険料率を平成8年（1996年）に特別保険料とあわせて7倍（0.012％⇒0.084％）

に引き上げた。米国でも、連邦貯蓄貸付組合保険公社（Federal Savings and Loan Insurance 

Corporation。以下「FSLIC」という）が1985年に料率を0.083％から0.208％に引上げ、米国連

邦預金保険公社（Federal Deposit Insurance Corporation。以下「FDIC」という）は90年から

93年にかけて0.0833％であったものを0.23％～0.31％（93年に可変料率導入）に引上げた。 

しかし、わが国では上述のように預金保険機構は膨大な負債を抱え、米国も、運転資金を

連邦政府から借入れた他（返済済み）、FICO債（Financing Corporation債。FSLICの不足資金

を賄うために82億ドル発行）やREFCORP債（整理信託公社(RTC)の不足資金を賄うために300

億ドル発行）による調達を実施せざるを得なかった。 

 

③ 財政資金の投入が必要となり、また、そのための合意形成に時間を要したこと。 

日米とも、最終的には直接の財政資金投入が行われた。そのボリュームは、わが国が約10.4

兆円（交付国債）、米国もFSLICやRTCに対する直接の財政負担(appropriation)は995億ドル10と、

ほぼ同水準である。11 

日米の経済規模の違いを勘案すると日本の方が財政の関与が深いとも言える一方、米国は、

財政資金投入の対象となった業態はS&Lだけであって、わが国で言えば中小金融機関だけで

これだけの財政資金投入を要した形になっている（FDICの銀行預金保険基金＜BIF＞は、結

局、直接の財政負担を伴う支援は受けていない）。 

このような財政資金投入については、米国では80年代に「初期消火」の体制が整わず、問

題先送りを招いたために膨張してしまった、とする評価が多い。また、わが国でも、92年（平

成4年）に宮沢首相（当時）の公的資金投入論に対して強い反対論がおき、また、その後も

いくつかの偶発的な要因や国民の反金融機関感情などによって公的資金投入の合意形成は

難航、結局、97年（同9年）11月の大型破綻発生の後まで、財政の本格的な関与は実現しな

かった。 

他方、財政資金投入と同時に、両国とも金融監督と安全網運営体制の再構築の要請が強ま

った。 

すなわち、米国では、1991年連邦預金保険公社改善法(Federal Deposit Insurance Corporation 

Improvement Act of 1991。以下「FDICIA」という)で、早期是正措置の導入など監督体制の再

構築に加え、安全網の運営に関し、最小費用原則や料率設定と積立金水準のリンクなどのよ

                                                  
10  Curry, Timothy and Lynn Shibut（2000）の 31 ページ参照。 

11 金銭贈与額、資本注入額、健全金融機関からのものも含めた資産買取額、特別公的管理銀行に対する貸付

金等を含め預金保険機構が金融システム安定化のために投入した資金の単純合計は 46 兆 8,053 億円であり、

この中で国民負担が確定しているものは、交付国債の償還額である 10 兆 4,326 億円である。「金融システム安

定化のために投入した公的資金に関する質問主意書」（大塚耕平参議院議員<16.7.30>及び大出彰衆議院議員

<16.10.26>）およびそれらに対する答弁書を参照。 
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りリジッドな枠組みが形成された。わが国でも、早期是正措置の導入、大蔵省からの金融分

離、検査部署の独立性強化などが行われた。 

 

（２）日米の相違点 

FDICは破綻処理のピークから数年で保険料の積立金残高を目標とした水準に到達させるな

ど、現在の我が国の状況とは大きく異なっている。その背景を探りつつ、日米の相違点を整理

すると、以下の4点が浮上する。 

 

① 保険料率は、米国の方がはるかに高かったこと。 

米国では、大恐慌後の、金融機関破綻と預金者の損失発生の記憶が生々しい時期に全国的

な預金保険制度が創設された。その際に設定された（＝金融機関が受け入れた）保険料率は、

FDICで0.0833％、FSLICで0.125％であり、我が国における預金保険制度創設（昭和46年）当

初から特別保険料率の設定（平成8年）前の保険料率水準の0.006～0.012％より、はるかに高

い水準であった。 

米国も、高度成長期には、預金金利規制と相俟って、金融機関の経営は安定し、FDICの収

支も黒字であった。このため、保険料率自体は高い水準（0.0833％）に維持しつつ、金融機

関に対しては余剰の還元を行って実効料率を0.03％～0.04％に引き下げることが可能であっ

た（FSLICは還元を実施せず）。 

FDICは、第二次大戦後、積立金が増加する一方で金融機関から負担軽減の要請が強まった

状況において、料率自体の引下げには消極的で、一旦収納した保険料の還元によって実効料

率を引き下げることとした。こうした実効料率引下げは、Federal Deposit Insurance Act of 1950

により実現した。すなわち、保険料収入から経費や破綻処理費用を除いた金額の60％を還元

（rebate）することとしたのである。その後、還元される比率は1960年に66⅔％に引き上げら

れたが、1980年には60％に戻された。80年代の破綻の増加を受け、還元は、1983年で終了し

た。12 

 

このように「平時」の料率の発射台が高かった米国は、「有事」状況の料率として0.23％と

いう非常に高い水準を設定した。高い料率を負担する金融機関の声は、財政資金投入に至っ

た事態を重視する議会の意向に圧倒され、料率引き上げの大きな障害にはならなかった。こ

の点については、米国の方が、90年代前半の金利水準が高い（90年代の米国の公定歩合は92

～94年の3.0％がボトム）上に金融機関の利鞘も厚かったことが、料率引き上げに伴う金融機

関の負担感を軽減した可能性がある。 

 

② 米国では、積立金のあるべき水準に関し、緩やかながらも共通認識があったこと。 

現在の米国の制度では、FDICは付保預金の1.25％以上の積立金を保有すること、及び

1.25％の実現までは有事状況並みの高い保険料率（0.23％）を徴収することが法定（1991年

のFDICIA）されている。1.25％という水準の設定には、論理的、先験的な理由はなく、制度

創設以来の歴史の中で醸成された相場観が大きな役割を果たした模様である。 

なお、①に述べた保険料の還元に際しては、積立金が付保預金の1.1％～1.4％に収まるこ

とが目処であったことは事実であるが、「1.1％～1.4％」にも論理的、先験的な根拠はないよ

                                                  
12 FDIC（1998）の第 5、6 章参照。 
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うに見受けられる。 

これに対し、我が国の場合、制度創設からバブル期にかけては、大手金融機関が軒並みAAA

やAAといった非常に高い格付けを有するなど、金融機関破綻が金融システム全体を揺るがす

規模で生じることは現実的な想定の範囲外であった。従って、責任準備金の水準に関する議

論も、「地銀1～2行程度」等のぼんやりとした目安ないしは相場観があったに過ぎず、料率

設定その他の政策判断において、責任準備金のあるべき水準が明示的、体系的な扱いを受け

るには至らなかった。 

 

③ 米国は、FDIC の積立金の水準と明示的にリンクした料率政策が立法によって制度化され

ていること。 

米国は、91年のFDICIAや96年のDIFA（Deposit Insurance Funds Act）により、積立金の目

標水準（付保預金の1.25％）が明定され、それを担保するための料率設定に対する制約が厳

格である（1.25％未満になったら0.23％以上の料率を課しながら速やかに復元、1.25％を超

えたら健全金融機関からは保険料を徴収しない）。こうした制度が形成された背景には、S&L

破綻のために多くの財政負担が生じたことが、国民の非常に大きな反発を招き、こうした財

政負担が再度必要になる事態はなんとしても回避しようとする意向が、議会において強かっ

たという事情がある。すなわち、金融機関の破綻とそのために生じた財政負担に対する国民

の批判が議会に向かった結果として、積立金の水準と明示的にリンクした料率政策が議会主

導で形成されたのである。 

 

④ 米国は破綻処理本格化の時期とほぼ踵を接して経済が回復したのに対し、わが国はデフ

レ環境下での破綻処理となったこと。 

米国の破綻処理は、景気の回復と資産価格の上昇に支えられて大きく進展した（迅速な破

綻処理の成功の最大の要因は景気回復と資産価格の上昇、との指摘も米国当局者から聞かれ

る）。また、90年代前半の米国の金融政策は、短期金利を3％程度としたことで「実質ベース

のゼロ金利」を実現したといわれる。長期金利が6～7％にあるなど期待インフレ率が高い状

況下、実質ゼロ金利政策と大幅な長短金利差の下で、金融機関は短期調達・長期国債運用で

信用リスクをとることなく収益を改善できた。 

他方、わが国は、不良債権問題の全体像がなかなか明らかにならないなど不透明性の高い

環境下、90年代半ばには円高（95年4月に80円割れ）などによる景気後退に見舞われ、更に

97年にはアジア危機、11月の大型破綻が発生し、翌年以降、信用不安、デフレ心理が増幅さ

れた。財政政策は財政赤字の累増によりその余力を失い、また、金融政策も金利の非負制約

と金融機関のリスクテイク能力低下に妨げられた。こうした状況下、資産価格は地価が10年

以上にわたって低下し、株価についても、株価のピークアウト（89年12月）から14年を経た

2003年4月に、バブル崩壊後のボトムをつけるなど、長期にわたって低迷した。 
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３．破綻処理財源の「適時」確保に向けた考察 

（１）破綻処理とその財源を巡る環境の変化 

90年代には、金融機関の破綻処理を巡る環境には、次の２つの相互に絡み合った変化が生じ

た。 

 

第一に、自由化の一層の進行である。金融業において規制（参入規制、価格規制等）に守ら

れていることに伴う超過利潤がほぼ消滅し、金融機関にとって、単純に業容を拡大することの

収益上の意義はほぼ失われた。 

 

第二に、金融機関及び当局の双方において、意思決定の透明性を高める制度的な変革が生じ

た。金融機関の意思決定には、リーガルリスク（株主代表訴訟などのリスク）への配慮が常に

織り込まれるなど、経営者の受託者責任がより明確に問われるようになった。当局については、

裁量行政への批判が高まるとともに、裁量からルールへの移行と政策決定に関する情報開示の

拡大が強く求められた。実際、かつてのような行政指導は影を潜めるとともに、いわゆる日本

版ビッグバンに代表されるような大きな金融制度変革が急速に進行した。 

同時に、金融機関経営が悪化した場合に、有力金融機関に吸収してもらう形での処理（有力

金融機関にとっては吸収による業容拡大がインセンティブ）は困難になった。 

他方で、破綻処理の手法と財源確保の仕組みは大幅に拡充された。預保法の改正や資本増強

関連の諸法の制定により、破綻処理手法の幅がペイオフコスト超の処理や金融再生法に基づく

処理などに広がるとともに健全行への資本注入等が制度化され金融機関の自己資本を速やか

に強化する措置が可能となった。同時に、こうした措置に不可欠の預金保険機構の資金調達に

ついても、政府保証の付与や交付国債による財政負担などの措置が講じられた。 

 

（２）預金保険機構資金の役割と財源に関する議論の必要性 

金融システムの安定に必要な資金の確保のあり方は、環境変化に適応して変化すべきもので

ある（上述の市場の自由化と意思決定の透明性を高める制度的な変革は、ここに言う環境変化

の事例である）。例えば、預保制度創設（昭和46年）当初は、預保法により、預金保険機構の

資金不足を賄うものは日銀借入とされていた（預金保険機構が金融市場で資金調達を行うこと

は、預保法上、許容されていなかった）が、これは、当時は、ペイオフが行われるような緊迫

した状況において、預金保険機構が大量の資金を日本銀行以外から円滑に調達できるとは想定

できなかったことが、背景の一つである。更にその背後には、「短期金融市場」と呼べるもの

が有担コール市場、手形市場あるいは精々債券現先市場しかなく、担保を有しない預金保険機

構には資金調達の道がまずなかったし、担保があったとしても恒常的な資金不足の環境下では

結局は日銀信用に依存しなければならない、という経済実態があった。 

その後、法改正を繰り返す中で預金保険機構の資金調達のルートは多様化されたが、これは

金融市場の発展（日本銀行以外の資金源の台頭）に適合した変化と言えよう。 

 

この点、米国では、２.(２)③で述べたように、①FDICが付保預金の1.25％の積立金を常時有

することとする、②それに必要な財源は高い（0.23％以上）保険料率の設定によることとする、

という政策決定を、破綻処理のさ中、議会が立法を通じて行った（91年のFDICIA。金融機関の

負担増を伴う制度改正を議会が押し通したかたちになっている）。その後のFDICの財務状況を

見ても、90年代半ばには積立金の目標水準に到達している。 
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これに対し、わが国においては、預金保険機構の財源確保についての更なる議論は、今後の

課題として残されている。 
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預金保険機構の諸勘定の沿革･内容と財源等 

（１）一般勘定 

本勘定は、平成８年度に特例業務勘定と住専勘定とが設立されるまでは、預金保険機構の唯

一の勘定であった。基本的には、一般預金保険料を収入源とし、通常の（ペイオフコスト以内

の）資金援助等を経理する勘定である。もっとも、14年度末をもって特例業務勘定が廃止され、

同勘定に係る資産及び負債が当勘定に承継されたため、それ以降は特例業務に係る経理も当勘

定で処理している。なお、当勘定における当期利益金の額は責任準備金として積み立てなけれ

ばならない。 

政令により借入限度額が定められ、制度発足時は日銀借入限度額として500億円とされたが、

徐々に増額されるとともに、平成13年度からは市中借入も可能とし名称も借入限度額に改正さ

れた。また、平成12年度からは政府保証が付され、当初は４兆円であったが、17年度までに19

兆円にまで拡大されている。 

（１）－付 特例業務勘定 
本勘定は、ペイオフコストを超える特別資金援助等を経理する勘定として平成８年度

の預保法改正を受けて同年設けられたものである。特別資金援助は８年から12年度まで

（後に13年度まで延長）の時限的措置として導入された制度であったことから、14年度

末をもって当勘定は廃止され、上記一般勘定に統合された。なお、設置時から平成10年

2月に統合されるまでは一般金融機関特別勘定と信用協同組合特別勘定とに分かれてい

た。 

主な財源は金融機関からの特別保険料収入と交付国債の償還金である。交付国債は、

平成10年度に７兆円、12年度に6兆円交付され、合計で13兆円となった。当勘定廃止時

に残存していた交付国債は国庫に返された。この他、政府保証10兆円が平成10年度から

付された（平成14年度は6.5兆円に減額)。 

 

（２）危機対応勘定 

本勘定は、預保法第102条に定められた金融危機への対応業務（①資本増強、②ペイオフコ

スト超の資金援助、③特別危機管理)を経理する勘定である。平成12年の預保法改正で金融危機

対応業務が盛り込まれたことを受けて設置された。 

平成15年度において、りそな銀行に対する第１号措置の認定がされたことに伴い、預金保険

機構は同行の株式を取得した。 

なお、政府保証枠は当初は15兆円、17年度では17兆円が付されている。 
 
（３）金融再生勘定 

本勘定は、特別公的管理銀行（旧長銀、旧日債銀）に係る処理や金融再生法第53条に基づく

一般金融機関からの資産の買取り等の業務を経理する勘定である。金融機能再生法の施行に伴

い平成10年に設置された。なお、同法の施行に伴い金融機能安定化のための緊急措置に関する

法律（旧安定化法）が平成10年10月23日に廃止されたことにより、旧安定化法に基づき金融危

機管理勘定で経理されていたいわゆる資本注入に係る資産及び負債は、本勘定に承継されてい

る。 

（３）－付 金融危機管理勘定 
本勘定は、金融機能安定化のための緊急措置に関する法律（旧安定化法）に基づく資

本注入にかかる資産および負債を経理する勘定。平成９年度に設けられたが、金融機能

（別紙 1） 
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再生法の施行に伴い、旧安定化法が廃止されたことに伴い、同勘定にかかる資産及び負

債は金融再生勘定に承継された。 
 
（４）金融機能早期健全化勘定 

本勘定は、金融機関等の株式等の引受け等を行ういわゆる資本増強に係る協定銀行に対する

資金の貸付けや損失補てん等を経理する勘定である。早期健全化法の施行により平成10年度に

設置された。 

 

（５）特定住宅金融専門会社債権債務処理勘定（住専勘定） 

本勘定は、旧住専から譲り受けた貸付債権等の財産の管理、回収及び処分等を行う債権処理

会社（整理回収機構）への助成金の交付、借入れに係る債務の保証、納付金の収納等を経理す

る勘定である。 

預金保険機構は、債権処理会社において発生した二次ロスの１／２相当額を、同社に対し業

務推進助成金として交付することとし、その原資には金融安定化拠出基金（注）の運用収入を充

てることとしている。なお、運用収入の額が交付すべき助成金の額に満たない場合は、その満

たない額を未払いとして経理している。 

（注）金融安定化拠出基金は、平成8年1月30日の閣議了解（「住専処理方策の具体化につい

て」）に基づき、預金保険機構に設けられた基金（1兆70億円）であり、その運用により

生じた利子その他収入を住専法第10条に基づき債権処理会社（整理回収機構）に助成し

ている。 

預金保険機構では、上記基金のうち旧住宅金融債権管理機構（現整理回収機構）への

出資分（1,000億円）を除く9,070億円（民間拠出分）を、法令等に従い「安全性」、「収

益性」、「流動性」のバランスに十分に留意しつつ運用している。具体的には、国債のほ

か、法令等で認められた政府保証債、地方債、担保付社債等で運用している。 

 

（６）産業再生勘定 

本勘定は、株式会社産業再生機構に対する出資及びこれに付帯する業務を経理する勘定であ

る。平成15年度に設置され、産業再生機構が時限組織であることから、当勘定も今後閉鎖され

ることになっている。 

 
（７）金融機能強化勘定 

本勘定は、金融機関等から自己資本充実のための株式等の引受け等に係る協定銀行（整理回

収機構）に対する資金の貸付け等の業務を経理する勘定であり、平成16年８月1日からの金融

機能強化法施行に合わせて設置された。 

（７）－付 金融機関等経営基盤強化勘定 
本勘定は、組織再編成金融機関等が発行する優先株式等の引受け等に係る協定銀行

（整理回収機構）に対する資金の貸付け等を経理する勘定である。 

平成15事業年度において、関東つくば銀行に対する60億円の資本増強のための協定銀

行貸付金が発生したが、当該貸付金およびその原資となる借入金等が整理されている。

平成16年度末をもって廃止され、その資産及び負債は金融機能強化勘定へ承継されてい

る。 
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預金保険機構の資金調達状況 

 

（単位：億円）

平成8年度末 9年度末 10年度末 11年度末 12年度末 13年度末 14年度末 15年度末 16年度末

借　入 0 0 7,605 13,129 24,642 31,178 39,264 41,746 21,275

うち日銀借入 0 0 6,338 711 3,942 0 0 0 0

債　券 0 0 0 0 0 0 0 11,400 21,400

借　入 5,321 5,544 28,074 35,676 34,915 33,711 30,873 - -

うち日銀借入 5,321 4,310 18,564 0 0 0 0 - -

債　券 0 0 0 0 0 0 0 - -

借　入 - - - - - - - 19,604 3,534

うち日銀借入 - - - - - - - 0 0

債　券 - - - - - - - 0 16,000

借　入 - 18,181 48,198 39,243 51,183 52,656 56,558 34,649 12,196

うち日銀借入 - 13,461 30,000 0 0 0 0 0 0

債　券 - 0 0 0 0 0 0 12,000 29,000

借　入 - - 74,625 74,402 63,046 46,239 20,841 12,731 9,839

うち日銀借入 - - 11,625 1,978 0 0 0 0 0

債　券 - - 0 6,000 18,000 36,000 61,200 66,600 55,400

借　入 - - - - - - - 61 60

うち日銀借入 - - - - - - - 0 0

債　券 - - - - - - - 0 0

借　入 5,321 23,725 158,502 162,450 173,786 163,784 147,536 108,791 46,904

うち日銀借入 5,321 17,771 66,527 2,689 3,942 0 0 0 0

債　券 0 0 0 6,000 18,000 36,000 61,200 90,000 121,800

借入・債券合計 5,321 23,725 158,502 168,450 191,786 199,784 208,736 198,791 168,704

危
機
対
応
勘
定

基
盤
強
化
勘
定

合
　
計

一
般
勘
定

特
例
業
務
勘
定

再
生
勘
定

健
全
化
勘
定

 

（別紙２） 
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預金保険機構の各勘定の業務概要と財政措置 

 

昭和４６年度 平成８年度 平成１１年度

一 般 勘 定
・ペイオフコスト内の資金援助
・流動性預金の全額保護（１４年度）

平成１０年２月

特 例 業 務 勘 定 政府保証枠なし 統合

・ペイオフコスト超の資金援助 交付国債
・破綻金融機関からの資産買取り ７兆円

政府保証枠
１０兆円

危 機 対 応 勘 定
・システミックリスクへの対応
　①資本増強
　②ペイオフコスト超の資金援助
　③特別危機管理

金 融 危 機 管 理 勘 定
・資本増強

金 融 再 生 勘 定
・特別公的管理 政府保証枠
・健全金融機関からの資産買取り １８兆円
・（佐々波委員会による）資本注入

金融機能早期健全化勘定
・資本増強 政府保証枠

２５兆円

産 業 再 生 勘 定
・（株）産業再生機構への出資

金融機関等経営基盤強化勘定
・資本注入
・信託受益権の買取り

金 融 機 能 強 化 勘 定

政府保証枠なし

平成９年度 平成１０年度

一般金融機関特別勘定

信用協同組合特別勘定

平成１０年１０月

交付国債
７兆円

政府保証枠
１０兆円

交付国債
３兆円

政府保証枠
１０兆円

 
 

 

(注) 

１．平成10年2月に一般金融機関特別勘定と信用協同組合特別勘定が統合して特例業務勘定となった。 

２．金融危機管理勘定は平成10年10月に廃止され、その資産、負債は金融再生勘定に帰属し、未償還

の交付国債（約3兆円）は、国に返還された。 

３．特例業務勘定は平成14年度末に廃止され、残余の資産、負債は一般勘定に帰属した。 

４．金融再生勘定及び金融機能早期健全化勘定は、残務処理が終了（例：資本増強により引き受けた

株式等の処分等）した事業年度末の6ヵ月後に廃止されることとなっている。 
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平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度

　恒久措置

政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠
４兆円 ６兆円 １３兆円 １９兆円 １９兆円 １９兆円

（廃止）

交付国債 交付国債 交付国債
１３兆円 １３兆円 １３兆円
政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠
１０兆円 １０兆円 ６．５兆円

　恒久措置

政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠
１５兆円 １５兆円 １５兆円 １７兆円 １７兆円

健全金融機関からの資産買取りについては１７年３月末まで延長

政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠
１８兆円 １０兆円 １２兆円 １５兆円 １４兆円 １４兆円

信用金庫・信用組合に限り延長

政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠
２５兆円 １４．２兆円 ６．９兆円 ６．９兆円 ６兆円 ６兆円

政府保証枠 政府保証枠 政府保証枠
０．１５兆円 ０．１５兆円 ０．１５兆円

（廃止）

政府保証枠 政府保証枠
１兆円 １兆円

政府保証枠 政府保証枠
２兆円 ２兆円

 

 

 

（別紙３） 
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“Supervisory goodwill”について 

 

１．“Supervisory goodwill”とは 

80年代の貯蓄貸付組合（S&L）の経営悪化に対処するため、監督･預金保険当局（連邦住宅貸付

銀行＜FHLB＞及びFSLIC）は“supervisory merger”を推進した。その際に、当該当局は、破綻金

融機関の債務超過部分（時価ベース）を「暖簾」として資産計上し、しかも、その償却期間を25

年など非常に長く取ることを、自己資本規制を含む監督において明示的に許容した。この暖簾を

“supervisory goodwill”と呼ぶ。 

こうした措置については、破綻金融機関の債務超過を埋めるだけの資金が監督･預金保険当局に

おいて用意されていない中で、救済金融機関にとってのインセンティブとすることによって、経

営不振のS&Lの処理を促進する狙いがあったと言われている。 

 

２．FIRREA による資産計上扱いの停止と訴訟の続発1  

しかしながら、1989年の金融機関改革救済執行法（FIRREA）において資産計上が不可能となっ

たことから、多くのS&Lが破綻し、監督当局（Office of Thrift Supervisionなど）によって整理され

た。このため、80年代の当局の対応を信じて救済に応じた金融機関の株主等は、多くの訴訟にお

いて連邦政府の契約違反を問うた。 

連邦政府は、多くの訴訟で敗訴し（United States v. Winstar Corp., 518 U.S. 839 (1996) における

連邦最高裁判決など）、その結果、損害賠償の責を負うこととなった。現在も係争中のものも少な

くない。 

―― 1990年代半ばのFDIC年報では、約120件の訴訟が進行中であるとの記述があり、Curry, 

Timothy and Lynn Shibut (2000)では、2000年6月時点で、訴訟は決着済みを含めて141件、確定

した損害賠償金額を1,158百万ドルとしている。また、2004年FDIC年報では係争中の案件数を

約49としている。 

 

３．FDIC 財務諸表における扱い 

損害賠償は、結局納税者負担となっており、FDICのFSLIC Resolution Fund（FRF）の財務諸表

における開示が求められるところ、司法省は将来の金額は見通し難いとの判断をFDICに伝えてい

る。このため、FRFの財務諸表においては、「更なる金額の支払いの可能性が高く、その金額が少

なくない可能性もある」との注記を行なっている。 

―― FDICは、FIRREAによってFSLICを承継し、その資産負債は、FRFにおいて整理されている。 

                                                  
1 性格の似た訴訟案件としては、別途、“Guarini Litigation”がある。これは、FSLIC による資金援助を伴う合併に

際し、税務メリットが約束されていたにも関わらず、1993 年包括予算調整法によって税務上のメリットが消滅さ

せられたために生じたもの。訴訟は、一部判決は出ているものの、いまだ係争中であり、FRF 財務諸表において

注記の扱いとなっている。 

（別紙４） 
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―― FRFは“supervisory goodwill”にかかる損害賠償の財源（appropriate source）とされている。

他方、損害賠償の支払いについては、FRFが司法省の歳出からdraw downすることが可能（議

会による当該歳出権限付与は恒久措置）ため、結局、FRFの財政状態には影響がないとの説

明も、注記において行われている。 

―― 毎年の訴訟費用については、裁判において連邦政府を代表する司法省に対し、FRFが支払

っている（2004年度は33.3百万ドルを一旦支払っているが、不要分は返還）。 
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破綻金融機関等の関与者に対する責任追及概観 

 
破綻金融機関の処理のため、平成10年2月の国債の交付など、預金保険機構の財源の強化が図

られた。かかる状況下、ずさんな融資を行って当該金融機関が破綻に至る端緒を作り出した旧経

営陣の責任のみならず、破綻金融機関の不良債権の債務者等も含めて広く関与者の責任を追及す

べきであるとの世論が日々高まっていった。これを受けて、預金保険機構に託された責任追及活

動をめぐる法制度が逐次整備されてゆく一方、旧経営陣に対する民事上・刑事上の責任を内容と

する裁判例が蓄積されると共に、不公正な方法で債務を免れようとする債務者に対する厳格な対

応といった実務の流れも構築されていった。 

本稿では、主として預金保険法の改正経緯等の制度面を柱に、上記の責任追及に向けた預金保

険機構内部における組織の変遷を概観しつつ、破綻金融機関の関与者に対する民事上・刑事上の

責任追及をめぐる実務上の取扱いを論じることとする。 

 

目  次 

 

１．預金保険法の改正経緯と責任追及体制の整備状況 

（１）平成８年改正預金保険法の前後 

（２）平成10年改正預金保険法の前後 

（３）平成12年改正預金保険法の前後 

 

２．破綻金融機関の旧経営陣に対する責任追及活動の実施状況等 

（１）民事責任追及 

（２）刑事責任追及 

 

３．破綻金融機関の旧経営陣に対する責任追及案件の選定状況等 

（１）これまでに問題となった行為の類型と責任追及の要件 

（２）金融機関における役員の責任原因 

（３）任務違反と経営判断との関係 

（４）提訴案件の選別状況 

４．破綻金融機関の旧経営陣に対する責任追及案件 

５．悪質な債務者等に対する責任追及と不良債権の回収 

（１）悪質な債務者らに対する財産調査及び債権回収妨害事案に対する告発 

（２）債権回収 

（別紙）機構による責任追及活動をめぐる根拠法変遷 
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１．預金保険法の改正経緯と責任追及体制の整備状況 

（１）平成８年改正預金保険法の前後 

① 法改正の背景 

（信用組合の破綻処理等を行う機関の必要性） 

旧東京協和信用組合及び安全信用組合の破綻処理を目的として東京共同銀行が設立されてい

たが、相次ぐ破綻に対処するべく、平成7年12月22日、金融制度調査会は「金融システム安定化

のための諸施策――市場規律に基づく新しい金融システムの構築――」を発表し、この中で、

東京共同銀行を整理回収銀行に改組し、破綻した信用組合の事業を受け継ぐと共に不良債権の

回収に当たる機関とすることを提唱した。 

信用組合に係る破綻処理機関設立の動きと並行して、破綻した住専の早期処理と住専債権の

回収も課題となっていたところ、上記金融制度調査会の報告には、住専についても、債権の回

収を強力に進めるべきことなどが明記されていた。 

 

（日本版 RTC の設立へ） 

上記破綻処理機関のお手本とされたのが、米国の整理信託公社（Resolution Trust Corporation 

<RTC>）であった。 

RTCは、金融機関改革救済執行法（Financial Institutions Reform, Recovery and Enforcement Act 

of 1989 <FIRREA>）により時限的に設立され、1989年から1995年の解散までの間、747の破綻貯

蓄貸付組合（Savings and Loan Association, 通称S&L）を整理した政府機関である。 

S&Lの破綻処理の際に巨額の公的資金が使われたため、米国においても、破綻したS&Lの旧経

営陣に対する責任を追及すべきとの世論が高まった。そのため、S&Lの破綻を契機として強化さ

れた罰則としては、融資に関する収賄罪、金融機関の資金の横領・不正使用罪、金融機関の書

類等への虚偽記載罪（FDIC等を欺く目的による虚偽記載も含む）、監督当局に対する虚偽報告罪、

銀行詐欺罪などがあり、法定刑も30年以下の拘禁刑若しくは100万ドル以下の罰金またはその併

科とされるなど、我が国の法に比して著しく重いものとなった。さらに、上記FIRREA法は、公

訴時効についても金融機関に関する特例として、「時効期間に関する改正法は、法発効日より前

に行われた犯罪で、同日において未だ公訴時効期間が満了していなかった犯罪にも適用され

る。」との規定を置いて、過去に遡って、公訴時効期間を5年から10年に延長した。 

このような立法措置の下で、RTCは、S&Lの旧経営陣に対する刑事・民事の責任追及に向けて

活動する強力な調査部門を設け、刑事責任に関しては、調査結果を捜査当局に通報するなどし

た結果、1988年10月から1995年6月末までの間、上記FIRREA法及びS&L犯罪法（Crime Control Act 

of 1990）に関連して、S&Lの関係者につき起訴件数1,182件、被告数1,852人、有罪率約93.2％（う

ち体刑に占める実刑率72.5％）という実績を残した（領得額または損害額が10万ドル以上のも

のなど重大事犯に限る）。 

また、民事責任に関しても、1989年8月から1994年末までの間、RTCが自ら追及した関係者に
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対する損害賠償請求件数は1,375件、賠償額は5億2,300万ドルに達した。1 

ちなみに、このRTCによる刑事責任追及の件数、賠償額が多額に上ったのは、米国のS&Lの資

金は一般国民から、直接預金あるいは出資金として集めたものであるところ、米国では、休眠

会社であったS&Lの買収が容易であり、かつ、新経営者の厳格な資格審査も行われなかったと

いう特殊事情があったため、多くのS&L経営者が私腹を肥やしていたのであって、その点に着

眼して刑事責任追及が行われたためと考えられる。（藤田泰弘<1997>）。したがって、米国と我

が国との刑事責任追及体制を比較検討するに当たって、この特殊事情をも考慮する必要もある。 

 

② 株式会社住宅金融債権管理機構及び株式会社整理回収銀行の設立 

政府は、平成8年2月9日、株式会社住宅金融債権管理機構（以下「住管機構」という。）を設

立するための出資、同機構に対する助成金の交付等を内容とする「特定住宅金融専門会社の債

権債務の処理の促進等に関する特別措置法」（案）を国会に提出、可決を経て、同年6月21日、

これが公布・施行された。 

さらに、平成8年4月12日、時限的措置として、預金保険機構において協定銀行に対する出資、

債務保証、損失補てんを行い得ること等を内容とする「預金保険法の一部を改正する法律」（案）

を国会に提出、可決を経て、これが平成8年6月21日に公布・施行された。 

 

（株式会社住宅金融債権管理機構） 

上記「特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法」の成立を受け、

預金保険機構の全額出資により、平成8年7月26日、住管機構が設立された。 

なお、住管機構の役割は、法的手段を駆使して住専債権の回収を強力に行うことに尽きると

ころ、回収困難な案件に関しては、預金保険機構の指導・協力を仰ぎ密接な連携を図る必要が

あり、そのためには、住管機構側でも預金保険機構側でも、種々の専門家の参加・協力が不可

欠とされた。 

また、回収作業を実効化するためには、公権的な立入・調査権限及び取立権限が付与される

必要があるとされた。 

以上の要請に基づき、上記改正預金保険法においては、住管機構に対する出資等に加え、住

管機構に対する指導・助言が預金保険機構の特例業務として追加された。 

同じく、住管機構が譲り受けた貸付債権等の債務者への財産調査（罰則付であり、一般に「特

別調査権」と呼称。）及び取立が預金保険機構の特例業務として追加された。 

この特別調査権が付与されることになったのは、住専の破綻処理のために公的資金が導入さ

れた原因が、住専の不良債務者による巨額の債務不履行にあることは明白であって、かかる不

良債務者の責任は、彼らが公的資金の導入を望んだか否かにかかわらず極めて重大であると考

えられたためである。したがって、これら不良債務者らが弁済のための真摯な努力をしている

                                                  
1  RTC だけでなく、FDIC をも含めて、1990 年から 1995 年の間に提起された民事責任追及訴訟（取締役、従業

員、弁護士及び会計士等、破綻した S&L、銀行及び信用組合に対して専門的サービスを提供した全ての者の義務

違反に基づく損害賠償請求）による勝訴額は総計で約 45 億ドルであった。 
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かを公的権限によって調査すべきは当然であり、これら債務者がかかる調査を受忍すべきこと

も当然であるとされた。そこで、住管機構が譲り受けた貸付債権等の債務者に関しては、公的

機関たる預金保険機構の権限として特別調査権が与えられたのである。 

 

（株式会社整理回収銀行） 

平成8年9月5日、預金保険機構は、東京共同銀行から改組した整理回収銀行との間で「整理回

収業務に関する協定」を締結、同年9月25日、同行へ1,200億円の出資を行った。 

整理回収銀行においても、住管機構におけると同様、法的手段を駆使して譲受債権の回収を

強力に行う必要があり、整理回収銀行側でも預金保険機構側でも、種々の専門家の参加・協力

が不可欠であり、かつ、回収作業を実効化するための権限付与が必要であった。 

以上の要請に基づき、上記改正預金保険法において、出資等に加えて、整理回収銀行に対す

る指導・助言が預金保険機構の特例業務として追加された。 

同じく、整理回収銀行が機構の委託に基づいて譲り受けた貸付債権等の債務者への財産調査

及び取立が預金保険機構の特例業務として追加された。 

なお、前記のとおり、住管機構が譲り受けた債権に関しては罰則付財産調査権が与えられた

のに対し、整理回収銀行が譲り受けた債権に関しては罰則なしの財産調査権が与えられるに止

まった。これは、本来私法上の関係に過ぎない債権について罰則付調査権を与えることには慎

重さが求められるところ、住管機構については既に6,800億円の税金が投入されていたのに対し、

整理回収銀行についてはこの時点では未だかかる可能性があるに止まっており、回収に対する

社会的要請の面では前者に比して後者が低いと考えられたことによる。 

 

③ 預金保険機構における責任追及体制の整備と運用状況 

平成8年6月の預金保険法改正に合わせて特別業務部を新設し、同部内に、住管機構譲受債権

及び整理回収銀行譲受債権に関する財産調査に基づき指導助言を行う特別調査課（主として国

税当局からの出向者により構成）及び回収妨害事案への対処を指導助言し捜査機関への告発も

行う指導課（主として警察当局からの出向者により構成）を設置した。同年9月には大阪特別業

務部も新設され、これによって、いわゆる新生預金保険機構の体制が整った。 

このようにして、預金保険機構の積極的な指導助言の下、住管機構及び整理回収銀行による

強力な債権回収が始まったが、かかる状況下、債務者自身あるいはこれと結託した暴力団等に

よる債権回収妨害行為が増加し、これを扱う捜査機関の側にも、従前以上の積極的な法解釈と

その運用が求められるに至った。 

すなわち、その後の成果も含めて見れば、競売妨害事案としては、裁判所執行官に対する虚

偽申告等の偽計によるものや、暴力団の威力を示すなどの方法によるもの、詐欺事案としては、

抵当物件を任意売却するに際し売却価格を実際より廉価であるように装って抵当権者に申告し

て抵当権を抹消させ、その差額を自ら利得するいわゆる「中抜き詐欺」の形態によるもの、強

制執行妨害事案としては、担保不動産の仮装譲渡などがあり、これら種々の類型について告発

がなされ、起訴、有罪となっているが、当初は住管機構・整理回収銀行及び捜査機関の間にお
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ける連携が必ずしも円滑ではなかった。 

その原因は、従前、捜査機関一般においては、民事不介入を理由にこの種の事案に関する理

論的・実務的な蓄積に乏しかったところ、前記のような経緯で回収妨害事案が急激に増加し、

その結果、新たな裁判例が増える一方、次々と未解決の法的問題点が明らかとなる状況下、こ

れが捜査機関の側に新たな作業負担を生じさせたことにあったと言えよう。2 3 

破綻金融機関の旧経営陣に対する責任追及の側面では、当時の預金保険法上、現行第37条第3

項（破綻金融機関の旧取締役等に対する報告徴求権限）のように破綻金融機関の旧取締役等に

対する責任追及活動を正面から見据えた規定は存在しなかった（別紙「機構による責任追及活

動をめぐる根拠法変遷」参照）。そこで、この当時は、「未だ存否の判然としない損害賠償請求

権が後に整理回収銀行等へ譲渡された場合に備えて予め調査を行うことも、機構による指導・

助言業務の一部である。」との解釈論によって破綻金融機関の旧経営陣に対する責任追及活動を

根拠付けていたが、これにより現実に十分な調査を行い得るか否かは破綻金融機関側の対応に

も左右されるところであり、当初は、必ずしも破綻直後から旧経営陣の責任追及に向けた積極

的な調査活動を行えていたわけではなかった。 

 

④ その他の法整備 

公訴時効期間について、我が国において前記FIRREA法と同様の規定を設けることについては、

日本国憲法の定める遡及処罰禁止に抵触する疑いが濃厚であり、したがって正式な議論の俎上

には乗らなかった。しかし、法定刑の面では、平成9年12月には特別背任罪の法定刑がそれまで

の7年以下の懲役から10年以下の懲役へと改正されたのに伴い、以後の行為については公訴時効

が従来の5年から7年に延長される結果となった。 

なお、議員立法により成立し、平成8年6月21日に施行された「特定住宅金融専門会社が有す

る債権の時効の停止等に関する特別措置法」は、住管機構が特定住宅金融専門会社（住宅金融

専門会社のうち、回収の困難となった貸付債権を特に多額に有している等その財産の状況が著

しく悪化していることから、この法律で定める特別の措置によりその債権債務の処理を促進す

ることが必要であると認められるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。以下「特

                                                  
2 一般に、任意売却による抵当不動産の処分は、もとより債権全額の回収には及ばないものの、競売による回収

に比べれば迅速かつ高額な回収が可能であることに利点がある。この場合、債権者と債務者の間では、債務者自

身が買受人を探し出すことを前提として、「不動産の売却価格全額を返済に充てるのと引き替えに、抵当権を解

除して登記を抹消する。」旨の合意を交わす。「中抜き詐欺」とは、債権者に対し、真実の売却価格よりも低額で

売却した旨の虚偽の事実を申し向けて抵当権登記の抹消をさせ、その差額を自己に留保する場合を指し、従前こ

れを詐欺罪として処理した事案は存しなかった。 

3 かかる例では、売却価格を低額に偽ることが財産的処分行為に向けた欺罔行為に該るか否かが問題となるとこ

ろ、一般の不動産取引慣行上、売主において常に真実の売却価格を利害関係人に告げる義務が存するとは言い難

いことに加え、抵当不動産の売却価格全額を返済に充てることが当事者間の合意内容となっていたか否かという

事実認定の煩雑さも相まって、このような事案を詐欺罪として立件することについて、なかなか捜査機関の側の

理解を得られなかった面がある。しかしながら、かかる事案が問題となるのは、債務者に担保不動産以外の返済

原資がなく、抵当不動産の処分によっても債権全額の回収には遠く及ばない場合であり、このような場合、債権

者としては回収の極大化を図るべく債務者自身に買受人の選定・交渉を委ねるのであって、売却代金の一部の費

消を許す趣旨であるとは認めがたいのが通常である。特別業務部指導課では、かかる背景事情も含めた証拠収集

の重要性も含めて捜査機関と粘り強く折衝を重ねたところ、この種事案の起訴が積み重ねられ、裁判例において

も次々と有罪判決が出された。そのため、現在では「中抜き詐欺」との手口名も一般化するに至っている。 
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定住専」という。）から承継した債権の回収を迅速かつ的確に行わせるための措置を定めたが、

これにより、特定住専の取締役等に対する民事上の責任追及を行う上での1つの障害が軽減され

た。すなわち、本法施行日において特定住専が有する債権には、特定住専がその取締役等に対

して有する損害賠償請求権も含まれるところ、これら全ての債権は、住管機構に譲渡され、同

機構により回収が図られることになる。ところが、かかる債権譲渡は、住管機構設立後の一時

に集中することが予測され、譲渡手続の途中や、譲渡後短期間で消滅時効が完成する債権につ

いて、裁判上の請求等により時効を中断させることは事実上困難であり、債権の回収が図られ

なくなる。そこで、本法は、本法施行時において特定住専が有する債権については、本法施行

の日から２年間は時効が完成しないこととしたものである。 

 

（２）平成 10 年改正預金保険法の前後 

① 法改正の背景 

この間、国会質問等を通じ、金融機関の取締役等に対しては法律上の加重処罰規定を置くべ

きであるとの主張も散見されたように、住専処理及び破綻金融機関の処理に公的資金が用いら

れることを背景に、破綻金融機関の旧経営陣あるいは不公正な債務者に対する厳しい責任追及

を求める世論が高まっていった。 

後述の整理回収機構設立当時の与党３党（自民、民主、平和・改革）合意上には、「公正・透

明な手法による不良債権の早期かつ効率的な回収」「不良債権を発生させた金融機関の旧経営者

の責任等、不良債権の発生に不公正に関与した者の責任を徹底的に追及する」と明記されてお

り、同機構設立の背景に厳しい責任追及を求める世論があったことを示している。 

 

② 改正法の内容 

前記のとおり、平成8年改正預金保険法においては、整理回収銀行が譲り受けた債権に関して

罰則なしの財産調査権が与えられるに止まったため、調査の相手方となる金融機関等の守秘義

務が障害となり、預金保険機構職員が文字どおり頭を下げて文書照会に応じてもらわねばなら

ないなど、調査効率に問題があった。また、全額保護下における金融機関の相次ぐ破綻により、

その破綻処理に公的資金が使われることとなっていたため、平成10年2月の預金保険法改正にお

いて、整理回収銀行が取得した資産についても、機構職員に対し貸付債権等の債務者への罰則

付調査権が付与された。4これに伴い、従前は住管機構の譲受債権に関して財産調査を行ってき

た特別業務部特別調査課が拡充され、３課体制となった。 

                                                  
4  このように、当初は、公的資金が投入されたことが罰則付調査権の根拠として説明されてきたが、その後、議

員立法による金融再生法第 53 条により、整理回収機構が健全金融機関から買い取った不良債権についても罰則

付調査権が付与された。同条に基づく買取りの原資は政府保証による預金保険機構の借入資金であって、直接税

金が投入されたわけではない。そのため、現在では、この罰則付調査権の根拠について、「保険料は、金融機関

が納付するもののその保険料率は預金金利に反映されることを通じて預金者、いわゆる国民の負担により賄われ

る公共財とも評価できるのみならず、（不良債権の買取りが）保険料に限られず政府保証による借入れ及び債券

発行でも賄われているため、損失が税金で賄われる可能性も制度上存することでなお公的資金との関連性が保た

れている」ためと説明されている（佐々木宗啓 <平成 15 年> 590 頁） 
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また、同改正により、「機構の理事長は、整理回収業務に関する協定に基づく業務を効果的に

実施するために必要な体制整備を図る」旨の規定が設けられた。 

平成10年10月、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」（以下「金融再生法」とい

う。）、「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律」（以下「早期健全化法」という。）

の制定及び預金保険法等の改正が行われた。これにより、預金保険機構の業務に金融整理管財

人業務、特別公的管理銀行の株式取得・役員選任等の業務、住管機構と整理回収銀行との合併

に関する業務等が加わった。 

また、上記預金保険法の改正に伴う住専処理法の改正により、住管機構と整理回収銀行を一

体化し、整理回収機構を創設することが定められた。これを受けて、平成11年4月1日、住管機

構と整理回収銀行が合併し、整理回収機構が発足した。 

さらに、預金保険機構による破綻金融機関の旧経営陣に対する責任追及活動を正面から見据

えた規定として、破綻金融機関の旧取締役等に対する報告徴求権限の規定が設けられるに至っ

た（預金保険法第37条第3項）。 

 

③ 破綻金融機関の旧経営陣に対する責任追及体制の整備と運用状況 

平成10年2月3日、破綻金融機関及び旧住専等の経営者、債務者等の民事、刑事上の責任の所

在を明らかにし、損害賠償請求、刑事告発その他所要の措置を講ずるため、理事長を委員長、

元検事総長、元日弁連会長、元高裁長官及び前警察庁長官を特別顧問とする責任解明委員会を

預金保険機構内に設置し、同月20日、第１回責任解明委員会を開催した。 

また、同日、特別業務部内に前記責任解明委員会の実働部隊として、検察、警察及び国税の

各当局からの出向者により構成される機動調査課を新設した。 

さらに、北海道拓殖銀行の破綻処理等に係る北海道地区の不良債権の円滑な処理（より機動

的かつ効率的な財産調査等）に資するため、平成11年4月1日、札幌に特別業務部札幌分室を新

設した。 

そして、関西以西の地区における破綻金融機関の旧経営陣に対する責任解明体制をより一層

強化するため、同日、大阪特別業務部機動調査課を新設した。 

前記のとおり、預金保険法第37条第3項（破綻金融機関の旧取締役等に対する報告徴求権限）

の設置を受け、破綻金融機関の旧経営陣の責任追及へ向けた調査活動の根拠法が明確化したこ

とに加え、金融整理管財人としての責任追及活動、特別公的管理銀行の株主としての活動等、

責任追及の根拠が多様化したことに伴い、特別業務部において、破綻直後から旧経営陣の責任

追及に向けて積極的な調査活動を行うようになった。 

 

④ 破綻金融機関の旧経営陣に対する責任追及活動の多様化 

平成11年5月、朝銀13信組が破綻、監督機関である県の主導による責任解明委員会（「内部調

査委員会」と呼称される場合もある。）の設置が期待されたが、設置は進まず、同年8月、金融

監督庁から各財務局を通じて県に対する指導が行われた。 

この間、金融再生委員会は、預金保険機構を破綻した朝銀信組の金融整理管財人に選任した
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い意向を持っていたが、預金保険機構はその全てに応ずるに十分な組織態勢になく、朝銀東京

の金融整理管財人に選任されるに止まった。ただし、朝銀信組においては、信組相互間の資金

移動が激しく、俯瞰的な調査が不可欠の状況にあったため、各朝銀信組の内部調査委員会に預

金保険機構としてもオブザーバーとして参加し、具体的には特別業務部の調査役が派遣されて

調査方法を助言するなどした。 

この時期、朝銀以外の破綻した信組、信金についても内部調査委員会が設置されたが、やは

り預金保険機構が適宜オブザーバー参加し、特別業務部の職員が調査方法に関する助言を行う

などした。なお、事業譲渡方式を取った場合、従来の経営陣の刷新は自動的には行われないた

め、信用組合については県が顧問団を結成し、信用金庫については財務局の指導で業務監査委

員会が設置され、日常業務の指導監督に当たることとされており、内部調査委員会の中立性は

これら指導監督及び預金保険機構のオブザーバー参加により保たれていたと言える。また、平

成12年4月以降、信用組合の監督権限が都道府県から金融監督庁に移管されたのに伴い、従来の

県顧問団がなくなったのを受け、信組についても財務局主導で業務監査委員会を設置し、その

下に内部調査委員会を設ける方式となった。 

平成13年6月、金融庁から各財務局を通じて、平成12年12月に破綻した朝銀近畿も含め、金融

整理管財人による管理を命ずる処分の下っていた14信組の各金融整理管財人に呼びかけ、管財

人会議を開催したが、その際、預金保険機構は、朝銀東京の金融整理管財人としての立場に加

え、各信組の内部調査委員会に対するオブザーバーとしての立場で同会議に参加した。 

 

（３）平成 12 年改正預金保険法の前後 

平成12年5月24日、預金保険法の一部を改正する法律が成立し、従前は金融再生法上に置かれ

ていた金融整理管財人制度が、我が国の金融機能の一層の安定化および破綻金融機関の的確な

処理を図る趣旨の下、預金保険法上の制度として恒久化された。 

また、危機的な事態が予想される場合の破綻処理方法をめぐり、金融再生法上の特別公的管

理銀行の制度に代わるものとして、特別危機管理銀行の制度が預金保険法上に規定された。 

この間、預金保険機構は、破綻金融機関の規模あるいは地域特性等に応じ、金融整理管財人

として、あるいは自主的な内部調査委員会のオブザーバーとして、調査活動に参加し、所要の

責任追及を行ってきたものである。 

 

 

２．破綻金融機関の旧経営陣に対する責任追及活動の実施状況等 

これまで、当機構が破綻金融機関の旧経営陣に対する責任追及活動に関与してきた状況につき、

前記の法改正・組織改編状況に即して整理した結果は以下のとおりである。 
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（１）民事責任追及 

① 平成８年改正法下 

(a)-1 破綻金融機関自らが旧役員等に対する損害賠償請求訴訟を提起。その後、整理回収銀行

が当機構との整理回収協定に基づき同損害賠償請求権を破綻金融機関から買い取ることで同

訴訟を承継、責任追及訴訟を遂行、当機構は整理回収銀行に指導助言（木津信組の第１提訴

が実例）。 

(a)-2 事業譲渡までに破綻金融機関が提訴しなかった場合、事業譲渡を受けた整理回収銀行が

必要な調査を遂げた上、自ら損害賠償請求訴訟を提起して遂行。預保は、買取り後提訴前か

ら整理回収銀行に対し、指導助言することで責任追及に関与（預金保険法附則第7条1項3号。

木津信組の第2、第3提訴が実例）。 

 

② 平成 10 年改正法下 

(a)-1 金融整理管財人（当機構自ら金融整理管財人の一員となる場合と、当機構以外の者が金

融整理管財人になる場合あり）が、破綻金融機関の財産の処分管理権限（預金保険法第77条

第１項）に基づき、損害賠償請求訴訟を提起。その後、整理回収機構が預保との整理回収協

定（同法附則第8条第1項第2号）に基づき破綻金融機関との間で締結した「資産の買取に関す

る契約」（同法第10条）の資産買取条項5により同損害賠償請求権を破綻金融機関から買い取

ることで、同訴訟を承継して、責任追及訴訟を遂行し、預保は、整理回収機構に対して指導

助言することで責任追及訴訟に関与する（同法第7条第1項第3号）。 

(a)-2 営業譲渡までに金融整理管財人が提訴しなかった場合、預金保険法第83条１項の「その

他の必要な措置」（「金融整理管財人は、…訴えの提起その他の必要な措置をとらなければな

らない。」）として、整理回収機構が破綻金融機関との間で締結する資産の買取に関する契約

に基づき破綻金融機関から損害賠償請求権を買い取り、その後必要な調査を遂げた上、自ら

損害賠償請求訴訟を提起して遂行する。預金保険機構は、買取り後提訴前から整理回収機構

に対して指導助言することで責任追及に関与する（同法附則第7条1項3号）。 

(b) 特別公的管理銀行に係る民事・刑事の責任追及は、特別公的管理銀行自身が遂行すべきも

のとして明記されており（金融再生法第50条）、銀行自ら内部調査委員会を設置するのが通例

であった（日本長期信用銀行・日本債券信用銀行いずれも内部調査委員会を設置）。この場合、

預金保険機構は、預金保険法第37条第3項の調査権を背景に、銀行の求めに応じてオブザーバ

ー参加する。その後、整理回収機構が損害賠償請求権を譲り受け（金融再生法第53条）、訴訟

承継することができる。 

 

                                                  
5  通常「破綻金融機関が有する債務不履行に基づく損害賠償請求権及び事務管理、不当利得、不法行為その他契

約以外の原因に基づいて破綻金融機関が有する権利（現在及び過去における破綻金融機関の役職員、破綻金融機

関の借り手その他の関係者に対し責任追及する一切の権利を含む。また、既に権利が確定しているもののほか、

資産買取日においてその存在の確認若しくは内容の特定が未了であるものを含むものとする）。」などと規定。 
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③ 平成 12 年改正法下 

(a) 事業譲渡（資金援助）方式下での責任追及につき、平成10年改正法下におけると同様。 

(b) 特別危機管理銀行に係る責任追及につき、特別公的管理銀行と同様。整理回収機構が損害

賠償請求権を譲り受け（預金保険法第129条）、訴訟承継することができる。 

 

（２）刑事責任追及 

背任・特別背任等、破綻金融機関自体が被害者となる場合、破綻金融機関が告訴することと

なる。 

預金保険機構につき、旧経営陣の刑事責任追及に向けた活動を固有の業務として直接根拠づ

ける規定等はないが、民事責任追及の過程で刑事案件が発見された場合は告発することが可能

である（刑事訴訟法第239条第1項）。 

ただし、金融整理管財人には、告発に向けて所要の措置をとるべき義務が負わされており（金

融再生法第18条第2項、平成12年改正預金保険法第83条第2項）、預金保険機構も、金融整理管財

人となった場合にはこの義務を負う。 

特別公的管理銀行、特別危機管理銀行については、前述のとおり、民事・刑事の責任追及は、

銀行自身が遂行すべきものとして明記されている（金融再生法第50条、平成12年改正預金保険

法第116条第2項）。 

 

３．破綻金融機関の旧経営陣に対する責任追及案件の選定状況等 

（１）これまでに問題となった行為の類型と責任追及の要件 

① 問題行為の類型 

回収可能性のない融資、大口融資規制違反の融資（迂回融資等による脱法的融資を含む）、回

収利益を損なう担保解放、違法配当、過大な投資・投機的行為、横領等。 

回収可能性のない融資については、経営者の個人的利益（親族企業等の利益や自己の保身）

を図る目的を伴う場合があり、その場合刑事責任の追及も問題となる。 

 

② 民事責任追及（損害賠償請求）の要件について 

（法定の責任原因） 

(a) 役員（銀行の取締役・監査役・執行役、協同組織金融機関の理事・監事）の法令・定款違

反（法人に対する委任契約上の善管注意義務違反を含む）その他の任務違反、違法配当（議

案の提出）、役員への貸付、取締役会の承認等を経ずにされた自己取引、株主への利益供与等。 

(b) 任務違反の責任については、当該役員の故意・過失が要件となる（法令・定款違反の事実

や損害発生についての認識または認識可能性が前提）。 
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（証拠資料） 

注意義務違反・過失を立証する資料としては、稟議書及びその添付資料、融資先の決算書類、

役員本人や関係者（担当職員、他の役員等）の陳述書等が挙げられる。 

 

（２）金融機関における役員の責任原因 

① 責任原因認定の考慮事項 

これまでの裁判例上、任務違反や過失の認定にあたっては、当該法人の業務・財産の状況や

規模・性質等が考慮されており、金融機関については、金融機能の特殊性及び預金者保護の必

要から公共性、安全性、健全性の要請等が考慮される。 

 

② 役員の関与の類型 

業務担当役員―意思決定・執行についての責任 

その余の役員―監視義務違反についての責任  

なお、監視義務の対象は、取締役会上程事項に限定されていない。損害の予見・回避可能性

がある限り、取締役会招集請求その他の手段による結果回避のための措置を講じることが必要

である。 

また、取締役会等で当該違法な職務執行に対し反対意見を述べた役員については、責任が否

定される可能性がある。反対に、取締役会決議による任務違反等については、議事録に異議を

留めなかった役員は法律上連帯責任を負う（商法第266条第3項）。会議に正当な理由なく出席し

なかった役員についても、会議に出席して意見を述べることが職責である以上、法的には責任

が認められる可能性が大きい。ただし、会議外での反対意見の具申の有無や結果回避可能性の

程度等の事情によっては、提訴対象者とするかどうかについて実際上は考慮されることが多い。 

 

（３）任務違反と経営判断との関係 

① 経営判断の原則 

当該役員が行った経営上の判断については、前提事実に不注意な誤認がなく、意思決定の過

程・内容に著しく不合理な点がない限り、適法とされる傾向がある。これが、米国の判例上認

められてきた経営判断の原則である。もっとも、具体的な法令に違反する行為や、法人の利益

を犠牲にして自己又は第三者の利益を図る行為については、経営判断の原則を理由に適法とす

ることは認められない。 

 

② 経営判断の原則からの逸脱例 

経営判断からの逸脱例としては、①当該融資による利害を具体的に検討することなく漫然と

決定・執行した例、②融資については、いかなる原資により返済されるかの判断（収益や担保
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からの回収可能性）が第一であり、当該融資が事業資金に当てられる場合には、計画の実現可

能性、収益予想と返済計画の妥当性等を検討する必要があるが、かかる検討が不十分な例、③

既存の融資先に対する追加融資の場合、過去の返済状況と債務者の現状を踏まえ、当該追加融

資の使途と今後の返済可能性等を検討する必要があるが、かかる検討が不十分な例、④いわゆ

る救済融資の場合、融資を継続した場合の利害得失の検討（融資を実行しなかった場合の損失、

融資先の再建計画の妥当性も含め、融資を実行した場合における既存融資を含む融資の回収可

能性、収益からの弁済不能時における担保からの回収可能性等の検討）が必要であるが、これ

が不十分な例、⑤当該金融機関の財務状況等に照らし、その安全性・健全性を著しく損なう過

大な有価証券に対する投資を行った例などが挙げられる。 

 

（４）提訴案件の選別状況 

① 提訴案件の選別 

上述の諸要件に基づき、証拠関係を検討の上、当該破綻金融機関の経営責任を放置すること

によってモラルハザードを惹起する虞がある事案につき提訴案件を抽出してきた。被告対象者

としては、決裁権限、違法行為への関与態様も考慮しつつ、基本的には信用組合・信用金庫の

役職者を抽出するのが通常の例である。 

 

② 請求金額 

請求金額については、勝訴後の回収の確実性と提訴にかかる印紙代等の負担を考慮し、損害

額全額ではなく、損害額の一部のみを請求した例が大多数である。 

 

 

４．破綻金融機関の旧経営陣に対する責任追及案件 

金融機関の破綻が相次いで発生するまで、我が国においては、金融機関の取締役らによる経営

責任を論じた裁判例は存在しなかったが、上記のような預金保険機構を中心とする責任追及活動

の結果、金融機関の取締役らによる経営判断原則の具体的内容を画する民事・刑事上の裁判結果

が集積され、判例法を形作りつつあるところである。 

具体的な案件については、平成17年3月末現在、民事上の損害賠償請求は、118件（延べ490名）

であり、請求総額は1,158億3,300万円余となっている。また、刑事告訴・告発は、37件（105名）

となっている。 

 

５．悪質な債務者等に対する責任追及と不良債権の回収 

（１）悪質な債務者らに対する財産調査及び債権回収妨害事案に対する告発 

預金保険機構による悪質な債務者らに対する財産調査によって、平成17年3月末現在で、5,983

億円の隠匿財産が発見されている。 
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また，預金保険機構による破綻処理の際に，同機構又は整理回収機構（住管機構及び整理回収

銀行を含む。）による債権回収妨害事案に対する競売妨害や詐欺（中抜き詐欺）等の刑事告発件数

も，平成17年3月末現在で、240件465名となっている。 

 

（２）債権回収 

預金保険機構による前記のとおりの回収支援体制の下で、整理回収機構は、平成17年3月末現在、

旧住専から譲り受けた債権買取価格累計額4兆6,558億円のうち、2兆9,757億円を回収し（回収率

63.9％）、また、破綻金融機関から譲り受けた債権買取価格累計額4兆7,165億円（全国信用協同組

合連合会からの特例資産買取りを含む）のうち、4兆5,765億円を回収している（回収率97.0％）。

さらに、金融再生法第53条に基づく健全金融機関（特別公的管理銀行を含む）から譲り受けた不

良債権元本合計3,505億円のうち、3,851億円も回収している（回収率109.9％）。 

 

 



 

   機構による責任追及活動をめぐる根拠法変遷   （条項はいずれも当時） 

(B) 
金融再生法（平成10年改正預保法※１） 

(C) 
平成12年改正預保法 

 (A) 
金融再生法以前（平成８年改正預保法） 

特別公的管理銀行 被管理金融機関 特別危機管理銀行 被管理金融機関 
(A)の(1)-1同様（※２） (A)の(1)-1同様（※１） 

 再生法53条（※３※４）による資産買取業務（買取資産の特定）に
該ると解釈。 

(1)-1 
 旧経営陣に対する損
害賠償請求に向け機構
が活動することの根拠
（資産買取申込前） 

 旧経営陣に対する損害賠償請求権を含む資産
の預保法59条による買取（＝資金援助※１）が予
想されるところ，資産の一内容たりうる損害賠
償請求権を特定するための作業も資金援助業務
（預保法34条3号）あるいは資金援助に附帯する業
務（同法34条6号）に該ると解釈。 
 一面，特例業務（附則７条１項３・４号） 

 機構が１人株主 
 

（金融整理管財人の場合更に） 
 金融整理管財人の責務 
  （再生法18条1項） 

 預保法129条（※２）による資産
買取業務（預保法34条8号）もしく
はこれに附帯する業務（同法34条
10号）に該ると解釈。 
 一面，機構が1人株主＝危機対
応業務（預保法34条7号） 

 
（金融整理管財人の場合更に） 
 金融整理管財人の責務 
  （預保法83条1項※３）。 

(A)の(1)-2同様 (A)の(1)-2同様 
 金融再生法53条による資産買取業務 

(1)-2 
 同上 
（資産買取申込後） 

 資金援助額の確定に必要な行為であり，資金
援助業務（預保法34条3号） 
  一面，特例業務（附則７条１項３・４号）  機構が１人株主 （金融整理管財人の場合更に） 

 金融整理管財人の責務 

 預保法129条による資産買取
業務（預保法34条8号） 
 一面，危機対応業務 

（金融整理管財人の場合更に） 
 金融整理管財人の責務 

(A)同様 (A)同様 
特別公的管理銀行の取締役等に

対する報告徴求権 
（再生法49条2項，預保法37条3項準用） 

破綻金融機関の取締役等に
対する報告徴求権 
  （預保法37条3項※５※６） 

破綻金融機関の取締役等に対する報告徴求権 
   （預保法37条3項） 
                        

(2) 
 民事責任追及に関連
して機構が行使しうる
具体的権限 

・ 金融機関（含第三者金融機関）に対する資
料提出要求権（預保法37条1項※２） 

・ 国，都道府県，日本銀行に対する資料交付
等要求権（同法37条3項） 

・ 官庁，公共団体その他の者に照会，協力依
頼権（同法附則13条※３） 

株主代表訴訟（※７） （金融整理管財人の場合更に） 
被管理金融機関の取締役等

に対する報告徴求・官庁等へ
の協力依頼権 
  （再生法16条※８） 

株主代表訴訟（※４） （金融整理管財人の場合更に） 
被管理金融機関の取締役

等に対する報告徴求・官庁等
への協力依頼権 
  （預保法81条） 

(A)と同様 (A)と同様 (3) 
 旧経営陣の犯罪立証
に向け機構が活動する
ことの位置づけ 

 旧経営陣の刑事責任追及に向けた活動を機構
固有の業務として直接根拠づけるものはないが
，民事責任追及の過程で刑事案件が発見された
場合は告発（刑訴法239条1項）。 

 （金融整理管財人の場合更に） 
 所要の措置をとる義務 
  （再生法18条2項） 

 （金融整理管財人の場合更に） 
 所要の措置をとる義務 
  （預保法83条2項） 

 
※１ 預保法の定義上，合併等に際しての資産買取は「資金援助」の一である（59

条1項）。破綻と救済が連名で機構に買取を申し込み（59条2項），機構は委員

会の議決により買取するか否かを決定（64条1項）。RCBに買取を委託できる

（当時は破綻信用組合の資産のみが買取委託の対象。附則10条）。 
※２ 罰則88条（30万円以下の罰金）。第三者金融機関を含む相手方に罰則を以て

回答を強制する権限故，必要性の要件は厳格に解するべき。 
※３ 附則7条1項3号はRCBによる整理回収業務（買取資産の管理処分等）の実施

に必要な指導及び助言を行うことを，同項４号は同指導助言のために必要な

調査を行うことを，それぞれ機構の特例業務と定めているところ，「指導助言

のために必要な調査」は，整理回収業務を開始した後の調査に限定されるも

のではなく，将来行われる整理回収業務に対する指導助言に資する調査も含

むものと考えられる。そして，買取資産の一部たる損害賠償請求権の内容を

特定するための調査を行うことは，まさに将来行われる整理回収業務に対す

る指導助言に資する調査を行うことであり機構の業務と言え，そのための附

則13条による照会・協力依頼が可能と解される（附則13条は沿革的に同7条1
項5号の隠蔽財産解明のため認められた調査権であって損害賠償請求権特定

だけの目的での利用は認められないとの反対説あり）。 
 

 
※１ 平成10年中の2回の改正内容を総合した結果である。 
※２ 合併等に際しての資産買取につき，買取委託の対象範囲は，破綻信

組の資産に止まらず「破綻金融機関の資産」に拡大。（預保法附則10
条）。 

※３ 預保法上の資産買取に加え，金融再生法第７章「金融機関の資産の

買取に関する緊急措置」として，被管理，特別公的管理，その他の正

常金融機関等からの申込に基づく資産買取を機構の業務とした（いわ

ゆる53条買取）。これについても，RCB（H11.4.1以降RCC）に買取を

委託できる（金融再生法53条1項2号，預保法附則7条1項準用）。 
※４ 53条買取は，当初H13.3.31迄の措置であったが，その後の改正を経

て，正常金融機関からの申込に基づく資産買取に限りH17.3.31まで延

長。 
※５ 国等に対する資料交付要求権は37条4項に移動。 
※６ 罰則預保法84条の2（１年以下の懲役又は50万円以下の罰金）。 
※７ 特別公的管理銀行に係る民事・刑事の責任追及は，特別公的管理銀

行自身が遂行すべきものとして明記されており（金融再生法50条），

銀行自ら内部調査委員会を設置するのが通例（長銀・日債銀いずれも

内部調査委員会が設置されている）。 
※８ 罰則金融再生法82条1項（１年以下の懲役又は50万円以下の罰金）

 

 
※１ 合併等に際しての資産買取を含む「資金援助」については平成1

0年法と同じ（59条1項）。なお，特別危機管理銀行については資金

援助の特例として，救済との連名により特別危機管理銀行自体に対

する金銭贈与申込ができる（118条1項）。 
※２ 金融再生法下で同法53条に置かれていた「特別公的管理銀行か

らの申込に基づく資産買取」は「特別危機管理銀行からの申込に基

づく資産買取」として預保法第8章雑則（129条1項）に置かれた。

やはりRCCに買取を委託できる（附則10条1項2号）。この制度によ

り，H16.8.23，RCCは足利銀行から簿価360億円の貸出債権を51
億円で買い取った。 

※３ 預保法上に金融整理管財人制度を恒久化。特別公的管理銀行に代

わる制度として特別危機管理銀行を創設。 
※４ 特別危機管理銀行に係る民事・刑事の責任追及は，特別危機管理

銀行自身が遂行すべきものとして明記されており（預保法116条），

足利銀行においても内部調査委員会が設置されている。 
 
 

 

（別 紙） 
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（資料） 金融機関に対する監督制度等の変遷 

 

日経平均のピークである平成元年末から、バブル崩壊を経て、不良債権問題を終結するとした

平成17年3月までの15年間、金融行政を中心として様々な施策がとられた(全体像については別紙

１｢不良債権問題解決への15年間の軌跡｣参照)。また、本研究会において、金融機関の破綻原因を

調査、分析する際に、当時の会計制度の変更など、その時代背景との関連で議論することが多く

あった。 

一般的な金融制度や破綻処理の変遷については多くの論稿が既に発表されているが1、その事項

は非常に多岐にわたり、複数の文献に当たる必要があった。ここでは、特に本研究会で対象とし

た金融機関の破綻原因に関連する事項について網羅的、概観的に一つにまとめることにより、破

綻の背景の理解に役立てることとしたい。 
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９．信用組合業界における相互援助制度 

（参考）金融等に関する施策 

別紙１ 不良債権問題解決への15年間の軌跡 

別紙２ 東京都･大阪府の信用金庫･信用組合の再編図 

別紙３ 韓信協･朝信協傘下信用組合の再編図 

                                                  
1  巻末の参考文献参照。 
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１．金融機関数の推移 

預金保険機構の資金援助は、平成3年7月24日に破綻公表された東邦相互銀行が最初であり(資金

援助実施日平成4年4月1日)、平成17年3月末までに180件の資金援助が行われ、180の金融機関が処

理された2。 

また、破綻処理以外でも、都道府県を単位に、信用金庫業界、信用組合業界内で再編が行われ、

金融機関の健全化を進めてきた。 

地域金融機関数(都市銀行､新たな形態の銀行等は除く)の推移については、下の図表の通りであ

り、破綻による地域金融機関の減少が177件であるのに対し、平成3年4月1日以降の合併等による

破綻以外の減少が237件となっている(都道府県別の変動は次頁)。この内、再編が多かった東京都

と大阪府の信用金庫･信用組合、在日本朝鮮信用組合協会(朝信協､平成14年3月解散)と在日韓国人

信用組合協会(韓信協)の傘下信用組合について別紙２及び別紙３に変遷図を掲げた。 

図表 1 地域金融機関数の推移 
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(注) 業務停止組合を除く。なお、折線の減少数と縦棒の件数が一致しないのは、新設金融機関(営業開始時に算入)

があるため。 

                                                  
2  長銀と日債銀は、それぞれ2件の資金援助が行われ、東京協和信組･安全信組、福徳銀･なにわ銀は、2先に対し

1件の資金援助が行われ、結果的に資金援助件数と破綻金融機関数は一致している。平成15年11年29日破綻の足

利銀は、平成17年3月末までの資金援助件数には含まれない(平成16年8月23日及び平成17年3月22日に預金保険法

第129条1項に基づく資産買取が行われた)。 
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図表 2 地域金融機関数の変動（県別） 

H3.3末金融機関数 破綻金融機関数 破綻以外の消滅 H17.3末金融機関数 減少

地銀
第二
地銀

信用
金庫

信用
組合

合計
第二
地銀

信用
金庫

信用
組合

合計
第二
地銀

信用
金庫

信用
組合

合計 地銀
第二
地銀

信用
金庫

信用
組合

合計 率

北海道 1 2 33 15 51 0 0 7 7 0 8 0 8 1 2 25 8 36 29%
青森県 2 0 7 4 13 0 0 1 1 0 2 2 4 2 0 5 1 8 38%
岩手県 2 1 8 5 16 0 1 1 2 0 0 2 2 2 1 7 2 12 25%
宮城県 1 2 6 7 16 1 0 2 3 0 0 0 0 1 1 6 4 12 25%
秋田県 2 1 8 5 16 0 0 1 1 1 5 3 9 2 0 3 1 6 63%
山形県 2 2 5 8 17 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 5 6 15 12%
福島県 1 2 9 9 21 0 0 0 0 0 1 4 5 1 2 8 5 16 24%
茨城県 2 2 5 6 15 0 2 1 3 1 1 4 6 2 1 2 1 6 60%
栃木県 1 1 8 12 22 0 1 5 6 0 1 5 6 1 1 6 2 10 55%
群馬県 1 1 14 10 26 0 0 0 0 0 5 5 10 1 1 9 5 16 38%
埼玉県 1 0 5 7 13 0 1 2 3 0 0 2 2 1 0 4 3 8 38%
千葉県 2 1 11 6 20 0 1 3 4 0 5 0 5 2 1 5 3 11 45%
東京都 1 4 57 57 119 3 3 31 37 1 28 5 34 1 3 25 23 52 56%
神奈川県 1 1 13 18 33 0 1 8 9 0 4 4 8 1 1 8 6 16 52%
新潟県 2 2 10 16 30 1 0 3 4 0 1 0 1 2 1 9 13 25 17%
山梨県 1 0 3 10 14 0 0 0 0 0 1 8 9 1 0 2 2 5 64%
長野県 1 1 7 4 13 0 0 2 2 0 1 0 1 1 1 6 2 10 23%
富山県 2 1 11 5 19 0 0 1 1 0 2 2 4 2 1 9 2 14 26%
石川県 1 1 7 13 22 1 0 6 7 0 2 5 7 1 0 5 2 8 64%
福井県 1 1 8 8 18 0 0 3 3 0 3 2 5 1 1 5 3 10 44%
静岡県 3 2 15 4 24 1 0 1 2 0 1 2 3 3 1 14 1 19 21%
愛知県 0 3 17 13 33 0 0 2 2 0 2 2 4 0 3 15 9 27 18%
岐阜県 2 1 8 11 22 0 0 5 5 0 1 1 2 2 1 7 5 15 32%
三重県 2 1 7 5 15 0 1 3 4 0 1 1 2 2 1 5 1 9 40%
滋賀県 1 1 4 5 11 0 0 1 1 0 1 2 3 1 1 3 2 7 36%
京都府 1 1 12 4 18 1 2 1 4 0 7 2 9 1 0 3 1 5 72%
大阪府 3 6 23 32 64 4 4 18 26 2 9 4 15 3 2 10 12 27 58%
兵庫県 1 2 14 17 34 2 2 6 10 0 1 5 6 1 1 11 7 20 41%
和歌山県 1 2 5 5 13 1 0 2 3 0 2 2 4 1 1 3 1 6 54%
奈良県 1 1 3 3 8 0 0 1 1 0 0 2 2 1 1 3 0 5 38%
鳥取県 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 0%
島根県 1 2 5 6 14 0 0 2 2 1 1 2 4 1 1 4 2 8 43%
岡山県 1 1 14 6 22 0 2 1 3 0 4 2 6 1 1 8 3 13 41%
広島県 1 2 12 9 24 0 0 1 1 1 7 2 10 1 1 5 6 13 46%
山口県 1 1 11 5 18 0 0 2 2 0 3 1 4 1 1 8 2 12 33%
徳島県 1 1 3 0 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 4 20%
香川県 1 1 3 3 8 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 5 38%
愛媛県 1 2 6 3 12 1 0 0 1 0 1 3 4 1 1 5 0 7 42%
高知県 1 1 2 3 7 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 6 14%
福岡県 3 2 15 12 32 0 0 4 4 1 7 3 11 3 1 8 5 17 47%
佐賀県 1 1 4 8 14 0 0 0 0 0 0 4 4 1 1 4 4 10 29%
長崎県 2 2 3 10 17 0 0 4 4 1 1 0 2 2 1 2 6 11 35%
熊本県 1 2 4 3 10 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 4 3 9 10%
大分県 1 1 10 7 19 0 4 1 5 0 3 4 7 1 1 3 2 7 63%
宮崎県 1 1 7 3 12 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 2 10 17%
鹿児島県 1 1 4 5 11 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 3 4 9 18%
沖縄県 2 1 2 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 4 20%
　合計 64 68 451 407 990 16 27 134 177 10 125 102 237 64 48 298 175 585 41%  

(注) 業務停止組合を除く。なお、上記以外の変動として、新設、他業態への変更、他都道府県への移転がある。 
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２．金融機関に対する検査･監督権限の変遷 

（１）従来の検査･監督権限 

平成8年までは、大蔵大臣が金融行政全般を所掌していたが3、例外として、信用組合の所管行

政庁は、その管轄都道府県知事(都道府県の区域を越える信用組合は大蔵大臣、主たる事務所の所

在地を管轄する財務局長に権限を委任)とされていた。 

信用組合全般の経営悪化に応して、例えば、東京都は、平成7年9月に都議会がコスモ信組の破

綻処理に伴う財政支援の前提として、信用組合が経営体質を強化させるための基本方針の提出を

求めたのを受け、平成8年2月22日 都議会に対し、信用組合に対するこれからの指導監督の基本方

針｢信用組合の指導監督について｣を報告している(信用組合の再編等における役割については、９.

（２）都道府県等における信用組合支援基金機構等 を参照)。 

また、大阪府は、平成8年9月20日｢大阪府下信用組合の今後のあり方と本府の財政支援｣を府議

会に明らかにし、指導監督する立場から徒に判断を先に延ばすことなく何らかの対応策を準備す

ること、不良債権の処理を整理回収銀行に期待しながら正常債権を含む事業を永続性のある金融

機関に譲渡すること、整理回収銀行への資金支援を行う方向で検討を進めること、などの基本方

針を示した。 

 

（２）中央省庁等改革 

① 金融監督庁の発足 

平成8年12月25日｢行政改革プログラム｣が閣議決定され、自己責任原則と市場原理を基軸とし

た透明かつ公正な金融行政を実現すべく、民間金融機関等に対する検査･監督を所掌する国家行

政組織法第3条に基づく機関として総理府に｢金融検査監督庁｣(仮称)を設立することとされた。 

平成10年6月22日 金融監督庁設置法及び関係整備法が施行され、金融監督庁が総理府の外局

として発足、民間金融機関等に対する検査･監督(破綻処理に関連する権限を含む)を所管するこ

ととされた。 

この結果、銀行法等に基づき、それまで大蔵大臣の権限とされていた民間金融機関等に対す

る検査･監督権限については、免許をはじめとして、業務改善命令、業務停止命令、免許の取消

し、合併等の認可等の全ての権限が内閣総理大臣に移された。その上で、これらの検査･監督権

限については、免許の付与及びその取消し等の権限を除いて、その大宗が内閣総理大臣から金

融監督庁長官に法定委任された。 

大蔵省は、金融及び証券取引制度の企画･立案のほか、金融及び証券取引に関する行政事務で、

金融監督庁の所管に属さないもの(政府系金融機関、証券市場の運営に係る事項等)を所管するこ

ととされた。 

                                                  
3  なお、労働金庫は労働大臣と大蔵大臣(内閣総理大臣と厚生労働大臣)、農業協同組合･漁業協同組合は農林水産

大臣と大蔵大臣(内閣総理大臣と農林水産大臣)とされていた(括弧内は現行)。 
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② 金融再生委員会の発足 

平成10年8月5日 金融再生トータルプラン関連6法案が国会に提出されたが、平成10年9月3日 

野党三会派が｢金融機能の再生のための緊急措置に関する法律案｣(金融再生法)、｢金融再生委員

会設置法案｣等(いわゆる金融再生関連法案)を国会に提出し、平成10年10月12日にその修正案が

成立した。また、平成10年10月7日に提出された｢金融機能の早期健全化のための緊急措置に関

する法律案｣(早期健全化法)が平成10年10月16日に成立した。 

｢金融再生委員会設置法｣により、平成10年12月15日に金融再生委員会が発足し4、内閣総理大

臣の権限とされていた銀行法等による検査･監督権限は金融再生委員会の権限とされ、その上で、

免許の付与及びその取消し等の権限を除いて、従前と同様、金融監督庁長官に法定委任された。 

 

③ 金融庁の発足 

金融行政機構の在り方については、与党三党(自民党､社民党､新党さきがけ)は、協議の結果、

平成10年1月20日、金融監督庁を金融庁に改め、金融破綻処理制度ないし金融危機管理に関する

ものを除き、国内金融に関するすべての企画立案を金融庁に移管すること等について合意し、

金融庁を設置することを中央省庁等改革基本法に盛込んだ。同法は、平成10年6月12日に成立し

た。 

金融庁は、平成12年7月1日、全体の中央省庁再編に先行して、金融再生委員会の下に置かれ

ていた金融監督庁と大蔵省金融企画局を統合して設置され、さらに、平成13年1月6日の中央省

庁再編に当たり、金融再生委員会は廃止され、改めて内閣府の外局として設置された。 

また、中央省庁等改革基本法で、｢金融監督庁が各省と共同で所管している金融に関する検査

及び監督の業務については、金融庁に一元化する｣とされたことを受け、専ら金融の観点から各

業態横断的に整備されている自己資本比率規制及び大口融資規制に関する検査を金融庁の専管

とする等、法令上、所要の措置が講じられた。 

金融庁は、金融庁設置及び金融再生委員会廃止に伴い、金融制度の企画立案から検査･監督･

監視の実施機能までを一貫して担うとともに、銀行、保険及び証券等の分野を横断的に所管し、

金融行政を一元的に遂行することとなった。なお、金融破綻処理制度及び金融危機管理に関す

る企画立案及びそれに関連する事務は、金融庁と財務省との共管とされたが、財務省が所掌す

るそれらの事務は、財政、国庫、通貨･外国為替等の観点からのものとされている。 

 

（３）信用組合の検査･監督権限の移管 

信用組合に対する検査･監督権限については、従来、都道府県の区域を越えない信用組合につい

ては、都道府県が国の機関委任事務として行っていたが、平成12年4月1日より、国が所管するこ

ととなった(｢地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律｣平成12年4月1日施行)。

                                                  
4  金融再生法、早期健全化法等は平成10年10月23日に施行されたが、金融委員会設置法及び関係整備法は平成10

年12月15日施行のため、金融再生委員会までの間の金融再生委員会の所掌とされた事務については、内閣総理大

臣が代行することとされた。これを受けて平成10年10月23日 内閣総理大臣官房に｢臨時金融再生等担当室｣が設

けられ、総理代行事務を総括的に処理することとなった。 
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従来、｢都道府県知事｣の権限となっていたものが、｢金融再生委員会｣の権限とされ、また、一部(設

立の認可、解散命令等)を除き、金融監督庁長官へ委任され、さらにその権限の一部を財務局長又

は財務支局長に委任することができるとされた。 

その後、金融庁に一本化されるに伴い、権限は｢内閣総理大臣｣とされ、一部を除き｢金融庁長官｣

に委任され、さらにその権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができるとされた5。 

なお、平成12年3月以前の都道府県所管の信用組合は、基本的に都道府県が検査を実施すること

となっていたが、協同組合による金融事業に関する法律第7条の規定に基づき、都道府県知事が要

請し、かつ金融監督庁長官(大蔵省財務局長)が必要があると認める場合には、大蔵省財務局と都道

府県が共同で検査を実施できることとなっていた6。 

 

３．ディスクロージャー制度 

（１）銀行 

銀行のディスクロージャーについては、株式会社に対する商法に基づく開示、及び上場会社等

に適用される証券取引法に基づく開示がある。さらに、銀行法に基づくものとして、昭和56年の

全面改正においてはじめてディスクロージャーに関する規定(銀行法第21条)が創設されたが、その

規定は極めて弱いものにとどまった。昭和60年に全銀協による開示基準の統一化が行われたが、

内容的に特段の進展はなかった。 

銀行のディスクロージャーが再び脚光を浴びだしたのは、バブルが崩壊し、自己資本比率規制

の適用を控え(平成5年4月1日銀行法第14条の2施行)、平成4年前後に銀行の不良債権が巨額にのぼ

るとの推計が海外を含むメディアから報道され、銀行のディスクロージャーが遅れているとの批

判が強まったためである。 

平成4年4月、政府は主要21行の平成4年3月末における破綻先･延滞債権の概数を推計して発表し

た。また、平成4年10月には主要21行へのヒアリングを通じて把握した平成4年9月末の不良債権額

を公表した。 

各金融機関のディスクロージャーについては、平成4年12月2日 金融制度調査会ディスクロージ

ャー作業部会中間報告｢金融機関の資産の健全性に関する情報開示について｣を公表し、これを受

けて全銀協は統一開示基準を改正、平成5年3月期より都銀、長信銀、信託については破綻先･延滞

債権を、地銀については破綻先債権を開示することとした。 

その後、平成7年5月15日に同作業部会は報告書｢金融機関の資産の健全性に関する情報開示範囲

の拡大について｣をとりまとめ、主要行は金利減免債権等債権の開示についても平成8年3月期から

実施することが望ましいとされ、これを受けて主要行は前倒しで平成7年9月期に金利減免債権額

を口頭で公表した。 

平成7年12月22日の金融制度調査会答申｢金融システム安定化のための諸施策｣では、全業態につ

                                                  
5  なお、預金保険法上の立入検査は、内閣総理大臣の権限(第137条1項)であり、必要があると認めるときは預金

保険機構に、立入等を行わせることができるとされている(同条6項)。 

6  金融監督庁の1年 平成11年度版。｢協同組合による金融事業に関する法律｣改正(昭和48年7月2日公布･施行)によ

り、都道府県知事の権限のうち銀行法第21条の規定による検査事項については、知事の要請があり、かつ、大蔵

大臣が必要があると認める場合には、知事及び大蔵大臣とした。 
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いて原則として平成8年3月期までに不良債権のディスクロージャーを完了すべきであるとされた。

平成8年3月19日に全銀協は開示項目を拡充し、平成8年3月期より破綻先債権、延滞債権、金利減

免等債権に加え、経営支援先に対する債権額を開示することとした。なお、地銀については、平

成7年6月22日の金制調報告書において海外支店･現地法人をもつ場合に従来の破綻先債権に加え、

延滞債権まで開示することが望ましいとしていたが、地銀64行、第二地銀65行の全行が金利減免

等債権額までを開示した。 

さらに、平成9年の拓銀などの破綻により、米国基準並みのディスクロージャーの要請が内外か

ら行われ、全銀協は平成10年3月期から全国銀行が米国基準と同等のリスク債権を開示することと

した。 

なお、平成10年12月1日の金融システム改革法施行により、銀行法が改正され、ディスクロージ

ャーが従来の訓示規定から罰則付きの義務規定となるとともに、グループ規制としての観点から、

連結ベースで行うことが法定された。 

 

（２）協同組織金融機関 

平成7年5月15日、金制調作業部会報告書｢金融機関の資産の健全性に関する情報開示範囲の拡大

について｣において、協同組織金融機関においても平成8年3月期には協同組織金融機関の実態に即

した資産の健全性に関する情報の開示が行われるようにする必要があるとされた。 

これを受け、信用金庫、信用組合、労働金庫界は、業界の統一開示基準の見直しを行い、平成8

年3月期から初めて統一開示項目に不良債権を加えている。 

全国信用金庫協会は平成7年11月21日の理事会で平成8年3月期から破綻先債権額を開示項目に

加えることを決めた。ただし、同時点で預金量1,000億円未満の金庫は任意開示とした。 

全国信用組合中央協会も平成7年11月21日の役員会で統一開示項目に破綻先債権等を新たに加

える案を承認した。開示は各組合の任意とされた。 

全国労働金庫協会は平成7年11月28日の理事会で、全国47の労働金庫すべてが平成8年3月期から

破綻先債権額と延滞債権額を開示することを決定した。 
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図表 3 不良債権ディスクロージャーの実績 

 H4.3 H5.3 H7.9 H8.3 H9.3 H10.3 H11.3 

主要行 ( 政府が破

綻先･延滞

債権の概数

を推計して

発表) 

破綻先･延

滞債権を開

示 

 

(左に加え) 

金利減免等

債権まで開

示 

 

(左に加え) 

経営支援先

債権まで開

示 

 米に準じた

新基準のリ

スク管理債

権の開示 

 

 

(左に加え) 

再生法債権

の開示 

地銀 

第二地銀 

 破綻先債権

の開示 

 

(注1) 

(左に加え) 

金利減免等

債権まで開

示(注2) 

(左に加え) 

経営支援先

債権の開示

新基準のリ

スク管理債

権の開示 

 

(左に加え) 

再生法債権

の開示 

協同組織金

融機関 

   

(注1) 

破綻先債権

の開示 
(注3) 

 

  

(左に加え) 

経営支援先

債権までの

開示 

新基準のリ

スク管理債

権／ 

再生法債権

の開示 

(注1)大蔵省､平成7年9月期より預金取扱金融機関全体の不良債権(金利減免債権まで)の集計･公表を開始 

(注2)金制調平成7年5月15日では､海外支店等をもつ金融機関については、平成8年3月期から延滞債権額の開示を行う

ことが望ましいとされたが､結果的に全ての地銀･第二地銀が金利減免等債権までの開示を行った。 

(注3)預金量1千億円未満の信金と､信組は任意 

図表 4 主要行の不良債権の推移 

0

5

10

15

20

25

30

H4.3 H5.3 H6.3 H7.3 H8.3 H9.3 H10.3 H11.3 H12.3 H13.3 H14.3 H15.3 H16.3 H17.3

リスク管理債権(旧基準)

(兆円)

リスク管理債権(新基準)(縦棒左)

再生法開示債権(縦棒右)

破綻先･延滞債権の開示
金利減免等債権の開示

経営支援先債権の開示

 
(注) 大蔵省､金融監督庁､金融庁による主要行の不良債権の集計値(破綻公表済み金融機関､新生･あおぞらを除く) 

 リスク管理債権(旧基準)は下から破綻先債権､延滞債権(平成7年9月期以前は破綻先債権と延滞債権の合計)､金利

減免等債権､経営支援先債権 

 リスク管理債権(新基準)は破綻先債権､延滞債権､3ヶ月以上延滞債権､貸出条件緩和債権 

 再生法開示債権は破産更生等債権､危険債権､要管理債権 
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図表 5 各不良債権の関係 

旧基準
破綻先
債権

金利
減免等
債権

経営支援
先に対す
る債権

新基準
破綻先
債権

3ヶ月以上
延滞債権

その他の
要注意先

Ⅰ分類

Ⅲ分類
(上記
 以外)

債務者
区分

分
類
区
分

Ⅳ分類
(上記以外)

正常先

Ⅱ分類(上記以外)

延滞債権

破綻先･
実質破綻先

要注意先
破綻

懸念先 要管理先

リスク
管理
債権

貸出条件緩和債権

金融再生法
開示債権

破産更生債権
及びこれらに
準ずる債権

危険債権

Ⅰ分類(優良担保･優良保証等による保全部分)

Ⅱ分類(一般担保･一般
保証･清算配当等により

回収可能部分)

Ⅲ分類(担保
評価額と処分
可能見込額と

の差額)

自
己
査
定

延滞債権

要管理先債権
正常先
債権

要注意先債権

正常債権要管理債権

要管理先債権
以外の
要注意先債権

 
(注) リスク管理債権の対象債権は貸出金のみであるが、金融再生法開示債権は貸出金、貸付有価証券(H17.4.14以降：

有価証券の貸付を行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る))、外国為替、未収

利息、仮払金、支払承諾見返(協同組織金融機関は債務保証見返)であり、両者の金額は相違する。自己査定はさ

らに有価証券、未収金、動産･不動産が対象となる。 

  全銀協資料、金融庁資料等より作成 

 

図表 6 不良債権の定義 

①リスク管理債権(旧基準) 

 破綻先債権、延滞債権は全銀協｢統一開示基準｣平成5年3月(基準とされている税法は､それ以前から) 

 金利減免債権、経営支援先に対する債権は平成8年3月 

破綻先債権 延滞債権 金利減免等債権 経営支援先に対する

債権 

元本回収が不可能となる蓋

然性が高い債権 

具体的には、税法基準に基づ

き、利払いが6ヶ月以上延滞

し、未収利息を収益不計上と

することが認められる貸出

金のうち、次のいずれかに該

当する債務者に対する貸出

金 

①会社更生法の規定による

更生手続の開始の申立てが

あった債務者 

②～⑥ 

将来において償却すべき債

権に転換する可能性の高い

債権 

具体的には、税法基準に基

づき、利払いが6ヶ月以上延

滞し、未収利息を収益不計

上とすることが認められる

貸出金のうち、上記の｢破綻

債権額｣と｢金利棚上げ債

権｣を控除した貸出金 

次の(1)、(2)に該当する貸出金の合

計額 

(1)金利減免債権 

国内外を問わず、経済的困難に陥

った債務者の再建･支援を図るた

めの貸出金で、①、②のいずれか

に該当するもの 

①（略） 

②（略） 

(2)金利棚上げ債権 

利息の棚上げについて、法人税法

の規定により認められる貸出金 

経済的困難に陥った

債務者の再建･支援の

ため、損金経理につい

て税務当局の認定を

受けて債権放棄など

の支援を実施し、今後

も必要とあれば再建･

支援を継続する方針

を固めている債務者

に対する貸出金 
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②リスク管理債権(新基準) 

 銀行法施行規則第19条の2第1項第5号(平成10年11月24日改正) 

破綻先債権 延滞債権 3カ月以上延滞債権 貸出条件緩和債権 

未収利息不計上貸出金のう

ち、法人税法施行令第96条1

項第3号イからホまでに掲げ

る事由又は同項第4号に規定

する事由が生じているもの 

 

未収利息不計上貸出金であっ

て、破綻先債権及び債務者の

経営再建又は支援を図ること

を目的として利息の支払を猶

予したもの以外のもの 

 

元金又は利息の支払が、

約定支払日の翌日を起

算日として3カ月以上延

滞している貸出金(破綻

先債権、延滞債権に該当

するものを除く) 

債務者の経営再建又は支援を図る

ことを目的として､金利の減免､利

息の支払猶予､元本の返済猶予､債

権放棄その他の債務者に有利とな

る取決めを行った貸出金(破綻先債

権､延滞債権､3ヶ月以上延滞債権

に該当するものを除く) 

(注) 全銀協｢リスク管理債権の開示方針｣平成10年3月24日の基準が施行規則に採用された。ただし、当該方針での貸

出条件緩和債権の定義は「経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等

を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出金」で、従来の金利減免等債権及

び経営支援先債権に、金利引下げ･返済猶予債権とその他のリストラクチャード債権を加えたもの。 

③資産査定における分類区分 

 大蔵省銀行局通達｢資産査定について｣(平成9年3月5日)、金融監督庁｢金融検査マニュアル｣(平成11年7月1日) 

Ⅳ分類 Ⅲ分類 Ⅱ分類 Ⅰ分類 

回収不可能又は無価値と判定される

資産 

最終の回収又は価値について重

大な懸念が存し、従って損失の発

生の可能性が高いが、その損失額

について合理的な推計が困難な

資産 

債権確保上の諸条件が満足に充た

されないため、あるいは、信用上

疑義が存する等の理由により、そ

の回収について通常の度合いを超

える危険を含むと認められる債権

等の資産 

Ⅱ､Ⅲ､Ⅳ以

外の資産 

④自己査定 (債務者区分及び資産の分類) 

 大蔵省銀行局通達｢資産査定について｣(平成9年3月5日)、金融監督庁｢金融検査マニュアル｣(平成11年7月1日) 

破綻先 実質破綻先 破綻懸念先 要注意先 正常先 

法的･形式

的な経営破

綻の事実が

発生してい

る債務者 

法的･形式的な経営破綻

の事実は発生していな

いものの､深刻な経営難

の状態にあり､再建の見

通しがない状況にある

と認められるなど実質

的に経営破綻に陥って

いる債務者 

現状、経営破綻の状況にはない

が、経営難の状態にあり、経営改

善計画等の進捗状況が芳しくな

く、今後、経営破綻に陥る可能性

が大きいと認められる債務者(金

融機関等の支援継続中の債務者

を含む) 

金利減免･棚上げを行っているな

ど貸出条件に問題のある債務者、

元本返済若しくは利息支払いが事

実上延滞しているなど履行状況に

問題がある債務者のほか、業況が

低調ないしは不安定な債務者又は

財務内容に問題がある債務者など

今後の管理に注意を要する債務者

業況が良好

であり、か

つ、財務内

容にも特段

の問題がな

いと認めら

れる債務者

Ⅰ分類：優良担保･優良保証等による保全部分 Ⅰ分類 

Ⅱ分類：一般担保･一般保証･清算配当等により回収可能部分 Ⅱ分類：上記以外  

Ⅲ分類：担保評価額と 

処分可能見込額との差額 

Ⅲ分類：上記以外   

Ⅳ分類：上記以外    

(注) 通達｢資産査定について｣の破綻懸念先には、括弧内の規定は設けられていない。 

 このほか、｢要管理先｣という区分があるが、これは、要注意先の債務者のうち、当該債務者の債権の全部又は一

部が要管理債権である債務者をいう。 

⑤金融再生法開示債権 

 金融再生法施行規則(平成10年12月15日)第4条 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権 危険債権 要管理債権 正常債権 

破産、会社更生、再生手続等の事由に

より経営破綻に陥っている債務者に

対する債権及びこれらに準ずる債権 

債務者が経営破綻の状態には至

っていないが、財政状態及び経営

成績が悪化し、契約に従った債権

の元本の回収及び利息の受取り

ができない可能性の高い債権 

３ヶ月以上延滞債

権及び貸出条件緩

和債権 

(要管理先債

権) 

(要管理先債

権以外の要

注意先債権) 

( 正常先債

権) 

(注) 要管理先債権､正常先債権は金融再生法施行規則で定められているものではないが、一般に用いられる場合があ

るため、④の表に対応する形で記載した。 
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４．不良債権の償却･引当制度の変遷7 

（１）バブル以前の償却･引当制度 

バブル以前の償却･引当制度は、無税償却制度及び有税償却制度があった。償却･引当の実務は、

大蔵省銀行局通達｢普通銀行の業務運営に関する基本事項等について｣などに定められた統一経理

基準に基づき行われていた。 

 

｢普通銀行の業務運営に関する基本事項等について｣(昭和57年4月1日､改正昭和58年8月26日)8 
第4 経理関係 
1 決算経理基準 
（略） 
(2) 資産の評価及び償却 
イ 貸出金の償却 
  回収不能と判定される貸出金及び最終の回収に重大な懸念があり損失の発生が見込まれる貸出金

については、これに相当する額を償却するものとする。 
  なお、有税償却する貸出金については、その内容をあらかじめ当局に提出するものとする。 
（略） 
(3) 諸引当金及び諸準備金の繰入れ 
イ 貸倒引当金 
(ｲ) 貸倒引当金は税法で容認される限度額を必ず繰り入れるものとする。（略） 
(ﾛ) 債権償却特別勘定への繰入れは、税法基準のほか、有税による繰入れができるものとする。 
  なお、有税繰入れするものについては、その内容をあらかじめ当局に提出するものとする。 

 

無税償却制度については、税法上、法人税基本通達 (i)形式基準による直接償却、(ii)実質基準に

よる直接償却、(iii)形式基準による間接償却、(iv)実質基準による間接償却、で定める基準を満たし、

一部を除き、金融検査官が｢回収不能額又は無価値として判定した債権、若しくはこれに準ずる債

権｣として証明した場合に(債権償却証明制度)、損金に算入することが認められた。なお、確定損

に至らない回収不能見込額についての債権償却特別勘定への繰入は昭和42年12月 国税庁基本通

達の改正により認められた。 

有税償却制度については、上記の統一経理基準を受けて、貸出金分類基準による第Ⅲ分類(最終

の回収または価値について重大な懸念が存し、したがって、損失の発生が見込まれるが、その損

失額の確定しえない資産)又は第Ⅳ分類(回収不可能または無価値と判定される資産)に該当するも

のについて、金融機関がその損失見込額を自己認定することにより行うものとし、さらに、その

内容をあらかじめ当局に届け出るものとしている。しかし、統一経理基準では、有税償却がいか

なる場合に行われるべきかという点について、一般的な基準を設定していなかった。つまり、償

却の処理基準は、税法の基準が前提となっており、それによらない有税扱いでの引当金計上は例

外的な扱いとされた。 

 

（２）バブル以後の償却･引当制度 

｢金融行政の当面の運営方針｣(平成4年8月18日)において税務上の取扱いをも含め、不良資産処理

                                                  
7  本節では、谷川浩道｢金融機関の債権償却｣、高橋俊樹｢金融機関の債権償却｣を参考とした。 

8  1(3)イ(ｲ)の税法で容認される限度額は、対象債権額に当時の法定繰入率3/1000を乗じて計算した金額である。 
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のための環境整備に努力とされたことを受け、国税庁は、平成4年9月18日に債権償却について実

態に即した取扱いを行うため、債権償却特別勘定への無税による繰り入れ対象を広げることを内

容とする税務運用上の通達を発出した。 

さらに、｢金融機関の不良資産問題についての行政上の指針｣(平成6年2月8日)において、不良資

産の処理促進として償却･引当制度の活用が盛込まれた。本指針においては、無税償却については、

不良債権の実態に即した貸倒等の事実の認定を通じ、必要な償却を行うとの趣旨を徹底し、ノン

バンク向け債権も含め、償却の一層の促進を図るとされた(大蔵省通達｢不良債権償却証明制度等

実施要領について｣平成5年11月29日/改正平成6年2月8日/廃止平成9年7月4日)。 

有税引当については、従来、金融機関は貸倒又はこれに準ずる状況にある債権について償却･

引当を行ってきたが、最近における不良債権の実態に鑑み、引当制度の運用を改善し、貸倒には

至っていないものの回収に危険のある債権についても、金融機関自らの判断により、将来の回収

についてのリスクに応じた必要な引当が行われるようにすることとした。 

なお、再建計画が実施されている先である金利減免債権への対処としては、当時、有税引当は

企業会計上の合理性がないとして認められず、特別目的会社を設立による金利減免債権の流動化

が促進された。 

 

（３）早期是正措置導入に伴う自己査定及び償却･引当制度 

平成7年12月22日、金融制度調査会答申｢金融システム安定化のための諸施策｣では、｢自己資本

比率等の客観的な指標に基づき業務改善命令等の措置を適時に講じていく早期是正措置を導入す

ることが適当であり、所要の手当てを行い、必要な周知･準備期間を経た上でできるだけ早期に実

施に移す必要がある。…早期是正措置の導入に当っては、不良債権を勘案した、自己資本比率等

の正確な把握が前提となる。このため、検査･モニタリング体制の整備･充実が必要であるが、金

融機関の自己責任原則の徹底等の観点からは、資産査定は先ず各金融機関自らが厳正に行うこと

が必要である｣、とされた。 

平成8年12月16日に｢早期是正措置に関する検討会 中間とりまとめ｣が行われ、｢早期是正措置の

導入は平成10年4月からであるが、各金融機関においては、できるだけ早期に自己査定を実施する

体制を整備し、自己査定結果を適正に反映させた償却･引当を実施することが望ましい。｣とされ、

大蔵省は｢早期是正措置制度導入後の金融検査における資産査定について｣を発出した(平成9年3

月5日)。これは、金融検査における資産査定を、金融機関による自己査定等を前提として、より

適切かつ統一的に行い得るように定めたものである。 

また、貸倒償却及び貸倒引当金の計上に関する監査上の取扱いとして、日本公認会計士協会が

｢金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに償却･引当の監査に関する実務指針｣(平

成9年4月15日)を公表し、平成9年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用している。 

銀行は、平成10年4月の早期是正措置導入に向け、試行的に平成9年3月末又は平成9年9月末のい

ずれかの時点における資産の自己査定を実施し、大蔵省はその集計値を平成10年1月12日に公表し

た。 

また、平成10年6月8日に決算経理基準についての大蔵省通達が廃止され、金融機関の償却につ
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いても一般事業法人と同様に、商法や企業会計原則が直接適用されることになった結果、債権償

却の基準は｢公正妥当と認められる方法｣(実質基準)に改められ、自己査定により回収不能と判定さ

れたⅢ、Ⅳ分類の金額については、税法基準を満たさないものであっても直ちに有税扱いでの償

却処理が求められるようになった9。有税での処理については、税効果会計が適用された(６．（２）

③税効果会計 参照)。 

なお、平成10年6月8日に金融関係の通達等が全面的に見直されたことを受け、全銀協は、銀行

経理処理の継続性の観点から、基本事項通達及び留意事項事務通達の内容をほぼ盛込む形で、｢銀

行業における決算経理基準等について｣を取りまとめ、平成10年9月7日、全国銀行宛に通知した。 

また、金融監督庁は、平成11年7月1日に通達｢預金等受入金融機関に係る検査マニュアルについ

て｣を発出した。このマニュアルは、検査官が金融機関を検査する際に用いる手引書として位置付

けられるものであるが、金融機関の自己責任原則という観点から、経営陣、監査役、会計監査人

等が、内部管理･外部監査体制の中で、それぞれ、どのような役割を担うことが適切か等、責任の

所在を意識したものとなっている。 

 

（４）平成10年度法人税法改正等による貸倒引当金制度の改正 

平成10年度法人税法改正等の結果、期末における金銭債権は、｢個別評価金銭債権｣(その一部に

つき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれる金銭債権)とその他の｢一括評価金銭

債権｣に区分されることとなり、前者に係る貸倒引当金としては、従前の債権償却特別勘定の繰入

基準に相当する基準で別途定めるところに従い計算した回収不能見込額を、後者に係る貸倒引当

金としては、帳簿価格の合計額に過去3年間の実績率を乗じて計算した金額を、繰入限度額とした

(法人税法第52条)。 

これにより、貸倒引当金繰入額の計算に従来用いられてきた法定繰入率(3/1000)が廃止され、貸

倒実績率によることに統一された10。 

また、従来の債権償却特別勘定の取扱いを貸倒引当金制度に吸収し、法人税基本通達の関係規

定(9-6-4から9-6-11まで)は法人税法施行令第96条第1項に規定された。 

 

（５）金融再生プログラム(平成14年10月30日)を受けた償却･引当 

① 資産査定の厳格化 

資産査定については、従来より行われ、また、一定の債権に対してキャッシュフロー見積法

が適用されていたところであったが11、金融再生プログラムにおいて、主要行は、資産査定の厳

格化の手段の一つとして、要管理先の大口債務者についてはDCF方式を基礎とした個別的引当

を原則とすること、また、引当金算定において暫定的に定められている1年基準及び3年基準に

                                                  
9   高橋俊樹｢金融機関の債権償却｣ 

10  平成13年4月1日以後に開始する事業年度から適用。平成10年4月1日から平成15年3月31日の間に開始する各事

業年度については、貸倒実績率と経過的な法定繰入率の選択適用が認められた。 

11 日本公認会計士協会 銀行等監査特別委員会報告第4号｢銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検

証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する業務指針｣(改正平成11年4月30日)。 
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ついて米国等の扱い等を踏まえ検討を行うこと、とされたことから、平成15年2月25日 金融庁

は｢検査マニュアル｣を改訂、(i)引当に関するDCF的手法の採用、(ii)引当金算定における期間の

見直し、を行った。また、日本公認会計士協会は、同日、｢銀行等金融機関において貸倒引当金

の計上方法としてキャッシュ･フロー見積法(DCF法)が採用されている場合の監査上の留意事

項｣、及び、｢銀行等金融機関の正常先債権の貸倒実績率又は倒産確率に基づく貸倒引当金の計

上における一定期間に関する検討｣を公表した。 

さらに、大口債務者に対する銀行間の債務者区分の統一のための仕組みを導入することとさ

れ、平成15年1月の検査から適用された。また、再建計画の厳格な検証、担保評価の厳正な検証

を行うこととされ、平成14年12月24日、金融庁検査局に｢再建計画検証チーム｣を設置、平成15

年3月14日に金融庁は担保評価の厳正な検証を主要行に要請した。 

 

② 特別検査の再実施 

特別検査は、改革先行プログラム(平成13年10月26日)において、市場の評価に著しい変化が生

じている等の債務者に着目した特別検査を主要行の自己査定期間中に実施することにより、企

業業績や市場のシグナルをタイムリーに反映した適正な債務者区分及び償却･引当を確保する

こと、とされたことを受けて行われたものである(平成13年10月29特別検査着手、平成14年4月

11日検査結果通知、4月12日公表)。 

金融再生プログラムでは、平成15年3月期について、特別検査の再実施を行うこととされ、平

成15年1月27日特別検査着手、4月24日検査結果通知、4月25日結果の概要の公表がなされた。 

また、自己査定と金融庁検査の格差公表し、格差是正を求めるとされたことを受け、平成14

年11月8日 金融庁は主要行における自己査定と検査結果との格差について公表した。 

 

５．金融機関の不良債権処理の変遷 

バブル崩壊後の金融機関の不良債権処理については、従前から行われている償却･引当制度を

活用するほか(４．不良債権の償却･引当制度の変遷 参照)、様々な手段が用いられており、その

変遷を概観する。 

不良債権処理の具体的な目標については、当初は不良債権の開示自体が不十分であったこと

もあり、まず、開示についての手当てが行われ(３．ディスクロージャー制度 参照)、その後、

緊急経済対策(平成13年4月6日)において、主要行は、破綻懸念先以下の債権について、新規発生

分は3年以内、既存分は2年以内までにオフバランス化につながる措置を講ずることとされ、さ

らに、｢より強固な金融システムの構築に向けた施策｣(平成14年4月12日)において、｢具体的な処

理目標として、原則1年以内に5割、2年以内にその大宗(8割目途)について所要の措置を講ずるよ

う要請する｣とされた。 

さらに、金融再生プログラム(平成14年10月30日)では、主要行の不良債権比率を平成17年3月

末までに現状(平成14年3月末8.4%)の半分程度に低下することとされた。 
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（１）㈱共同債権買取機構による不良債権買取り 

金融行政の当面の運営方針(平成4年8月18日)において担保不動産の流動化の方策につき検討を

行うとされたことを受け、平成5年1月27日 民間金融機関162社の出資により、㈱共同債権買取機

構が設立された。 

買取機構は、適切な価格による不動産担保付債権の買取り、担保不動産･保有不動産の売却促進、

ならびに、不動産取引情報の提供を主たる業務としている。 

買取価額については、客観性･公正性を確保するため、専門家･有識者からなる価格判定委員会

に諮ることとしているが、最終的には回収された金額に基づき、差額が相応の範囲内である場合

は当初の見積売却価額で、相応の範囲を超える場合は確定売却価額とすることとなっている。 

経理上の取扱いは、債権譲渡時に見積売却価額による債権売却損を計上し、確定時にその差額

による損益を計上する。 

平成5年3月より買取を開始し、平成10年3月末でいったん終了したが、平成10年4月総合経済対

策により、平成10年9月から平成13年3月末まで新スキームによる買取が再開された。 

平成13年3月末までの買取実績は、元本ベースで15兆3,800億円、買取価額5兆8,100億円、回収額

4兆6,507億円となっている。 

 

（２）自己競落会社の導入 

｢金融機関の不良資産問題についての行政上の指針｣(平成6年2月8日)において、｢競売手続の円滑

な活用を図るための環境整備について検討する｣こととされたことを受けて、平成6年6月24日に

｢金融機関とその関連会社との関係について｣(大蔵省銀行局銀行課長事務連絡)を改正し、あわせて

｢金融機関の貸出金等に係る担保不動産の保有･管理会社の取り扱いについて｣(大蔵省銀行局銀行

課長事務連絡)を新たに発出した。 

これにより、金融機関の100%子会社として自己競落会社を設立することが可能となり、同会社

において親金融機関の不良債権に係る担保不動産を競落して完全な所有権を獲得し、一定期間保

有･管理した後、売却することにより、未完成の建物の老朽化等による価値の劣化を防ぎ、担保不

動産の流動化促進が期待された。 

平成6年8月に自己競落会社の1号が第一勧業銀行により設立され、以後、地域金融機関を含む、

多くの金融機関がこれに続いた。 

 

（３）金利減免債権の流動化 

① 特別目的会社を活用した兵銀系ノンバンク向け債権の流動化 

｢金融機関の不良債権問題についての行政上の指針｣(平成6年2月8日)において、特別目的会社

設立による金利減免債権の流動化を検討することとされ、平成6年7月、兵庫銀行系ノンバンク

に対する金利減免債権の流動化のための特別目的会社(ポートアイランド･アクセプタンス、有

限会社形態)が興銀、長銀、兵銀等の出資により設立された。この仕組みは、関係金融機関が、

各ノンバンク等の経営再建を進めるなかで、再建計画との整合性をとりつつ、金利減免債権を
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市場実勢価額で特別目的会社に現物出資し(出資によらない参加も可能)、国税庁による再建計画

の認定により、簿価(金利減免前の債権の帳簿価額)と時価(金利減免後の債権を市場実勢利率に

基づく割引率で現在価値に割戻した市場実勢価額)との差額を譲渡損として無税処理する一方、

特別目的会社は、再建計画履行による債権回収を行い、持込金融機関に分配を行う。なお、10

年後に債権元本が全額返還されることが前提となっている。 

しかし、平成7年10月、兵銀系ノンバンク20社の会社整理･特別清算が決まったことから、特

別目的会社の清算が決定され、持込んだ金融機関は金利減免債権を引取り、改めて償却する必

要が生ずることとなった。 

 

② 住宅金融専門会社向け債権 

住宅金融専門会社12向け債権については、同様の流動化を用いることは利害関係等もあり難し

く、その後の住専処理スキーム13に委ねられることとなった。 

 

（４）不良債権のバルクセール 

① 民間による不良債権の買取 

貸付債権の流動化については、従前より銀行局通達に規定されていたが、BIS基準導入に備え、

これらを見直し、平成4年4月30日 銀行局通達｢金融機関の貸付債権の流動化等自己資本比率向

上策について｣が発出された。 

不良債権の流動化については、銀行が開示に消極的であることと、投資家が限定されている

ことから、平成9年3月になって東京三菱銀行が不動産担保付不良債権20-30件を海外投資家に売

却したとの報道14がされるまではあまり行われていなかった15。その頃より、都銀を中心に不良

債権のバルクセールが活発化したが、投資家はほぼ外資に限られていた。 

共同債権買取機構への売却は、金融機関に二次損失が発生するなどの問題があったが、第三

者への売却は、原則として完全な売切りであり、債権管理から開放されるほか、税務面でも償

                                                  
12 この時点(平成6年)までの住宅金融専門会社への対応は、｢平成3年9月の貸金業規正法の改正を受け、ノンバン

クから事業報告書等の報告を求めて個別に説明を受けることとし、さらにこの事業報告書の提出等の機会をとら

えて、問題点があれば個別に指導する等、土地関連融資の実体把握と適正化に努めてゆく｣(平成4年度銀行局年報)

とされ、さらに、金融行政の当面の運営方針(平成4年8月18日)において、処理方針の早期確定と計画的･段階的処

理に向けての一層の努力を要請するとされ、平成5年2月26日日本住宅金融㈱が再建計画(金利減免 母体行0%、一

般行2.5%、系統機関4.5%)を策定したことを皮切りに、夏までに他の住専(共同住宅ローンを除く)も概ね同内容の

再建計画を策定した。 

13 住専スキームにおいては、平成8年7月26日に住宅金融債権管理機構が設立され、母体行は3兆5千億円の全額債

権放棄、一般金融機関が1兆7千億円の一部債権放棄、農林系統金融機関は住専向け融資5兆3千億円の全額返済を

条件に5300億円を同機構に贈与することとされた。 

  なお、興銀は平成8年3期に日本ハウジングローンの債権の損金処理を行ったが、その処理を国税庁が認めなか

ったことについて、平成16年12月24日 最高裁は、東京高裁の判決を破棄し、当時回収不能であり損金の額に算

入されるべきであるとした。 

14 日本経済新聞 平成9年4月7日。なお、この売却は、利息と元本返済という権利を売却したと報道されている。

ローンパーティシペーションの手法を用いたものと考えられる。 

15 海外の不良債権については、都銀･長信銀が平成5年に売却を加速したことが報道されている(日本経済新聞 平

成5年12月19日)。 
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却･引当制度で無税償却が認められにくかったことに比べ、売却損を計上できる16というメリッ

トがある17。 

貸出債権の流通市場については、日本ローン債権市場協会(JSLA)の下で整備が進められてい

たが、金融再生プログラム(平成14年10月30日)において、貸出債権取引市場の創設に努力を傾注

することとされたことを受け、平成14年12月全銀協を窓口として貸出債権市場協議会を設置、

正常債権市場と不良債権市場の2つに分けて議論を進め、平成15年3月28日に報告書が取りまと

められた18。 

また、金融再生プログラムを受け、平成15年3月期の不良債権処理額はピークとなり、処理方

法の内訳では、整理回収機構(RCC)への売却を含め、債権流動化によるものが多くを占めた19。 

 

② サービサー法の制定 

債権の売却においては、弁護士法により、回収が弁護士に限定されていたことから、投資家

の活動が制限されており、サービサー制度導入の必要性が指摘された。これを受けて、｢債権管

理回収業に関する特別措置法｣(サービサー法)が議員立法により平成10年10月12日可決成立20、

平成11年2月1日施行された。 

預金保険機構(預保)においては、住宅金融債権管理機構(住管)･整理回収銀行(RCB)の将来像の

一つとして、平成9年7月にサービサー研究会を発足させ、米国のサービサーの実情調査を行っ

てそれを公表し、自民党の特別調査会においてもその概要等を報告するなど、サービサー法に

寄与した21。 

 

③ RCCによる金融再生法53条買取り 

平成10年10月13日金融再生法が成立、平成10年10月23日施行された。これにより、平成13年3

月31日までを期限として、預保が金融機関等から不良債権を買取ることが可能となり、平成11

年6月9日に買取価格審査会を設置し、RCCに買取りを委託した上で、買取が開始された。 

また、緊急経済対策(平成13年4月6日)を受けて、買取期限が平成16年3月末までに延長され(金

                                                  
16 適正な価格であることが必要とされるため、数社による競争入札が行われる場合が多い。 

17 会計面では、平成10年10月28日 日本公認会計士協会｢｢流動化目的｣の債権の適正評価について｣ 

18 RCCにおいても、不良債権市場の創設に資するため、預保･RCCが公表した｢保有債権の流動化･証券化につい

ての基本的な考え方｣(平成14年12月20日)に基づき、RCC保有債権について平成15年3月よりバルクセールを開始

した。 

19 平成15年3月期の不良債権処理の原資として、主要行の一部は同時期に増資を行ったが、金融再生プログラム

では、｢債務者に対する第三者割当増資部分の検討｣として、金融機関の第三者割当増資を債務者が引受ける場合、

実質的な迂回融資になっていないかなど、資本としての適格性を念入りにチェックすることとされ、平成15年2

月21日金融庁｢事務ガイドライン｣の一部改正を行い、融資取引先に対して割当てる場合の留意事項や、優先的な

地位の濫用の防止、適正なディスクロージャーの確保が定められていた。 

20 同時期、｢金融機関等が有する根抵当権により担保される債権の譲渡の円滑化のための臨時措置に関する法律｣

が制定され(平成10年10月16日公布･施行)、根抵当権付債権を、住管･RCB、サービサー法上のサービサー等に売

却する場合は、債務者への通知により元本を確定することができるとされた。同法は、｢担保物権及び民事執行

制度の改善のための民法等の一部を改正する法律｣(平成15年7月25日)により民法の根抵当権の元本確定(第398条

の19､第398条の20)についての改正、施行(平成16年4月1日)を受けて廃止された。 

21 北見良嗣･坂田吉郎｢サービサー法の解説｣(平成11年9月2日)、松田理事長｢刊行によせて｣ 
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融再生法改正平成13年6月27日施行)22、さらに、改革先行プログラム(平成13年10月26日)等を受

けて、買取価格を時価とする価格算定方式の弾力化、入札への参加を可能とする買取方法の多

様化が図られた。さらに、預保とRCCとの協定に買取った不良債権の処理に関する事項を含む

との規定が新設され(改正金融再生法 平成14年1月11日施行)、具体的には、処分方法の多様化、

可能な限り3年を目途としての回収･処分、債務者の再生可能性を早期に見極め速やかな再生に

努めること、が定められた(金融再生法第54条第1項第1号の2)。 

また、金融再生プログラム(平成14年10月30日)を受け、預保･RCCは、平成14年12月20日に｢金

融再生法第53条買取りに際しての時価についての考え方｣を公表した23。 

 

（５）証券化による不良債権処理 

不良債権問題が発生した当初、不良債権の証券化はその解決手段として期待されたが、一般的

な債権の証券化そのものが平成5年6月に特定債権等に係る事業の規制に関する法律が施行されて

始まったばかりであり、不良債権についての活用は遅れることとなった。 

平成7年7月に三菱銀行が不良債権処理に資するものとして担保不動産の証券化を行ったが、同

行が発行したゼロクーポン債の元本の70%までの信用補完24を行うなど、本格的な証券化とまでは

いえなかった。 

その後、平成10年9月特別目的会社による特定資産の流動化に関する法律(SPC法)の施行や、平

成10年10月債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(債権譲渡特例法)の施行など

が行われた。こうした状況の下、ノンバンクは金融機関の貸し渋りにより資金調達が困難になっ

たため、証券化による調達を増やし、金融機関もBIS対策もあり自身の債権の証券化を進めた。そ

の結果、平成10年3月期、平成11年3月期と債権証券化に伴う証券化発行額は順調に拡大した。し

かし、不良債権の証券化については、売却価格が折り合わなかったり、デューデリジェンスの手

間等があって進まず、形式的な売却は行われるものの、不良債権のリスクを元の金融機関が補填

する形(いわゆる飛ばし)の取引が行われた。こうした｢飛ばし取引｣については、長銀、日債銀の破

綻を契機に、当局より警鐘がなされ25、平成11年11月9日に日本公認会計士協会から｢飛ばし類似金

融商品等の取引の取扱い｣が公表されたこともあり、飛ばし取引は終焉に向かった。 

正常な形での不良債権の証券化は、平成11年12月にモルガンスタンレーが金融機関から買取っ

た不良債権等を対象としたものが最初である。 

                                                  
22 株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年4月)により、買取の申込期限が

平成17年3月末まで延長された。 

23 金融再生プログラムにおいて、金融機関が経営難等に陥った場合に、｢特別支援｣として、｢政府･日銀が一体と

なって万全の対応を期す｣、そして、その特別支援金融機関が｢破綻懸念先以下債権をRCCに売却する場合には、

…RCCの買取価格である時価を判断する際の一つの参考情報として採用することを検討する｣とされ、平成14年

11月19日に発表された金融再生プログラム作業工程表において、｢年内に時価についての考え方を整理｣とされた

ことを受け、公表したものである。 

24 この仕組みでとられた信用補完は、元金の支払に対する直接の保証ではなく、海外SPCが発行する劣後証券を

銀行が買取ることを予約することで行われた(金融財政事情 平成7年7月31日)。 

25  クレディ･スイス･グループに対する金融監督庁による立入検査が平成11年1月20日に開始され、不適切な商品

を提供したなどとして行政処分が7月29日に金融再生委員会及び金融監督庁よりなされた。また、クレスベール

証券会社東京支店に対して、平成11年5月24日に立入検査開始、9月9日にプリンストン債の販売停止の行政処分、

9月29日及び10月28日に業務停止命令が金融監督庁よりなされている。 
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その後、RCCにおいても、｢今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針｣(平

成13年6月26日､いわゆる｢骨太の方針｣)を受け、平成13年8月31日 信託業務兼営の認可を受け、信

託機能を活用した不良債権処理を開始した。平成14年1月にゴールドマンサックス証券会社と共同

で、RCC保有債権と金融機関から買取った不良債権の証券化を行って以降、RCCは受託を重ね、

不良債権証券化において主要プレーヤーとなっている(平成17年3月末現在、RCCが関与した証券

化は9件)。 

 

（６）企業再生による不良債権処理 

債務者企業に対して再生処理（事業や財務の再構築等）を行うことにより、返済能力を高めて

回収を行うほか、債務者区分の上位遷移又は債権区分の引上げが図られる。 

 

① 民間における企業再生 

外資系の投資銀行･投資ファンドは、主に担保不動産の回収を目的に不良債権を購入していた

が、平成13年頃より破綻企業のスポンサーとして手を上げ、企業再生に乗り出す動きが始まっ

た。 

平成12年3月に旧長銀を買ったリップルウッドのファンドはその先駆けであり、さらに平成13

年5月に会社更生法の適用を申請していたフェニックス･リゾートのスポンサーに決まった。外

資系は、ゴルフ場、ホテルのように、オペレーションを改善することにより価値が高められる

先について、スポンサーとして株式の取得を積極化していった。 

再生可能な先の不良債権について金融機関は売却の対象とはしていなかったが、債権取得を

足掛りとして債務者の経営権を取得し、再建を図りたい外資系は、金融機関やRCCに対し、積

極的に債権売却をアプローチするようになった。 

特にゴルフ場に対して、外資は積極的であり(ゴールドマンサックスが平成13年11月16日に日

東興業の経営権を取得したことが象徴的)、金融機関としても、会員権という個人の債権者が多

数存在し、金融機関も会員権ローンを供与するなど、関係が複雑で再生が困難な先であること

から、債権売却に応じるところが多く、ゴールドマンサックスとローンスターは日本有数のゴ

ルフ場経営主体となっている。 

また、日系の投資ファンドも、平成14年3月に政策投資銀行、東京三菱銀行、三菱信託銀行が

出資してジャパン･リカバリー･ファンドを設定し(運営はフェニックス･キャピタル)、私的整理

指針適用第1号となった市田の再生を行った。これを契機にその後多くのファンドが設立された。 

 

② RCCにおける企業再生 

｢今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針｣(平成13年6月26日､いわゆ

る｢骨太の方針｣)を受け、RCCは、平成13年11月に企業再生本部と企業再生部を、平成14年1月

に企業再生検討委員会を設置した。 

破綻金融機関から譲受けた債権に加え、平成14年1月より53条買取の価格算定方式が弾力化さ
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れたことから再生を前提とした53条買取も行われ、これらに係る債務者に対してRCCによる再

生が行われることとなった。 

さらに、平成14年8月には、RCC信託機能を活用し、投資家が設定した信託を通じて不良債権

を購入し、RCCが企業再生に関与するという企業再編ファンドが設定された。債権者が複数で

ある場合の債権者調整に、公正･中立な立場のRCCが関わることに期待する金融機関は多く、平

成15年9月以降は、より効率化された企業再編ファンドの仕組みを開発し、多くの企業再生に活

用された26。 

 

③ 産業再生機構 

金融再生プログラム(平成14年10月30日)において、企業･産業の再生に取り組むための新たな

機構を創設するとされたことを受け、株式会社産業再生機構が平成15年4月16日に設立された。 

 

６．会計制度の変遷 

（１）金融機関の会計処理27 

従来、金融機関の会計は大蔵省通達により定められていたが、監督権限が金融監督庁に移行す

る直前の平成10年6月8日に通達｢普通銀行の業務運営に関する基本事項等について｣が廃止され、

一般事業法人と同様に、商法や企業会計原則が金融機関にも直接適用されることになった。また、

大蔵省検査の位置付けが、従来の違法･不正事例の発見から、自己査定制度を前提とした内部統制

の有効性評価に移行し、会計処理について公認会計士の実質的な監査を受けることとなった28。 

一方、全銀協は、銀行経理処理の継続性の観点から、基本事項通達及び留意事項事務通達の内

容をほぼ盛込む形で、｢銀行業における決算経理基準等について｣を取りまとめ、平成10年9月7日 

全国銀行宛に通知した。 

その後、平成11年7月、日本公認会計士協会は、決算経理基準等について検討を行い、見直しを

要請するという形で全銀協に｢銀行業における決算経理基準等について｣と題する検討結果を提示

した。 

この中の検討項目の一つであった貸倒引当金の表示方法については、平成12年3月期より従来の

負債表示を改め、一般事業法人と同様に資産から控除する形(評価性引当金としての表示)とした。 

なお、支払承諾及び支払承諾見返勘定のオフバランス化について検討項目としてあげられたが、

実施はされていない。 

 

（２）新設･改正された会計制度 

償却･引当制度については、既に記載したが(4. 不良債権の償却･引当制度の変遷 参照)、その他、

新たに設けられた会計制度や改正についてここでは概観する。 

                                                  
26  平成17年3月末までの企業再編ファンドスキームを活用した再生実績36件(RCCホームページ) 

27 銀行経理問題研究会編｢銀行経理の実務 第6版｣(金融財政事情研究会)を参考とした。 

28 日本公認会計士協会 ｢金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに償却･引当の監査に関する実務

指針｣(平成9年4月15日)、平成9年4月1日以後開始する事業年度に係る監査から適用。 
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① 連結財務諸表を中心とする開示への転換と子会社及び関連会社の範囲 

企業会計審議会は、平成9年6月6日｢連結財務諸表制度の見直しに関する意見書｣を公表し、従

来の個別情報を中心とする開示から連結情報を中心とする開示への転換を提言し、従来の持株

基準の問題点を指摘するとともに、連結情報充実の観点から連結財務諸表原則の改訂を行った。 

さらに、同審議会による平成10年10月30日｢連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の

範囲の見直しに係る具体的な取扱い｣の公表を受けて、平成10年11月24日｢財務諸表等規則｣及び

｢連結財務諸表規則｣が改正され、子会社の範囲の決定については、他の会社等の財務及び営業

又は事業の方針を決定する機関を支配しているかどうかという観点から判断を行う支配力基準

が導入された。また、日本公認会計士協会からも平成10年12月8日｢連結財務諸表における子会

社及び関連会社の範囲決定に関する監査上の取扱い｣が公表され、これらの制度は、平成11年4

月1日以後開始する連結会計年度に適用されることとなった29。 

 

② 金融商品会計(時価会計) 

従来、金融商品の会計処理では多くの取引が取得原価主義に基づいて資産の評価が行われて

いたが30、証券･金融市場のグローバル化や企業の経営環境の変化等に対応して企業会計の透明

性を一層高めるため、金融商品に係る会計基準に関して平成8年7月から企業会計審議会が議論

を行い、平成11年1月22日｢金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書｣を取りまとめ、平成

12年4月1日以後開始する事業年度から実施することが適当であるとされた。 

これを受け、日本公認会計士協会は、平成12年1月31日｢金融商品会計に関する実務指針(中間

報告)｣を公表し、金融商品会計が平成12年4月1日より実施された。ただし、その他有価証券に

ついては、帳簿価額と期末時価との差額について税効果を適用した場合の注記を行うこととし、

時価評価については、平成13年4月1日以後開始する事業年度から実施するとされた。 

なお、平成11年頃、いわゆる飛ばし類似金融商品や損失先送り金融商品が多量に販売された

との報道があり、金融監督庁からの要請もあって平成11年11月9日に日本公認会計士協会から

｢飛ばし類似金融商品等の取引の取扱い｣が公表されたが、新たな指針を示すものではなく、従

来からの取扱いを補足するものであり、スキーム全体を検討することによって会計実態を適切

に反映した会計処理を指導する必要があるとされた。金融商品への時価会計の導入後も同様に

慎重に取扱う必要があるとされた。 

 

                                                  
29 金融機関への導入は、緊急経済対策(平成10年11月16日)を受け、1年前倒しし、平成11年3月期より実施された。 

30 金融商品会計導入前においては、外貨建資産･負債にかかる引直損益(平成2年9月期より実施､1年間の経過措置

あり)、特定取引勘定での取引(平成9年4月1日以降適用可能)が時価で、また、上場有価証券は低価法(有価証券の

うち上場されている国債その他の債券は原価法又は低価法の選択)によるものとされていた。証券取引法上におい

ては(財務諸表等規則等)、平成3年3月期より、先物取引､オプション取引及び市場性のある有価証券に係る時価情

報について注記による開示が行われていた。 
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③ 税効果会計 

企業会計審議会は、平成9年6月6日｢連結財務諸表制度の見直しに関する意見書｣を公表し、連

結財務諸表中心への転換、連結財務諸表における税効果会計の強制かつ全面的適用を提案する

とともに、税効果会計の個別財務諸表における適用についても提言を行った。これを受けて、｢商

法と企業会計の調整に関する研究会｣が結成され、｢企業会計上の税効果会計に関する会計基準

において、繰延税金資産及び繰延税金負債が法人税等の前払税金又は未払税金として資産性･

負債性があることが明確にされるならば、商法上も公正な会計慣行を斟酌する立場から、企業

会計上の基準と同様に、これらを貸借対照表に計上することができるものと解される｣との研究

会報告書が平成10年6月16日に公表された。 

これを受け、企業会計審議会が平成10年10月30日｢税効果会計に係る会計基準の設定に関する

意見書｣を公表した。さらに、緊急経済対策(平成10年11月16日)において、金融機関の個別財務

諸表への税効果会計の導入は、連結基準の見直しとともに、1年前倒しで平成11年3月期より実

施された。 

 

（３）金融再生プログラム(平成14年10月30日)を受けた会計基準の運用の厳格化 

① 資産査定の厳格化 

（4. （５）金融再生プログラム(平成14年10月30日)を受けた償却･引当 参照） 

 

② デット･エクィティ･スワップの時価評価 

デット･エクイティ･スワップは、債権者側から見て債権を株式と交換する取引であり、債権

者の合意を得た再建計画等の一環として行われる場合が多い。会計処理は金融商品会計に基づ

いて行われることとなるが、質問が多いことから実務上の取扱いを確認するために、平成14年

10月9日企業会計基準委員会より｢デット･エクイティ･スワップの実行時における債権者側の会

計処理に関する実務上の取扱い｣が公表された。 

金融再生プログラムでは、スワップ取引の時期を問わず、時価評価を適用することを検討す

ることとされ、その旨を金融庁は主要行及び日本公認会計士協会に要請した。 

 

③ 財務諸表の正確性に関する経営者による宣言 

資産査定を含む財務諸表が正確であることに関し、代表取締役に署名を求めることを検討す

ることとされ、平成14年12月16日 金融審議会の報告を踏まえ、平成15年3月31日 一般企業等を

対象として内閣府令を改正(平成15年4月1日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書に適

用)するとともに、主要行に対しては平成15年3月期決算からの実施を要請した。 

 

④ 繰延税金資産に関する算入の適正化 

繰延税金資産については、その資本性が脆弱であるため、自己資本比率規制における取扱い
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を検討するとされたことを受け、金融審議会 自己資本比率規制に関するワーキンググループに

て議論を行い、平成15年7月28日経過報告、平成16年6月22日｢自己資本比率規制における繰延税

金資産に関する算入の適正化及び自己資本のあり方について｣をとりまとめた。 

 

⑤ 繰延税金資産の合理性の確認 

繰延税金資産の合理性については、将来の課税所得を見積もることが非常に難しいことを理

解した上で、外部監査人に厳正な監査を求めるとともに、主要行の繰延税金資産が厳正に計上

されているかを厳しく検査するとされたことを受け、平成15年2月25日 日本公認会計士協会は、

会長通牒として｢主要行の監査に対する監査人の厳正な対応について｣を公表した。 

 

⑥ 自己資本比率に関する外部監査の導入 

平成15年4月14日の銀行法施行規則等の改正により、主要行において平成15年3月期末から、

業務報告書等に記載する自己資本比率の算定に関して外部監査を受けている場合にはその旨を

業務報告書等に付記するとともに、いわゆるディスクロージャー誌においても同様にその旨を

記載することとなった。 

また、平成15年4月15日 日本公認会計士協会は｢自己資本比率の算定に関する外部監査を｢金

融機関の内部管理体制に対する外部監査に関する実務指針｣に基づき実施する場合の当面の取

扱い｣を公表した。 

 

⑦ 外部監査人の機能 

資産査定や引当･償却の正確性、さらに継続企業の前提に関する評価については、外部監査人

が重大な責任をもって、厳正に監査を行うこととされ、平成15年2月25日 日本公認会計士協会 

会長通牒｢主要行の監査に対する監査人の厳正な対応について｣において、留意点が明らかにさ

れた。 
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７．協同組織金融機関における監査機能の強化 

（１）金融機関の健全性確保法(平成8年6月)31 

金融の自由化の進展によりリスクが増大したにもかかわらず、経営における自己責任意識の不

徹底等から金融機関自身の経営の健全性確保が必ずしも十分に行われなかったとの観点から、平

成8年6月18日｢金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律｣が可決、成

立し、銀行法、信用金庫法及び協同組合による金融事業に関する法律等関係業法の改正が行われ、

協同組織金融機関の監査体制の充実が図られた(平成9年4月1日施行)。 

① 監事の機能強化 

信用金庫等の監事に監査報告書の作成義務を課す等、銀行の監査役とほぼ同様の機能を付与

した。 

② 員外監事の登用 

一定規模(預金等1,000億円)以上の信用金庫、一定規模(預金等1,000億円)以上かつ一定員外預

金比率(15%)以上の信用組合、労働金庫に対し、員外監事の登用を義務付け、平成9年度より実施

された。 

③ 外部監査制の導入 

一定規模以上等の信用金庫等に対し、公認会計士等による会計監査を義務付けた。 

平成9年度は預金等5,000億円以上の信用金庫、預金等5,000億円以上かつ員外預金比率15％以

上の信用組合、労働金庫に、平成10年度より預金等2,000億円以上の信用金庫、預金等2,000億円

以上かつ員外預金比率15%以上の信用組合、労働金庫に導入された。 

 

（２）導入基準の引下げ 

平成13年3月22日政令が改正され、員外監事の登用については、預金等総額50億円以上の信用金

庫、預金等総額50億円以上かつ員外預金比率15%以上の信用組合、労働金庫に、外部監査制の導入

は、預金等総額500億円以上の信用金庫、預金等総額500億円以上かつ員外預金比率15%以上の信用

組合、労働金庫に義務付けられた。 

その後、平成15年3月公表の｢リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプ

ログラム｣で｢監査機能の強化を図るため、外部監査の実施対象の拡大等について検討する｣とされ

たことを受け、員外監事の登用については、信用金庫は預金等総額50億円以上、信用組合、労働

金庫は預金等総額50億円以上かつ員外預金比率10%以上、外部監査制の導入は、信用金庫は預金等

総額200億円以上、信用組合、労働金庫は預金等総額500億円(員外預金比率が15%以上の場合は200

億円)以上かつ員外預金比率10%以上と、導入基準が引下げられ、平成16年4月1日から施行された。 

さらに、外部監査については、平成17年4月1日より信用金庫は預金等総額200億円以上、信用組

                                                  
31 同法では、協同組織金融機関の監査体制の充実等のほか、金融機関全般に対して、経営の健全性を確保するた

めの改善計画の提出、業務の全部若しくは一部の停止等監督上必要な措置を命ずることができるとされ、また、

トレーディング取引への時価評価が導入された。 
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合、労働金庫は預金等総額200億円以上かつ員外預金比率10%以上に引下げられている。 

 

８．信用金庫業界における相互援助制度 

信用金庫業界では、業界内に設けられた援助制度が、破綻処理において大きな役割を果たして

きた。破綻分析を行う上でも、本制度の考慮が必要となる場合があることから、その概要と適用

状況についてまとめることとする。 

また、信用組合業界においても相互援助制度があり、次項において述べる。 

 

（１）信用金庫相互援助資金制度32 

① 相互援助資金制度による業界内の信用維持 

信用金庫の相互援助体制は、業界内で発生した信用上の問題は業界内で処理し、問題解決に

あたっては業界の総合力を発揮して対処するという基本理念のもとに、昭和46年10月従来の｢預

金支払準備に関する制度｣(昭和37年5月創設)を発展的に解消し、｢信用金庫相互援助資金制度｣

(相援資金制度)を創設し、全国信用金庫連合会(全信連、平成12年10月より信金中央金庫)固有の

制度である｢預金支払資金融資制度｣及び｢振興基金制度｣とともに相互援助体制が拡充された33。 

相援資金制度における援助財源は、各信用金庫の預金･積金合計額の一定金額を相互援助預金

として全信連に預入れ、全信連は信用金庫から預入れを受けた相互援助預金を被援助信用金庫

に定期預金をもって預替えすることとしている。 

相援資金制度は、信用金庫の経営環境が厳しくなり、援助案件が増加するとともに、何度か

改正を行った(昭和57年､平成2年､平成4年)。 

また、平成8年10月からは、金融自由化の一層の進展やバブル経済の崩壊の過程で信用金庫業

界の信用秩序の維持･向上をはかる必要が高まったため、新しい相援資金制度が運営された。新

しい制度では、(i)個別の信用金庫を救済するのではなく、信用金庫の合併等に対して資金援助

を行うこと、(ii)預入総額は預金･積金合計額の0.25%に相当する額を基準とし、全信連は当該信

用金庫に定期預金をもって預替えすること、(iii)相援資金制度の援助財源は、各信用金庫は預入

額の合計額に預替利率から預入利率を差引いた率を乗じた額を、全信連は従来通り全国信用金

庫の負担額の10%に相当する額34を負担すること、(iv)1援助先に対する資金援助は、相援資金制

度の援助財源から60%、地区内信用金庫から20%、全信連から20%とすること、が定められた。 

平成11年3月までの相援資金制度の主な適用例は図表7の通りである。初期の東洋信用金庫及

び釜石信用金庫を除き、業界内において信用金庫の破綻処理が進められた。例えば、武蔵野信

用金庫の処理では、平成8年9月に経営破綻に陥っているとのマスコミ報道がなされたが、平成9

年3月相援資金制度を活用した業界内処理の枠組みにより事態の収拾が図られた。 

 

                                                  
32 全般的に、信金中央金庫｢全国信用金庫連合会五十年史｣平成13年2月28日を参考とした。 

33 信用金庫相互援助資金制度に関する答申(昭和57年1月18日) 

34 各信用金庫の負担額(A)=預入額×(預替利率－預入利率)、全信連の負担額=Aの合計×10%。 



 -139-

図表 7 主な相互援助資金制度等の適用金融機関 

処理日 対象金融機関 処理方式 備考 

H3.9.17 長万部信用金庫 北海信用金庫が合併 H3.5.28合併調印 

H3.9頃 振興基金の適用 

H4.3.10 桐生中央信用金庫､ 

上毛信用金庫 

桐生信用金庫が2金庫を合併 H4.3.10適用(融資)(H7.3.10完済) 

H4.10.1 東洋信用金庫(*) 府下18金庫に事業譲渡のう

え三和銀行が合併 

H4.10.1適用(贈与) 

H5.9.30 釜石信用金庫(*) 岩手銀行ほかに事業譲渡 H2.12.3適用 

H4.1.24追加支援 

H5.5.24破綻公表 

H5.7.30債権買取会社設立 

H5.9.30適用(融資) 

H5.11.30 西陣信用金庫 伏見信用金庫が合併 

(京都みやこ信用金庫に改称)

H5.11.30適用(融資) (H8.11.30完済) 

H12.1.14破綻 

H6.3.31 中津信用金庫､ 

昭和信用金庫 

中津信用金庫が昭和信用金

庫を合併 

H3.8.1中津信金に対して適用(融資) 

H6.3.31昭和信金に対して適用(贈与) 

H7.4.1 土崎信用金庫 秋田信用金庫が合併 H1.10.2適用(融資)されたが経営再建は難航

H7.4.1合併に際して適用(贈与) 

H7.10.16 新見信用金庫 備北信用金庫が合併 H4.8.3適用(融資) 

H7.10.13適用(贈与) 

H8.8.26 青森信用金庫 北奥羽信用金庫が合併 H4.8.3適用(融資) 

H8.8.23適用(贈与) 

H8.10.7 浅草信用金庫 朝日信用金庫が合併 H7.10.2適用(融資) 

H10.3.31朝日信金に対し融資を取りやめ贈

与を実施 

H8.10.21 行橋信用金庫 北九州八幡信用金庫に事業

譲渡 

S60.3経常赤字(多額の回収不能金発生) 

S60.7全信連､九州北部信用金庫協会の21金

庫が35億円の金融支援 

H4.6全信連､地銀3行､九州北部信用金庫協

会が300億円の低利融資 

H8.3.19事業譲渡と解散を発表 

H8.9頃 北九州八幡に対し適用 

H9.3.17 武蔵野信用金庫 都下5金庫に事業譲渡のうえ

王子信用金庫が合併 

H8.9.9経営破綻の報道 

H8.9.12相援資金制度適用による処理策公

表 

H8.12.16東信協内に不良債権買取機関を設

置 

H9.3.14適用(贈与) 

H9.3.24 能代信用金庫 大曲信用金庫が合併(秋田ふ

れあい信用金庫に改称) 

S62頃 主取引先の木材業界の低迷で業績悪

化､適用(融資) 

H7.5.2秋田銀行へ事業譲渡･清算するとの

報道により預金流出 

H8.4.20全信連を通じて大曲信金に合併要

請していることを発表 

H8.10.15合併契約調印 

H9.10.13 岩内信用金庫 北海信用金庫が合併 H9.10.9適用(贈与) 

H9.11.4 大阪中央信用金庫 大阪市信用金庫が合併 H9.3自己資本比率が低下(当初は相援適用

求めず→多額の不良債権が判明) 

H9.10.31適用(贈与) 

(支援必要額の60%を大阪市信用金庫が負

担､地区負担分20%も同金庫が負担､全信連

が20%拠出) 

（続く） 
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（前頁より続く） 

処理日 対象金融機関 処理方式 備考 

H10.2.16 両総信用金庫 千葉信用金庫が合併 H10.2.13適用(贈与) 

H10.3.16 第一信用金庫 永楽信用金庫が大恵信用金

庫とともに合併(わかば信用

金庫に改称) 

H10.3.13適用(贈与) 

H12.4.21わかば信金破綻公表 

H10.3.23 津軽信用金庫 あおもり信用金庫が合併 H10.3.20適用(贈与) 

H10.3.23(社)東北しんきんファクタリング

に不良債権の一部を売却 

H10.9.28 箱根信用金庫 さがみ信用金庫が合併 H10.9.25適用(贈与) 

H11.1.4 中央信用金庫､ 

協和信用金庫 

東武信用金庫が大東信用金

庫とともに合併(東京東信用

金庫に改称) 

H10.12.30適用(贈与) 

(注) ｢全国信用金庫連合会五十年史｣の事例に長万部信用金庫(振興基金の適用)、行橋信用金庫及び能代信用金庫を加

えた 

  表中の｢適用｣は相援資金制度の適用を意味し、｢(融資)｣は低利融資方式、｢(贈与)｣は金銭一括贈与方式を表す 

(*) 預金保険制度が適用された案件 

 

② 預金保険制度の適用を前提とした破綻処理 

平成8年10月の大幅な制度改正以降、合併等による業界の再編に寄与してきたが、相援資金制

度の適用を受ける信用金庫の数や援助額の増加に伴い、援助財源に不足をきたすに至った35。 

こうした状況から相援資金制度が改正され、原則として預金保険制度の適用によることとし

た新しい相援資金制度の運営が平成10年10月より開始された。 

改正点は、(i)資金援助の財源の全信連の負担額を全国信用金庫の負担額の20%に相当する額と

すること(従来は10%)、(ii)資金援助の額及び期間を運営基準で定めること(50億円を限度とし、期

間は7年以内)(従来は特に定めなし)、(iii)資金援助の拠出割合は援助財源から70%、全信連から30%

とすること(従来あった地区拠出を廃止)、(iv)資金援助先の金庫名及び援助額を全信協会長及び

各信用金庫理事長に報告することである。 

一方、預金保険制度を適用すると、破綻信用金庫の会員である借り手は、出資金全額が損失

の補填に充てられるため、会員としての地位が救済信用金庫に承継されず、再出資の必要や取

引の移転に伴う負担が生じるなどの影響が懸念された。 

このため、信用金庫業界としては、破綻処理の円滑化や救済金融金庫の自己資本充実を図る

観点から、預金が全額保護されるペイオフ解禁までの間は、相援資金制度により正常な会員の

出資金を全額補填することとし、併せて、合併により破綻処理する場合は、債務超過額の一部

について相援資金制度等で負担することが、平成11年4月28日 全信連理事会及び平成11年5月26

日 全信協理事会において決定された。 

図表8は、平成13年3月までの、預金保険法に基づく資金援助の適用を前提とした相援資金制

度の適用状況を示す。 

神田信用金庫、玉野信用金庫、龍ケ崎信用金庫(及び後の沖縄信用金庫)については、合併によ

る破綻処理がなされた。一般的に債務超過法人について合併は認められていないが、協同組織

金融機関の出資には融資等の事業利用権という側面があり、破綻金庫との融資取引を受皿金庫

にスムーズに承継するためには、事業利用権としての出資の継続を確保する必要があるという

                                                  
35 全国信用金庫連合会｢信用金庫相互援助資金制度の改正について｣信用金庫98年10月 
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特殊事情を考慮したためである。出資金については相援資金制度により全額保護がなされたが、

出資金全額を損失に充当し出資者責任を明確にした上で、相援資金制度による合併に必要な出

資最低限度額(その後限度額を超える部分について)の金銭の贈与が行われ、合併時には預金保険

機構からの金銭贈与及び相援資金制度による金銭贈与により債務超過を解消した上で合併が行

われた36。 

図表 8 信用金庫の破綻処理における相援資金制度の適用状況 

                      (平成 11 年 4 月～平成 13 年 3 月) 

処理日 対象金融機関 処理方式 備考 

H11.11.29 不動信用金庫 八光信用金庫ほか8金庫

に事業の全部を譲渡の

うえ解散 

H11.4.21破綻公表 

全信連の支援融資､府下15金庫による

支援預金の預入 

H11.11.26適用(贈与)(出資金の補填) 

H11.11.29RCC資産買取 

H12.3.21 玉野信用金庫 岡山相互信用金庫が岡

山信用金庫とともに合

併 

H11.4.23破綻公表 

H11.8.25全額減資､適用(贈与) (合併に

必要な出資最低限度額) 

H12.3.12RCC資産買取 

H12.3.17適用(贈与)(出資最低限度額

を超える出資金の補填) 

H12.3.21適用(贈与)(債務超過部分の

一部負担) 

H12.5.8 龍ケ崎信用金庫 水戸信用金庫が合併 H11.6.4破綻公表 

H11.12.28全額減資､適用(贈与) (合併

に必要な出資最低限度額) 

H12.5.2適用(贈与)(出資最低限度額を

超える出資金の補填) 

H12.5.8適用(贈与)(債務超過部分の一

部負担)､RCC資産買取 

H12.6.5 神田信用金庫 興産信用金庫が合併 H11.4.23破綻公表 

H11.12.17全額減資､適用(贈与) (合併

に必要な出資最低限度額) 

H12.6.2適用(贈与)(出資最低限度額を

超える出資金の補填) 

H12.6.5適用(贈与)(債務超過部分の一

部負担)､RCC資産買取 

H12.11.13 西相信用金庫 さがみ信用金庫 H12.1.28破綻公表 

H12.12.4 松沢信用金庫 昭和信用金庫 H11.12.10破綻公表 

H13.1.4 京都みやこ信用金庫 京都中央信用金庫 H12.1.14破綻公表 

H13.1.4 南京都信用金庫 京都中央信用金庫 H12.1.14破綻公表 

H13.1.9 小川信用金庫 埼玉縣信用金庫 H11.11.12破綻公表 

H13.2.5 岡山市民信用金庫 おかやま信用金庫 H12.4.14破綻公表 

H13.2.26 わかば信用金庫 太陽信用金庫ほか8金庫 H12.4.21破綻公表 

H13.3.26 日南信用金庫 南郷信用金庫 H11.11.19破綻公表(被管理) 

(注) 全国信用金庫連合会五十年史及び各種報道等より作成 

  表中の｢適用｣は相援資金制度の適用を意味し、｢(融資)｣は低利融資方式、｢(贈与)｣は金銭一括贈与方式を表す 

  西相信用金庫以下については、処理方式は事業譲渡であり、相援資金制度の適用については適用日等を確認でき

なかったので記載は省略している 

 

                                                  
36 金融監督庁の1年(平成10事務年度版)第14章 民間金融機関の再編等の状況 
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③ 相援資金制度の縮小 

有力信金を中心に業界内では預金保険料と並行しての相援資金制度の拠出負担に反対する意

見が強かったことから、全信連及び全信協は、出資金の全額保護を改め、平成13年4月以降は最

低出資金(人口50万人以上の都市に本部をおく金庫は1万円、その他の金庫は5千円)に限定して保

護する制度に変更した。一方で、業界の信用力の維持･向上をはかるため、信用金庫経営力強化

制度(後述)が創設され平成13年4月1日より施行されることとなった。 

しかし、平成13年10月19日宇都宮信用金庫と大阪第一信用金庫が破綻申請を行うに至り、こ

こで、出資金が全額保護されない場合には、他信金においても増資を実施するのが難しくなる

などの影響が懸念されることとなった。そこで、ペイオフ解禁を控え信金への不安が高まるの

を防ぐために、案件に応じて、信金中金や地区の信金協会などが資金を拠出し、出資金を全額

保護する特例措置をとることとなった。 

例えば、宇都宮信用金庫の場合は、出資金は約11億円で、相援資金制度で保護されるのは2

億円程度であったが、残りの出資金についてもRCCに移る債務者など一部の出資金を除き、関

東信金協会加盟金庫と信金中金が負担して全額保護することとした37。 

さらに、平成14年4月1日以降は相援資金制度が廃止されたため(平成13年11月決定) 38、平成14

年4月1日以降に事業譲渡が行われる先には相援資金制度は適用されなかった。しかし、長島信

用金庫、神栄信用金庫、石岡信用金庫は、相援資金制度の適用はなかったが、地区の信用金庫

協会を中心に出資金の全額保護がなされた。例えば、破綻した石岡信用金庫の場合は、水戸信

用金庫への事業譲渡は平成14年9月24日であるが、茨城県信用金庫協会の仲介により、茨木県内

の3信用金庫が石岡信用金庫に出資補填のための資金援助を行った。 

図表 9 相援資金制度縮小･廃止後の破綻信用金庫 

処理日 対象金融機関 処理方式 破綻公表日 

H14.2.25 宇都宮信用金庫 栃木信用金庫ほか4金庫 H13.10.19破綻公表(被管理) 

H14.2.25 臼杵信用金庫 大分信用金庫 H13.11.16破綻公表(被管理) 

H14.3.18 沖縄信用金庫 コザ信用金庫が合併 H13.10.26破綻公表(被管理) 

H14.3.25 大阪第一信用金庫 大阪信用金庫 H13.10.19破綻公表(被管理) 

H14.3.25 関西西宮信用金庫 尼崎信用金庫ほか3金庫 H13.11.22破綻公表(被管理) 

H14.3.25 中津信用金庫 大分みらい信用金庫 H13.11.16破綻公表(被管理) 

H14.3.25 佐賀関信用金庫 大分みらい信用金庫 H13.11.16破綻公表(被管理) 

H14.5.20 神栄信用金庫 日新信用金庫 H14.1.18破綻公表(被管理)  

H14.6.3 長島信用金庫 紀北信用金庫 H13.12.28破綻公表(被管理) 

H14.6.10 佐伯信用金庫(X) 大分信用金庫 H13.12.28破綻公表(被管理) 

H14.6.10 相互信用金庫(X) 大阪信用金庫 H14.1.25破綻公表(被管理) 

H14.6.17 船橋信用金庫(X) 東京東信用金庫 H14.1.25破綻公表(被管理) 

H14.9.24 石岡信用金庫 水戸信用金庫 H14.3.1破綻公表(被管理) 

(注) 金融庁資料、各種報道等より作成 

  処理方式は、沖縄信用金庫を除き、事業譲渡 

(X)：出資金の全額補填(RCC移管者等への補填を除く)が行われなかった案件 

                                                  
37 日本経済新聞 平成13年10月19日及び平成13年11月3日 

38  金融財政事情「信金破綻時の出資者責任を巡る問題が再燃」平成14年3月25日号 
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（２）信用金庫経営力強化制度 

全信協では平成12年10月にここ数年の相互援助資金制度の変遷を踏まえて、｢相互補完体制のあ

り方に関する研究会｣を設置し、平成12年12月22日中間報告｢信用金庫の自己資本対策について～

支援型スキームの確立に向けて～｣がまとめられた。 

信金中金では、中間報告で信金中金による資本増強支援(自己資本増強支援制度の確立)について

提言されたことを受けて、信用金庫経営力強化制度を創設し、平成13年4月1日から施行すること

とした。 

この制度は、信用金庫、全信協及び信金中金の三者間契約に基づく制度であり、信金中金が次

の3つの制度を運営している。 

 

① 経営分析制度 

信用金庫から業務及び財産の状況等に関する資料の提出を受け、当該資料に基づき、自己資

本、資産内容、経営基盤、収益性、流動性及びリスク感応度等にかかる経営分析を客観的に行

う。この経営分析結果に基づき、経営相談を勧奨する信用金庫を抽出する。 

 

② 経営相談制度 

信金中金による経営相談の勧奨を受託した信用金庫に対して、経営全般又は個別課題に関す

る経営相談を実施し、当該信用金庫の経営力強化をはかる。また、経営相談実施時に信金中金

が提案を行った経営課題の解決策について進捗状況等を確認し、信用金庫の経営力強化の実現

に向けたアドバイスや優良事例等の情報提供を行うなど、経営相談のフォローアップにも努め

ている。 

 

③ 資本増強制度 

合併、再編等により自己資本比率が低下する信用金庫又は自己資本比率が4%以上6%未満の信

用金庫について、劣後ローンの供与又は優先出資の引受により、信金中金が当該信用金庫の資

本を増強する。 

この資本増強にあたっては、信用金庫側のモラルハザードを防止するため、当該信用金庫か

ら経営健全化計画の提出を受けたうえ、資本増強制度運営委員会の厳正な審査に基づき実行す

る。また、この資本増強による信金中金の自己資本比率等への影響を考慮し、資本供与の額に

限度を設けており、その額は信金中金の自己資本額の15%としている。 

平成13年度は、14金庫に対して487億円の資本増強を行った（平成12年度以前の実行分826億

円もあわせ24金庫1,313億円）。平成17年3月末現在、この制度等に基づく資本増強は、31金庫に

適用し、総額で2,386億円となっている39。 

                                                  
39  信金中央金庫「平成17年3月期 決算説明会資料」 
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９．信用組合業界における相互援助制度40 

（１）全国信用組合保障基金 

信用組合業界の信用保持を図ることを目的とし、合併等を行う信用組合に対して資金援助を行

う制度として、｢全国信用組合保障基金制度｣があり、各信用組合が資金を拠出して｢保障基金｣を

設け、全国信用組合連合会(全信組連)がその運営を行っている41。 

当初は、専ら信用組合の破綻処理あるいは損失処理のために発動していたが、平成8年6月の預

金保険法の改正により、金融機関の破綻処理については、基本的には預金保険により処理される

こととなったため、｢信用組合界の信用保持を図る｣ための有効活用といった観点から、 

ア．破綻信用組合の受皿信用組合へも発動できる等、発動の対象としうるケースを拡大、 

イ．発動形態に｢融資｣のほか、保障基金機構収支の利益金の範囲内での｢金銭贈与｣方式を追加、

などを行った(平成9年4月1日施行)。 

 

（２）都道府県等における信用組合支援基金機構等 

各都道府県等の地区においても、地域の信用組合からの拠出金や、信用組合への支援を目的と

した都道府県による拠出金等を基金とした支援制度が設けられている。 

 

① 東京都 

信用組合合併の計画的推進と合併組合の経営安定を図るための財政支援制度として、社団法

人東京都信用組合協会(都信協)内に昭和60年10月｢東京都信用組合支援基金機構｣(支援基金機

構)を創設し、財政支援を行っている。平成6年度末の基金総額は、都の70億円と都信協の負担

を合わせ約160億円であったが、信組の経営悪化から支援体制の強化が必要と判断し、平成7年

度、平成8年度と拠出額を積み増し、都の100億円を含めて総額約200億円とした(都は無利子貸

付、協会は低利貸付)。 

東京協和信用組合及び安全信用組合(平成6年12月9日処理策発表､平成7年3月20日事業譲渡)の

処理に際して、不良債権回収機関が都信協に設けられたが、その事業に対して求められた300

億円の低利融資による支援の決定は先送りされた。一方、コスモ信用組合(平成7年7月31日業務

の一部停止命令)に対しては、平成7年9月12日青島都知事が都議会で｢緊急避難的措置と判断し

て、都が主体的に処理スキームを策定した｣などと述べ42、2信組と切離して支援を行うことを、

平成7年9月29日都議会本会議で可決した。東京都は、債権回収機関である都信協に毎年20億円、

10年間の計200億円を支援(東京都信用組合緊急特別対策補助金)し、その他都信協の負担分(20億

円)については、その一部について基金積立金より取崩し充当することとした。当初10年間の予

定であったが、平成12年12月25日に債権がRCCに買取られたことから、平成11年度までの5年間

                                                  
40 全般的に、全国信用協同組合連合会｢信用組合史續々｣を参考とした。 

41  保障基金の積立目標額1,000億円、平成16年3月末残高約919億円（全信組連ディスクロージャー誌2004） 

42 日本経済新聞 平成7年9月13日。なお、9月12日の青島都知事の所信表明演説では、6月議会まで旧2信組の修飾

句だった｢乱脈経営によって破たんした｣との表現を削除した。コスモ信組も乱脈経営だとして議会から反発を受

けることを避けたとみられている(日本経済新聞 9月15日)。 
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の支援となった。 

平成10年3月6日に東京都が事業譲渡を発表した逓信、豊、西南、品川、豊栄、東興の6信組の

処理にあたっては、住友銀行に譲渡される西南信組を除き、受皿となる5信組に対して、支援基

金機構より収益支援が行われた。 

また、支援基金機構事業として金融取引円滑化支援資金制度を創設し、破綻信用組合の出資

者が都内の他の信組に出資する場合に補助することとした。信用組合は、組合員以外との取引

が20%以下に制限されていることから(中小企業等協同組合法第9条の8)、破綻信用組合の組合員

は、単に従来の出資金を没収されるだけでなく、新たに出資が求められるためである。 

平成12年度以降は、協会は、東京都の補助事業として｢東京都信用組合経営安定化基金｣を設

立し、全国信用協同組合連合会の発行する優先出資証券の引受を行うとともに、基金の運用果

実をもって都内信用組合の経営基盤安定強化に資するための外部監査経費等補助事業等を行っ

ている。東京都は、平成12年度から16年度まで20億円ずつ計100億円の補助金を交付した。 

 

② 大阪府 

平成6年5月に｢大阪府信用組合相互支援機構｣を創設し、大阪府と大阪府信用組合協会の拠出

による基金を設け、合併のための経費を助成している。 

さらに、大阪府は、平成8年9月20日｢大阪府下信用組合の今後のあり方と本府の財政支援｣を

府議会に明らかにし、改正預金保険法下での破綻処理においては、原則として既存の金融機関

への事業譲渡を追及し、また、不良資産の受け皿となる整理回収銀行への資金支援を行う方向

で検討することとされた。 

平成10年5月13日に大阪府が発表した大阪府内の10信組の処理スキームでは、大阪府、全信組

連、金融機関からの拠出による920億円の｢大阪府信用組合経営安定化基金｣を創設し、(i)受皿信

用組合への資本支援、(ii)組合員の再出資支援、(iii)受皿信組の経営支援を行った。 

 

③ 在日韓国人信用組合協会(韓信協) 

韓信協傘下信組への支援として、韓国政府による本国支援基金が昭和37年頃から存在してい

た。基金の規模は、阪神大震災特別支援基金も加え、平成13年には総額400.5億円にのぼった。

ところが、韓信協傘下の信用組合の破綻が相次いだことや、平成14年4月よりペイオフが解禁さ

れ全債務保護が終了し、債権回収ができなくなる可能性があることから、この支援基金に関し

て、資金運用銀行である韓国外換銀行と新韓銀行が韓信協傘下の信用組合に連帯保証を求めた。

韓信協は、監督当局の指示により連帯保証を負債勘定に含めると、早期是正措置の対象となっ

てしまうことから、連帯保証解除を要求したが、平成13年10月5日基金運営委は、破綻信組に支

援されていた基金176.6億円を平成13年10月15日付で回収すること、正常16信組に対する142.6

億円は、平成14年1月15日までに全額償還するか、あるいは各信組別に担保を提供するよう要求

した。これを受けて継続支援を要望した韓信協も、平成14年1月9日の役員会で連帯保証解除を
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図るため、全額償還を決めた43。 

また、平成12年12月16日の関西興銀と東京商銀の破綻を受けて、平成12年12月25日に在日本

大韓民国民団、在日韓国商工会議所、韓信協は、韓信協傘下の破綻信用組合の受皿となる新銀

行の設立に合意、韓国政府の支援を取り付けてドラゴン銀行の設立を進めたが、入札により、

他の韓信協傘下の信用組合に受皿が決まった(平成13年12月28日)。 

 

（３）支援の状況 

① 定額保護下の発動状況(平成8年6月改正法施行前) 

預金保険法改正前の信用組合の破綻処理は、通常、関係機関等による協調態勢の下になされ、

所管行政庁(都道府県)、全信組連、同一県(都･道･府)内信用組合及び地元銀行等が参加した支援

スキームが作られた。 

支援形態については、支援に至る原因となった不良債権等を救済対象信用組合から切離し、

当該信用組合の自力再建や救済合併をサポートする形がとられた。不良債権については、当初、

全信組連がこれを譲受けたケース(2件)もあったが、昭和63年5月2日の薩摩信用組合の救済合併

に対する支援案件以降、当該地区の信用組合協会が買取等を行い、保障基金等による支援益を

受入れて不良債権の償却等を行うといった支援スキームが定着していった。 

 

図表 10 預金保険が発動された信用組合の破綻処理案件(平成 8 年 6 月改正法施行前) 

No. 破綻 

信用組合 

救済 

信用組合 

破綻等 

公表日 

事業 

譲渡日 

救済信用組合又は資産買取

機関への支援主体 

資産買取機関 

4 大阪府民信用

組合 

信用組合大

阪弘容 

H5.6.11 H5.11.1 

(合併) 

大阪府､全信組連､富士銀､大

和銀等 

大阪府信用組合協

会 

5 信用組合岐阜

商銀 

信用組合関

西興銀 

H6.9.1 H7.3.13 

(合併) 

岐阜県､全信組連､県信組協

会､韓信協､地元金融機関 

㈱山水 

6 東京協和信用

組合、安全信用

組合 

東京共同銀

行 

H6.12.9 H7.3.20 (東京都)､東信協､全信組連､

民間金融機関 

東京都信用組合協

会 

7 友愛信用組合 神奈川県労

働金庫 

H7.2.3 H7.7.31 神奈川県､神信協､全信組連､

横浜銀行 

神奈川県信用組合

協会 

9 コスモ信用組

合 

東京共同銀

行 

H7.7.31 H8.3.25 東京都､東信協､日銀､信用組

合業界､民間金融機関 

東京都信用組合協

会 

10 福井県第一信

用組合 

福井銀行 H7.11.30 H8.8.19 福井県､全信組連､福井銀行 福井県信用組合協

会 

(注) 東京協和､安全に対する東京都の支援は見送られた。 

  福井県第一信用組合の破綻処理は、改正預金保険法施行後に行われているが、従来型の破綻･損失処理がなされ

た。 

  東京都信用組合協会、大阪府信用組合協会、神奈川県信用組合協会が買取った債権は、平成12年12月25日にRCC

に譲渡された。 

 

                                                  
43 統一日報 平成14年1月16日を中心にまとめた。なお、韓国政府は、平成17年4月1日以降のペイオフ全面解禁を

受けて、加盟信用組合の預金流出などの不測の事態が起きたときに備えて、韓信協に156.5億円の低利融資を行う

方針を固めている(朝日新聞 平成17年4月2日､日本経済新聞 平成17年4月5日)。 
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② 全額保護移行下の発動状況(平成8年6月改正法施行以降) 

預金保険法の改正により、金融機関の破綻処理については、基本的には預金保険により処理

されることとなった。 

 

図表 11 都道府県及び信用組合業界が支援を行った信用組合の破綻処理案件 

                    (平成 8 年 6 月改正預金保険法施行後) 

破綻金融機関 破綻等 

公表日 

支援主体 支援内容 備考 

山陽(12) H8.4.12 兵庫県 救済信組(淡陽)への収益

支援 

けんみん大和 (13)への支

援はなし 

阪神労働(17) H9.3.18 兵庫県 救済信組(兵庫県)への収

益支援 

 

土岐(21)､東海(22) H9.4.3 岐阜県 RCBへ人材派遣  

北九州(18) H9.4.4 福岡県等 RCBへ人材派遣 S58から10年間の再建計

画を実施(延長) 

H6より自力債権 

神奈川県(19) H9.4.25 神奈川県 RCBへ人材派遣  

朝銀大阪(27) H9.5.14 朝信協 RCBに人件費補填名目支

援 

 

静岡商銀(41) H10.1.16 静岡県 RCBへ人材派遣  

逓信(25)､豊(26)､ 

西南(28)､品川(30)､ 

豊栄(35)､東興(37) 

H10.3.6 東京都信用組合支

援基金機構 

救済信組への収益支援 

(西南を譲受ける住友銀

への支援はなし) 

逓信への支援は贈与額の

算定に不計上 

  同機構(金融取引円

滑化支援制度) 

組合員の再出資支援 贈与額の算定には不計上

  東京都 RCBへ人材派遣  

和歌山県商工(55) H10.3.27 和歌山 RCBへ人材派遣  

太平(36)､大和(39)､ 

日本貯蓄(43)､河内(48)､ 

中国(33)､豊和(58)､ 

大阪弘容(60)､大阪東和

(54)､興和(56)､福寿(57) 

H10.5.13 大阪府信用組合経

営安定化基金(大阪

府､全信組連 等) 

①救済信組への資本支援

②組合員の再出資支援 

③救済信組の経営支援 

贈与額の算定には不計上

六甲(34) H10.5.22 兵庫県 RCBへ人材派遣 実行は未確認 

奈良県(40) H10.5.8 奈良県 RCBへ人材派遣  

神奈川県 RCBへ人材派遣  湘南(42)､ 

神奈川商工(45)､ 

相模原(49) 

H10.5.8 

神奈川県信用組合

支援基金機構 

湘南信組を譲受ける厚木

信組への収益支援 

 

山口商銀(46) H10.5.8 山口県 RCBへ人材派遣  

島根商銀(47) H10.5.8 島根県 RCBへ人材派遣  

北海商銀(52) H10.5.29 北海道 RCBへ人材派遣  

共同(66)､ 

千歳(67) 

H11.4.16 北海道(地域金融環

境安定化特別対策

事業費) 

救済信組(北央)への 

①組合員の再出資支援の

ための無利子貸付 

②オンライン機器関連等

の費用補助 

贈与額の算定には不計上

(注) 資金援助申込書等の記載より作成(贈与金算定に不計上の支援については網羅していない) 

  福井県第一信用組合は、改正預金保険法施行後の処理であるが、従来型の破綻･損失処理を行った 

 

信用組合の破綻処理に当っての都道府県の支援については、｢財政支出を行う責務が信用組合

監督法令上あるわけではない。…(これまでの資金拠出等は)…それぞれの都道府県の事情に基づ

いて、地域経済に与える影響や民生の安定等を勘案の上、公益上の必要性から自己の責任に基
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づく判断により行われているものである。こうした都道府県の財政支援はあくまで自らの判断

に基づくものではあるが今後とも行われることが期待される｣(金制調答申平成7年12月22日)、と

されている。 

 

（４）信用組合経営安定支援制度 

信用組合の経営の健全性を確保するため、全信組連では信用組合経営安定支援制度を運営して

いる。本制度は平成14年4月1日に発足し、以下の3つの制度で構成されている。 

 

① モニタリング制度 

全信組連が、信用組合から経営資料の提出を受け、経営内容を分析し経営上の問題点の有無

等をチェックする。 

 

② 監査･指導制度 

信用組合業界の経営指導･監査機関である｢全国信用組合監査機構｣が必要に応じて信用組合

の実地監査を行い、適切な助言･指導を行う。 

 

③ 資本増強支援制度 

全信組連が必要に応じて資本増強支援を行い、信用組合の自己資本比率の向上を図る。 

本制度は、平成12年11月15日に施行された｢資本増強支援制度｣を引継ぐものである。それ以

前には平成9年11月25日から開始された｢期限付劣後ローン｣があったが、劣後ローンの利用はな

かった。平成14年度の支援は2,050百万円、平成15年度は884百万円、資本増強支援総額22,368

百万円(旧制度分含む)となっている44。 

 

                                                  
44  全信組連 ディスクロージャー誌 2003、2004 
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（参考）金融等に関する施策 

（１）金融行政の当面の運営方針(大蔵省､平成4年8月18日) 

Ⅰ．金融システムの安定性確保 
1. 株価低迷への当面の対応 
① 安易な益出しの抑制 
② 配当性向基準の適用の一時停止 
③ 株式評価損償却の中間決算における対応 
2. 融資対応力の確保 
① 貸し渋り批判への対応 
② 自己資本の充実 
③ 債権の流動化 
3. 不良債権の処理 
① 個別問題の早期処理 
② 担保不動産の流動化 
③ 不良資産処理のための環境整備 
④ ディスクロージャーの充実 
Ⅱ．金融システム効率化の推進 
 
（２）金融機関の不良資産問題についての行政上の指針(大蔵省銀行局､平成6年2月8日) 

1. 不良債権の処理促進 
① 不良債権についての償却･引当制度の活用 
② ㈱共同債権買取機構の活用と担保不動産の処分促進 
2. 金利減免債権の流動化 
3. 資金の円滑な供給 
① 中小企業等の資金需要に対応する融資姿勢の強化 
② 信用補完制度の拡充による融資の円滑化 
③ 優先株等の活用による自己資本の充実 
④ 土地関連融資に係るトリガー方式の適用停止 
⑤ 地方公共団体への資金供給の円滑化 
⑥ 貸付債権の流動化 
4. 金融機関の経営体質の強化 
① 実態に即した決算処理 
② 経営の合理化 
③ 自由化を生かした業務展開 
④ 長期的な経営戦略 
5. 信用秩序の維持 
 
（３）｢金融システム安定化のための諸施策｣(金融制度調査会､平成7年12月22日) 

1. 不良債権問題の早期処理と今後の金融システムのあり方 
2. 金融機関経営の健全性確保のための方策 
(1) ディスクロージャーの推進 
(2) 早期是正措置の導入 
3. 金融機関の破綻処理のあり方 
(1) 基本的考え方 
(2) 破綻処理手続の整備、預金保険制度の見直し等 
(3) 当面の破綻処理のための時限的枠組み 
4. 信用組合を巡る諸問題 
(1) 信用組合の業態転換について 
(2) 信用組合に対する検査･監督の充実 
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(3) 信用組合等の健全性確保 
5. 信用組合の破綻処理について 
(1) 公的資金の関与 
(2) 整理回収銀行(仮称)の整備 
6. 住専問題45 
 
（４）金融システム改革(日本版ビッグバン)(橋本総理指示､平成8年11月11日) 

平成8年11月11日橋本首相は、以下の基本方針を示し、三塚蔵相と松浦法相に対して、金融分野

全般にわたる規制緩和策の具体的検討に着手するよう指示した。 

1 目標～2001年にはNY、ロンドン並みの国際市場に 
2 構造改革への取り組み～2つの課題(｢改革｣と｢不良債権処理｣) 
(1) 改革～三原則(Free, Fair, Global) 
①Free(市場原理が働く自由な市場に) 
～参入･商品･価格等の自由化 
②Fair(透明で信頼できる市場に) 
～ルールの明確化･透明化、投資家保護 
③Global(国際的で時代を先取りする市場に) 
～グローバル化に対応した法制度、会計制度、監督体制の整備 
(2) このような徹底した構造改革は、21世紀に日本経済に不可欠なものとは言え、反面様々な苦痛を伴

うもの。金融機関の不良債権を速やかに処理するとともにこうした改革を遂行していかなければな

らないので、金融システムの安定には細心の注意を払いつつ進めていく必要がある。 
 
（５）担保不動産等流動化総合対策(担保不動産等関係連絡協議会､平成9年3月31日) 

平成8年7月26日、住宅金融債権管理機構が設立され、平成8年9月2日、東京共同銀行が整理回収

銀行に改組されたことを受け、本格化する不動産担保債権の効率的管理･回収方策を策定していく

ため、平成8年10月、担保不動産等関係連絡協議会が発足し、検討を重ね、平成9年3月31日｢担保

不動産等流動化総合対策｣がとりまとめられた。 

(1) 担保不動産の収益性の向上 
(i) 不動産の自己競落等による権利関係の整理 
(ii) 虫食い･不整形状態となっている担保土地の有効利用策 
(iii) 国民生活に密着した公共的な用地需要への活用 
(2) 担保不動産の証券化 
(i) 基本的な考え方 
(ii) 具体的方策…｢担保不動産等証券化パッケージ｣の実施 
 
（６）21世紀を切りひらく緊急経済対策(経済対策閣僚会議､平成9年11月18日) 

Ⅰ．規制緩和を中心とした経済構造改革 
 １～７．（略） 
Ⅱ．土地の取引活性化・有効活用 
 １．都市の再構築を図るための施策 
 ２．積極的な土地・住宅の供給 
 ３．現行規制を緩和する等その他の土地有効利用のための施策 
 ４．不動産等の証券化等 
Ⅲ．中小企業対策 
 １．金融対策 
 ２．中心市街地活性化対策について 

                                                  
45 住専問題については、｢住専問題の具体的な処理方策について｣(平成7年12月19日 閣議決定)。 
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 ３．その他 
Ⅳ～Ⅶ．（略） 
 
（７）金融システムに関する大蔵大臣談話(平成9年11月24日)46 

1.2. （略） 
3. 当局としては、個別金融機関の経営問題が発生した場合に、これがシステム全体に波及しないよう

にこれまでも万全を尽くしてきたところであります。 
 今後とも、銀行等預金取扱金融機関については、我が国金融システムの根幹をなすものであること

から、いわゆる金融三法を基本として、預金等の全額を保護するとともに、インターバンク取引等

の安全を確保するなどの対応を行い、金融システムの安定を確保してまいります。（以下略） 
4.5. （略） 
 
（８）金融システム安定化のための緊急対策 

               (自民党緊急金融システム安定化対策本部､平成9年12月16日)47 

《政策提言》 
１ 預金者保護等のための体制整備 
（１）預金保険機構の借入に対する政府保証 
（２）預金保険機構による政府保証債発行の検討 
（３）預金保険の保険料負担 
（４）預金保険で保護される金融商品の範囲等 
２ 証券投資家、保険契約者の保護のための制度整備 
３ 不良債権の処理の促進 
（１）整理回収銀行の業務拡充及び債権回収体制の強化 
（２）債権回収業（サービサー）の検討 
４ 貸し渋り対策と自己資本の充実策 
（１）土地税制、金融証券税制の活用 
（２）債権、不動産の流動化・証券化の促進 
（３）金融機関の自己資本充実のための支援（優先株または劣後債の購入による資本注入）48 
（４）早期是正措置 
（５）中小・中堅企業貸し渋り対策等 
５ 金融市場の信頼性の確保 
（１）流動性の供給等 
（２）公団・事業団・共済組合などの資金の金融機関への円滑な供給 
（３）風説の流布などに対する監視の強化 
６ ディスクロージャーの徹底 
７ 金融機関のリストラの徹底と責任ある経営体制の整備 
８ その他 

                                                  
46 その後、三塚博蔵相は、国会などで｢預金等｣には預金保険の対象外の金融商品も含まれるとの解釈を示し(日

本経済新聞 平成9年12月3日)、平成9年12月5日には、衆議院大蔵委員会で山口公生大蔵省銀行局長が「5年間の特

例期間中は預金取扱金融機関の金融商品については保護される」と発言している。 

47  本対策とは別に、議員立法により｢土地の再評価に関する法律｣及び政令が平成10年3月31日公布、同日施行さ

れ、保有する土地の簿価と時価の差額である含み益を、負債の部の再評価差額金に計上し、自己資本比率の計算

上、再評価差額金の45%を限度に狭義の自己資本に算入できるとした。 

  なお、税効果会計に係る会計基準が採用され、平成11年3月31日改正法が施行されたことから、土地再評価差

額金のうち繰延税金負債を控除した金額を再評価差額金として資本の部に計上することとなった。 

48  平成9年12月24日、自民党同対策本部は、以下の具体的内容を公表した。 ｢１．預金保険機構の特例業務 ２．

国債の交付等 ３．金融危機管理審査委員会 ４．審査委員会の審査基準 ５．優先株等の取得に際しての条件 

６．協定銀行の責務｣ 

  その後、金融安定化二法(預金保険法改正､金融機能安定化緊急措置法)が平成10年2月16日成立し、金融危機管

理審査委員会(いわゆる佐々波委員会)が設置され、平成10年3月31日安定化法に基づく資本注入(1兆8,156億円)が

行われた。 
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（１）金融持ち株会社制度の活用 
（２）検査・監督機能の強化、金融検査士制度 
（３）破綻金融機関の職員の雇用確保 
（４）司法及び準司法機能の強化 
９ 必要とされる財政・立法措置の推進 
 
（９）いわゆる｢貸し渋り｣への対応について(大蔵省､平成9年12月24日)49 

1. 早期是正措置の弾力的運用50 
  現行制度上も、自主的にリストラ等の経営改善計画を提出した場合には、命令の内容を緩和する

ことができる措置が設けられているが、これに加え、国内基準適用行について、経営改善計画によ

り、1年以内に自己資本比率4%以上を達成することが確実と認められる場合には、金融機関の自助

努力を促すとの観点から、1年間、是正措置命令の発出を猶予する。 
  なお、国際基準適用行については、予定通り平成10年4月より導入する。 
2. 自己資本比率対策 
(1) 株式の評価について51 
  金融機関の保有する上場株式の評価については現在低価法のみとなっているが、このうち短期売

買目的のものはバスケット低価法とし、今後、時価法へ移行することを検討する。その他の上場株

式については、原価法、低価法の選択制とする。また、時価情報開示の充実を図る。（以下略） 
(2) 利益性引当金の義務付けの廃止について 
(3) 債務者預金について52 
  国内基準適用行について、貸付債権の残存期間以上の残存期間を有する定期性預金を債務者が預

け入れている場合には、自己資本比率計算上、当該預金相当額を貸付債権額から控除する。 
(4) インターバンク預金等について 
  インターバンク預金等のネッティングについて、バーゼル銀行監督委員会での議論を踏まえ、容

認する方向で検討する。 
(5) 政府系金融機関等の保証機能の活用について 
  中堅企業の資金調達に際し、日本開発銀行等の政府系金融機関の保証機能の活用を図るとともに、

中小企業の保証需要の拡大に対応できるよう、平成9年度補正予算において中小企業信用保険公庫及

び信用保証協会の経営基盤の強化策を講じたところであり、その保証機能の積極的な活用を促す（政

府系金融機関の保証付融資はリスクウエイト10%）。 
3. その他 
(1) 政府系金融機関の新たな融資制度の創設等について 
  いわゆる「貸し渋り」により、資金調達に支障をきたすおそれのある中小企業･中堅企業に対し、

財政投融資の適切な活用により、政府系金融機関の新たな融資制度の創設など十分な措置を図り、

平成9年度においては12兆円、10年度分を併せて総額23億円の資金量を準備しているところであり、

その積極的な活用を促す。 
(2) 融資相談窓口の設置要領等について 

                                                  
49  （８）の自民党の対策とともに、平成9年11月の北海道拓殖銀行、山一證券等の破綻により、ジャパンプレミ

アムが発生し、また、平成10年4月1日の早期是正措置の導入を控え、償却･引当が行われることによる自己資本

比率低下が見込まれるとして、貸渋りなどの悪影響が発生したことを受けての対応である。 

  なお、貸渋り批判は、BIS基準導入やバブル崩壊後の金融の不安定により、平成3年頃からたびたび発生してい

る。また、ジャパンプレミアム(邦銀の外貨調達において上乗せ金利を要求されること)は、第一次オイルショッ

クの昭和49年から50年頃と、コスモ信組、兵庫銀行、木津信組が破綻した平成7年夏頃に発生している。 

50  平成10年2月27日｢銀行に対する早期是正措置の制度の弾力的な運用に関する省令｣が公布された。 

51  （１）（２）について平成10年2月27日に大蔵省より「「普通銀行の業務運営に関する基本事項等について」通

達の一部改正について」（蔵銀第468号）が発出されている。ただし、有価証券の評価方法については、対象を上

場株式から有価証券全般に拡大するとともに、短期売買目的の有価証券については「比較的短期間のうちに売却

することを意図して買い入れた有価証券については金銭の信託を通じて保有しバスケット低価法を採用するな

ど、事項の判断において、今後の時価法に関する議論の方向等を踏まえた対応を行うことが適当である」とされ

た。 

52  いわゆる有価証券含み益の算入方法、債務者預金（国内基準）について、「銀行法第14条の2の規定に基づき自

己資本比率の基準を定める件の一部を改正する件」を平成10年2月27日に公布。 
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(3) 公団等の資金の金融機関への円滑な供給について 
 
（10）総合経済対策(経済対策閣僚会議､平成10年4月24日) 

Ⅰ ２１世紀を見据えた社会資本の整備等 
１～５（略） 
６．北海道経済に関する措置 
Ⅱ 特別減税等による経済の活性化 
１～５（略） 
Ⅲ 経済構造改革の推進等 
１～４（略） 
Ⅳ 土地・債権の流動化と土地の有効利用 
１．債権債務関係の迅速・円滑な処理 
（１）不動産担保付不良債権等に係る債権債務関係の整理のため、あっせん・調停等当事者の合意に

基づく手続を通じて不動産担保付不良債権等に係る債権債務関係等を明確化し、整理するための体

制（臨時不動産関係権利調整委員会（仮称）の設置）の整備に向け、必要となる法律案を次期国会

に提出すべく総合的な検討を行うとともに、当該あっせん・調停等によって債権者及び債務者の合

意が得られ、債務者の合理的な再建計画が策定される場合の税制上の措置を検討する。 
（２）担保不動産の売却、不良債権の一括売却、証券化等のための収益還元法の活用等による債権並

びに不動産の適正評価手続（デュー・デリジェンス）の確立と税務上の対応の明確化を図る。 
（３）競売制度の迅速・円滑化等のため、情報の開示促進、手続の簡素化の促進、執行妨害対策の強

化、競売実施体制の充実強化に向け、制度全般の見直しについて、引き続き検討する。 
（４）債権回収と債権管理を行ういわゆるサービサーについては、現在進められている立法化の動き

も踏まえ、必要な検討を行う。 
（５）共同債権買取機構（ＣＣＰＣ）の機能の拡充を図るとともに、担保不動産の有効利用・流動化

の推進と不良債権の実質的処理の促進を図る。 
（６）資産担保証券（ＡＢＳ）の流通市場整備のため、不動産インデックス（指標）を始めとする不

動産の情報化及び不動産情報のディスクロージャーの拡充を推進する。また、郵貯・簡保資金によ

る資産担保証券（ＡＢＳ）への運用について、平成１１年度に向けて検討する。 
（７）中小企業の発行する社債に信用保証協会の保証を付す等、社債発行を促進するための方策につ

いて、早急に結論を得るべく検討するとともに、私募債の転売制限を撤廃する。 
２．土地の整形・集約化と都市再開発の促進 
３．都市再構築のための公的土地需要の創出 
Ⅴ （略） 
 
（11）中小企業等貸し渋り対策大綱(閣議決定､平成10年8月28日) 

１ 信用補完制度の拡充 
（１）（特別保証制度） 
（２）（無担保保険及び特別小口保険の保険限度額を引き上げ） 
（３）（保険限度額が倍額となる特定業種を追加） 
２ 政府系金融機関の融資制度の拡充 
（１）（中小企業貸し渋り関連等の特別融資制度の拡充等） 
  Ⅰ 金融環境変化対応融資制度 
  Ⅱ 運転資金融資制度 
  Ⅲ 無担保・無保証人融資（マル経）制度 
  Ⅳ 雇用増により事業拡大を図る中小企業に対する低利融資制度 
（２）（日本開発銀行及び北海道東北開発公庫の金融環境変化対応融資制度の拡充等を図るため、財政

投融資の適切な活用を含め、必要な資金量の確保に努るととともに、併せて相談窓口の拡充を図る。） 
３ 政府系金融機関の金利減免措置の延長 
 
（12）緊急経済対策(経済対策閣僚会議､平成10年11月16日) 

第１章 緊急経済対策と日本経済再生の道筋 
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（略） 
第２章 経済再生のための緊急対策 
Ⅰ 金融システムの安定化・信用収縮対策 
１．金融システムの安定化対策 
（１）資本増強制度の実効ある運用 
（２）検査監督行政の効果的な運用 
（３）金融機関の主体的な取り組み 
（４）情報開示の改善 
  連結財務諸表作成に当たっての子会社及び関連会社の範囲を拡大し、実質的な支配力基準･影響力

基準を導入するとともに、税効果会計をこれまでの連結財務諸表に加えて個別財務諸表においても

導入する。 
  金融機関については、１年前倒しで来年３月期より上記基準を実施し、米国ＳＥＣ基準と同様の

基準によるリスク管理債権額についても実質的な連結基準により開示する。 
（５）金融機関の財務状況等の把握の強化 
２．信用収縮対策等 
（１）信用収縮対策 
  先般閣議決定された「中小企業等貸し渋り対策大綱」に盛り込まれた信用保証協会及び中小企業

信用保険公庫による信用保証制度の拡充、政府系金融機関の融資制度の拡充等の施策を強力に推進

する。 
（２）資金供給ルートの拡充・多様化 
３．日本銀行による金融政策の適切かつ機動的な運営 
Ⅱ 21世紀型社会の構築に資する景気回復策 
１．21世紀先導プロジェクトの実施 
（１）～（４） （略） 
２．生活空間活性化策 
（１）生活空間倍増戦略プランの策定 
（２）土地・債権流動化 
  金融機関等が保有する不良債権等の実質的な処理を早急に進めるため、整理回収機構や債権管理

回収業法などの新しい不良債権処理の市場環境の基盤も活用するとともに、公的機関等の活用を図

りつつ都市再開発を促進することにより土地の有効利用を推進し、土地・債権の流動化を進める。 
（３）住宅投資の促進 
  住宅金融公庫等の融資について、貸付金利の大幅な引き下げ、基準金利等の適用される融資額の

大幅拡充、既存ストックの有効活用、流通の促進、住宅ローン返済困難者対策等を着実に実施する

ことにより、事業規模1.2兆円程度を追加する。 
３． （以下略） 
 
（13）緊急経済対策(経済対策閣僚会議､平成13年4月6日) 

1. 不良債権の抜本的なオフバランス化 
  主要行は、不良債権について、新規発生分は3年以内、既存分は2年以内までにオフバランス化に

つながる措置を講ずる。 
2. 企業再建の円滑化 
3. 金融機関の債権放棄等の円滑化 
4. 債権の流動化 
 民間金融機関より不良債権を受託する信託業務等、RCCの機能の一層効果的な発揮を検討する。 
 
（14）｢今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基本方針｣ 

              (経済財政諮問会議､平成13年6月26日､いわゆる｢骨太の方針｣) 

  RCC(整理回収機構)の機能を抜本的に拡充し、RCCを積極的に活用した不良債権処理、企業再生

等を進め、銀行の不良債権のオフバランスシート化の確実な実現を図る。 
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（15）改革先行プログラム(経済対策閣僚会議､平成13年10月26日) 

  以下の施策を緊急に講ずることにより、不良債権処理を強化するとともに、金融の活性化を図る。

これと同時に、他の分野における構造改革を推進することにより、遅くとも集中調整期間が終了す

る3年後には不良債権問題の正常化を図る。 
イ 資金供給の円滑化 
ロ 銀行の健全性確保のための迅速かつ厳格な対処 
・主要行に対する検査を抜本的に強化し、これまで2年に一回程度実施してきた包括検査を年一回とす

るとともに、フォローアップ検査を半期毎に実施することにより、不良債権の的確な把握に努める。 
・さらに、市場の評価に著しい変化が生じている等の債務者に着目した特別検査を主要行の自己査定

期間中に実施することにより、企業業績や市場のシグナルをタイムリーに反映した適正な債務者区

分及び償却・引当を確保する。特別検査は10月中に開始する。 
・特別検査で破綻懸念先に区分されるに至った債務者については、速やかに、(i)私的整理ガイドライ

ン等による徹底的な再建計画策定、(ii)民事再生法等の法的手続きによる会社再建、(iii)RCC(整理回

収機構)などへの債権売却等、のいずれかの措置を講ずることを求める。 
ハ RCC等による不良債権処理と企業再建 
・不良債権の買取りについて、価格決定方式を弾力化(時価による買取り)するとともに、入札への参加

を可能とした上、15年度末までに集中的に実施する。 
・買い取った不良債権の処分方法の多様化に努め、経済情勢、債務者の状況等を考慮し、当該資産の

買取りから可能な限り３年を目途として早期処理を行うよう努める。 
・本年11月1日にRCCに企業再生本部を設置し、再生の可能性のある債務者の速やかな再生に努めるな

ど、企業再建に積極的に取り組む。 
 
（16）早急に取り組むべきデフレ対応策(総理指示平成14年2月13日､全体版平成14年2月27日) 

１． 不良債権処理の促進  
(1) 特別検査の厳正な実施等  
(2) 不良債権処理の一層の促進  
・主要行は、特別検査の状況を踏まえ、問題企業について、市場に評価される再建計画の策定、法的

手続きによる会社再建等による速やかな処理を実施する。  
・主要行は、RCC(整理回収機構)などへの債権売却、企業再建ファンドの積極的な活用等により不良債

権処理を加速する。  
(3) ＲＣＣによる積極的な不良債権買取り  
・信託方式や企業再建ファンドの活用等を含め不良債権の買取り等を積極的に行う。また、53条買取

りを積極的に行うため、ＲＣＣに「債権買取推進本部（仮称）」を設置する。 
・不良債権買取りについて、先般の金融再生法の改正により買取価格について時価とされたことを踏

まえて、適切な価格設定を行う。万一の二次ロスのリスクに備え、53条買取りに係るこれまでの回

収益を財源（時価買取対応資金）として活用することとし、時価買取りの実効ある運用を行う。  
・一層きめ細かい53条買取制度等の運用により買取り等の円滑な実施を図ることとし、このため金融

界との意見交換会を設置する。  
・債権買取や企業再生を含む業務を積極的に行うため、組織・人材面での体制の抜本的な強化を図る｡

このため、金融機関に対し業務に精通した人材の派遣を要請する。  
(4) 企業再建ファンドの設立の推進  
・13年度中に、主要行や日本政策投資銀行、民間投資家等により、複数の企業再建ファンドが設立さ

れる予定。これにより、企業再建と不良債権処理を一層加速する｡  
2. 金融システムの安定 
（以下略） 
 
（17）金融再生プログラム(金融庁､平成14年10月30日) 

 日本の金融システムと金融行政に対する信頼を回復し、世界から評価される金融市場を作るために

は、まず主要行の不良債権問題を解決する必要がある。平成16年度には、主要行の不良債権比率を

現状の半分程度に低下させ、問題の正常化を図るとともに、構造改革を支えるより強固な金融シス
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テムの構築を目指す。そこで、主要行の資産査定の厳格化、自己資本の充実、ガバナンスの強化な

どの点について、以下に示す方針で行政を強化する。 
1. 新しい金融システムの枠組み 
(1) (2) （略） 
(3) 平成16年度に向けた不良債権問題の終結 
(ｱ) 政府と日銀が一体となった支援体制の整備 
 …以下に示す｢特別支援｣の枠組みを即時適用し… 
(ｲ) ｢特別支援金融機関｣における経営改革 
(ｳ) 新しい公的資金制度の創設 
2. 新しい企業再生の枠組み 
(1) ｢特別支援｣を介した企業再生 
(ｱ) 貸出債権のオフバランス化推進 
(ｲ) 時価の参考情報としての自己査定の活用 
(ｳ) DIPファイナンスへの保証制度 
(2) RCCの一層の活用と企業再生 
 以下の点に配慮しつつ、RCCへの不良債権売却の促進や企業再生ファンドの活用、再生対象企業に

対する政府系金融機関による支援など、企業再生を促進する枠組みを早急に整備・活用する。 
(ｱ) 企業再生機能の強化 
(ｲ) 企業再生ファンド等との連携強化 
(ｳ) 貸出債権取引市場の創設 
(ｴ) 証券化機能の拡充 
(3) 企業再生のための環境整備 
(4) 企業と産業の再生のための新たな仕組み 
3. 新しい金融行政の枠組み 
(1) 資産査定の厳格化 
(ｱ) 資産査定に関する基準の見直し 
① 引当に関するDCF的手法の採用 
② 引当金算定における期間の見直し 
③ 大口債務者に対する銀行間の債務者区分の統一 
④ デット･エクィティ･スワップの時価評価 
⑤ 再建計画の厳格な検証 
⑥ 担保評価の厳正な検証 
(ｲ) 特別検査の再実施 
(ｳ) 自己査定と金融庁検査の格差公表 
(ｴ) 自己査定の是正不備に対する行政処分の強化 
(ｵ) 財務諸表の正確性に関する経営者による宣言 
(2) 自己資本の充実 
(ｱ) 自己資本を強化するための税制改正 
① 引当金に関する新たな無税償却制度の導入 
② 繰戻還付金制度の凍結措置解除 
③ 欠損金の繰越控除期間の延長検討 
(ｲ) 繰延税金資産に関する算入の適正化 
(ｳ) 繰延税金資産の合理性の確認 
(ｴ) 債務者に対する第三者割当増資部分の検討 
(ｵ) 銀行の自己資本のあり方に関する考え方の整理 
(ｶ) 自己資本比率に関する外部監査の導入 
(3) ガバナンスの強化 
(ｱ) 外部監査人の機能 
(ｲ) 優先株の普通株への転換 
(ｳ) 健全化計画未達先に対する業務改善命令の発出 
(ｴ) 早期是正措置の厳格化 
(ｵ) 「早期警戒制度」の活用 
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4. 今後の対応 
 主要行を対象とした以上の措置を速やかに実施に移せるよう、本年11月を目途に作業工程表を作成、

公表する。また、関連する諸制度の整備に努める。 
 また、中小・地域金融機関の不良債権処理については、主要行とは異なる特性を有する「リレーシ

ョンシップバンキング」のあり方を多面的な尺度から検討した上で、平成14年度内を目途にアクシ

ョンプログラムを策定する。 
 
（18）リレーションシップバンキングに機能強化に関するアクションプログラム 

                             (金融庁､平成15年3月28日) 

（19）金融改革プログラム(金融庁､平成16年12月24日) 

・金融を巡る局面の転換 － 緊急対応から未来志向へ－ 
・望ましい金融システム 
・「金融サービス立国」への挑戦に当たっての5つの視点 
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1991(H3) 1992(H4) 1993(H5) 1994(H6) 1995(H7) 1996(H8) 1997(H9)

金融機関破綻件数(四半期ベース)
合計 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 6 3
銀行 1 1 1 1 3
信用金庫 1 1
信用組合 1 1 2 1 2 2 2 1 1 6

（新生預保スタート）　　　　

BIS規制

8兆円

貸渋り

　BIS規制

ｼﾞｬﾊﾟﾝ
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ

破綻先･延滞債権の開示 経営支援先債権までの開示
金利
減免等
債権

拓銀
山一

ｺｽﾓ
兵銀
木津2信組

日本版
ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾝ

東京共同銀行 　整理回収銀行

住宅金融債権管理機構

大蔵省

日債銀

日経平均
1$=79.75¥(4.19)

経済･事件

金融行政

預金保険

主要行不良債権

会計制度

14309.41
(8.18)

22666.80
(6.26)

14485.41
(7.3)

21148.11
(9.13)

　　　不良債権問題解決

破綻等企業

住専
国会

一連の
偽造預金
事件発生

東洋信金

大和NY

海部 宮澤 細川 村山

羽田

　　　　　　　　　橋本

橋本 羽田 林 藤井 武村 久保 　　　　三塚

住専
処理

38915.87
(H1.12.29

総量規制

(H2.3.27)

貸渋り
ｼﾞｬﾊﾟﾝ
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ

内閣

金融行政
機構

債権回収
会社等

資本増強

資産買取
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1998(H10) 1999(H11) 2000(H12) 2001(H13) 2002(H14) 2003(H15) 2004(H16) 2005(H17)

(合計)

8 27 2 1 31 1 6 6 4 1 7 2 9 2 34 11 1 181 先
3 2 3 1 1 1 1 1 20 先

4 3 3 2 9 4 27 先
8 24 1 24 2 3 2 1 7 2 9 2 24 6 134 先

　　　預金全額保護 ペイオフ解禁(当座･普通･別段預金の保護)

早期是正措置

信組の監督移管

12879.97
(10.9)

その他有証時価評価

7607.88
(4.28)

20833.21(4.12)
ITバブル

リスク管理債権(新基準)

再生法開示債権

不良債
権比率
8.4%

貸渋り
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾌﾟﾚﾐｱﾑ

長銀
日債銀

足利

金融再生
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

整理回収機構

産業再生機構

金融監督庁

金融再生委員会

　　　　　　　　　　　　　　金融庁

　　　　　　　　　　　　財務省

ﾏｲｶﾙ りそな

9504.41
(9.17)

11979.85
(5.23)

11668.95
(3.31)

貸渋り 貸渋り

14664.44
(1.12)

緊急
経済対策

金融再生
関連4法

H17.3末までに半減目標

9.11

松永

小渕

宮澤

柳沢 越智 谷垣

森

相沢

　　　　　　　　　　　　　　　　小泉

宮澤 塩川

柳澤 竹中

谷垣

伊藤

朝銀東京
など

13朝銀
関西興銀
朝銀近畿

そごう

石川

中部

2.9%

金融安定
化2法

ペイオフ
本格実施

　への15年間の軌跡

旧安定化法
18行1.8兆円 15行7.5兆円

組織再編法 金融機能強化法

預保法に基づく資本増強（危機対応、受皿資本増強）

早期健全化法に基づく資本増強

再生法53条に基づく資産買取 再生法53条に基づく資産買取(延長)

 

（別紙 1） 



 -160-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成2年度 H6年度 H8年度 H10年度 H11年度 H12年度 H13年度 H14年度 H16年度
57金庫 51金庫 49金庫 44金庫 40金庫 37金庫 33金庫 30金庫 25金庫

城南 城南

王子 合併 4金庫合併

武蔵野

太陽

荒川

日興

永楽 3金庫合併

第一

大恵

東武 合併 4金庫合併 合併

三光

中央

協和

大東

小岩

朝日 合併 4金庫合併 朝日

浅草

江戸川

共積

文京

多摩中央 多摩中央

巣鴨 巣鴨

同栄 合併 合併 さわやか

港

東京産業

西武 合併 西武

渋谷 合併

東邦

芝

東調布

瀧野川 瀧野川

青梅 青梅

東京 東京

東京シティ 合併 東京シティ

帝都

東商

日本橋

京橋

大同 合併 西京

共栄

亀有 亀有

足立 合併 足立成和

成和

八王子 八王子

興産 合併 興産

神田

昭和 昭和

松沢

世田谷 世田谷

太平 太平

目黒 目黒

東京三協 東京三協

小松川 小松川

東榮 東榮

八千代 H3.4.1普銀転換

三和 H3.10.1東海銀行に合併

城東 H6.5.30市川東葛信用金庫(千葉県)に合併

興産
H12.6.5

城北
H16.1.13

東京シティ
H12.3.21

西京
H4.2.3

足立成和
H14.12.16

東都中央
H13.10.9

さわやか
H14.10.15

平成
H4.4.6

西武
H14.9.17

王子
H9.3.17

わかば
H10.3.16

合併
芝

H15.7.7

東武
H5.4.5

東京東
H11.1.4

東京東
H15.7.22

朝日
H8.10.7

朝日
H14.1.4

破綻公表
H12.4.21

太陽､朝日､同栄､芝､昭
和､目黒､東調布､王子､
多摩中央の9金庫に事
業譲渡H13.2.26

事業譲渡
H12.12.4

西京､多摩中央､平成､東
京､芝に事業譲渡後合併

破綻公表
H11.4.23

破綻公表
H11.12.10

東京都の信用金庫の再編図 

(注)信用組合の事業の譲受けについての記載は省略した 

（別紙 2-1）
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東京都の信用組合の再編図 （別紙 2-2）

平成2年度 H6年度 H8年度 H10年度 H11年度 H12年度 H13年度 H14年度 H16年度
57組合 51組合 50組合 44組合 40組合 37組合 35組合 23組合 23組合

大東京 大東京

品川

振興

三栄

平和

第三

警視庁職員 警視庁職員

宮内庁

第一勧業 第一勧業

逓信

都民

豊栄

総武

台東

足立綜合

宮城県 (北東商銀) あすか

東京商銀 あすか

共立 共立

大栄

東京富士

中ノ郷 合併 中ノ郷

墨田

青和 青和

(14.3.20設立) ハナ ハナ

朝銀東京

東京都職員 東京都職員

東京都教育

七島 七島

江東 江東

東京東和

暁

全東栄 全東栄

東京消防 東京消防

城北 城北

東京厚生 東京厚生

東浴 東浴

東 東

文化産業 文化産業

東京証券 東京証券

北部 北部

葛飾商工 葛飾商工

東京建設 東京建設

甲子 甲子

永代

東興

東京食品 合併

いちば

池袋

豊

東京中央

東京

せいか

日本信販

西南

コスモ

東京協和

安全

東京大和

霞ヶ関

中ノ郷
H6.4.1

東京食品
H5.9.27

住友銀に事業譲渡10.10.19

王子信金に事業譲渡12.8.7

破綻10.3.6 事業譲渡10.11.9

破綻11.5.21

破綻12.1.26

事業譲渡
13.5.14

破綻13.11.22

事業譲渡
14.5.27

破綻13.11.30

興産信金､大東
京信組に事業
譲渡14.7.14

事業譲渡15.7.28

破綻10.3.6 事業譲渡10.8.24

破綻13.12.21

荒川､日興､西京信
金､第一勧業信組
に業譲渡14.7.14

破綻10.3.6
事業譲渡
10.12.7

事業譲渡
11.11.22

事業譲渡
12.5.22

破綻12.12.16

事業譲渡
12.1.24

事業譲渡
14.4.15

本店移転16.4.1

事業譲渡
14.4.30
14.6.10

破綻11.5.21 事業譲渡14.12.29

破綻11.6.18
事業譲渡
12.6.12

破綻11.4.16
事業譲渡
11.10.25

破綻14.3.15

事業譲渡
14.8.12

破綻14.1.12 東京東､昭和信金に
事業譲渡14.9.17

破綻10.3.6
事業譲渡
10.12.21

破綻13.11.30
西京､朝日､興産､東京
産業信金に事業譲渡
14.7.8

破綻13.12.21
東京三協信金に
事業譲渡14.6.17

破綻10.3.6
事業譲渡
10.9.28

破綻13.6.8

東京スター銀に
事業譲渡14.7.22

破綻13.6.15
東京スター銀に
事業譲渡14.7.15

破綻13.6.8 王子､興産信金に
事業譲渡14.3.25

破綻11.5.21

破綻10.3.6

東京共同銀に事業譲渡8.3.25破綻7.7.31

東京共同銀に
事業譲渡7.3.20

破綻
6.12.9

湘南信金と合併6.11.28

三菱銀と合併5.4.1

破綻11.4.16

破綻11.4.16

破綻11.5.21

破綻13.11.2

破綻13.11.2
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大阪府の信用金庫の再編図 
（別紙 2-3）

平成2年度 H6年度 H8年度 H10年度 H11年度 H12年度 H13年度 H14年度 H16年度
23金庫 21金庫 21金庫 17金庫 16金庫 16金庫 14金庫 12金庫 10金庫

大阪 合併 合併

大阪 大阪
東洋 H9.10.6 H16.10.12

三和

大阪第一

相互

泉陽 合併

南大阪
泉州 H13.11.12

大阪市 合併 大阪市
大阪市

大阪中央 H9.11.4

阪奈 合併 合併

阪奈 大阪東
富士 H9.10.13 H17.2.14

八光 合併

八光
大阪産業 H9.11.4

不動

摂津 合併

摂津水都
豊中 合併 H15.3.10

水都
大阪殖産 H6.4.18

十三 十三

永和 永和

枚方 枚方

大阪厚生 大阪厚生

大阪商工 大阪商工

大福 大福

府下18信金に
事業譲渡後
三和銀行に合
併4.10.1

破綻4.4.28

破綻13.10.19

事業譲渡
10.9.28

破綻14.1.25

事業譲渡
14.6.10

破綻11.4.21

八光､大阪､大阪厚
生､大阪市､永和､泉
陽､阪奈､枚方､摂津
に事業譲渡
11.11.29
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大阪府の信用組合の再編図 
（別紙 2-4）

平成2年度 H6年度 H8年度 H10年度 H11年度 H12年度 H13年度 H14年度 H16年度
32組合 28組合 26組合 18組合 13組合 13組合 12組合 13組合 12組合

京都府 (京都シティ) 近畿産業

大阪商銀 近畿産業 近畿産業
5信組合併 岐阜商銀合併

大阪興銀 関西興銀 関西興銀
H5.7.1 H7.3.13

大阪商業 合併

のぞみ
大阪庶民 H16.1.13

中国

豊和

大阪弘容

大阪府民

成協 成協

太平

大阪大和 合併

大阪大和
宝 H3.12.2

日本貯蓄

河内

大同 大同

大阪東和

興和

福寿

大阪協栄 大阪協栄

大阪府警察 大阪府警察

大阪府医師 大阪府医師
5信組合併

兵庫県 朝銀近畿
H9.11.17

朝銀大阪 (H14.3.20設立) ミレ ミレ

朝日新聞 朝日新聞

大阪貯蓄 大阪貯蓄

毎日 毎日

中央 中央

田辺

三福

木津

大阪

淀川

大阪復興

破綻10.6.10
事業譲渡
H13.5.28

破綻12.12.16
事業譲渡
H14.6.17

破綻10.5.13
事業譲渡
H11.8.23

破綻
5.6.11

合併
大阪弘容
H5.11.1

事業譲渡H10.11.24

破綻10.5.13

事業譲渡
H11.6.28

破綻10.5.13

事業譲渡
H10.12.14
H11. 1.11
H11. 1. 7
H11. 3. 8

破綻10.5.13

名称変更H7.10.1

破綻10.5.13大和

破綻10.5.13

破綻10.5.13

事業譲渡
H11.4.19
H11.5.17
H11.6.14

破綻10.5.13

破綻10.5.13

破綻10.5.13

事業譲渡H10.5.11破綻9.5.14

破綻12.12.29 兵庫ひまわり､京滋､ミレ
に事業譲渡H14.8.12

破綻9.5.14 さくら銀に事業譲渡H10.4.13

破綻8.11.8 整理回収銀に事業譲渡H9.4.21

破綻7.8.30 整理回収銀に事業譲渡H9.2.24

破綻7.12.7 整理回収銀に事業譲渡H9.1.20大阪
合併

H4.10.1

近畿銀と合併H3.10.1

本店移転
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韓信協傘下信用組合の再編図 （別紙 3-1）

信用組合名

３９組合 ２９組合 ２８組合 ２３組合→１１信組

北海商銀
Ｓ40.11.12設立

宮城商銀
Ｓ41.8.30設立

青森商銀
Ｓ44.2.1設立

岩手商銀
Ｓ44.4.16設立

秋田商銀
Ｓ45.2.14設立

福島商銀
Ｓ57.4.8設立

千葉商銀
Ｓ38.2.26設立

埼玉商銀
Ｓ38.9.28設立

東京商銀
Ｓ29.2.24設立

茨城商銀
Ｓ48.8.29設立

横浜商銀
Ｓ37.3.5設立

静岡商銀
Ｓ40.12.11設立

栃木商銀
Ｓ52.5.10設立

群馬商銀
Ｓ47.11.17設立

長野商銀
Ｓ51.1.24設立

新潟商銀
Ｓ42.11.27設立

石川商銀
Ｓ44.4.9設立

富山商銀
Ｓ46.1.21設立

福井商銀 北陸商銀
Ｓ40.4.21設立

愛知商銀
Ｓ29.12.28設立

三重商銀
Ｓ31.11.15設立

京都商銀
Ｓ29.8.27設立

大阪商銀
Ｓ28.8.10設立

岐阜商銀
Ｓ40.7.29設立

大阪興銀
Ｓ30.9.7設立
滋賀商銀

Ｓ38.4.25設立

神戸商銀
Ｓ31.8.22設立

和歌山商銀
Ｓ38.9.23設立

奈良商銀
Ｓ40.4.10設立

岡山商銀
Ｓ37.8.14設立

島根商銀
Ｓ46.6.17設立

広島商銀
Ｓ36.10.30設立

山口商銀
Ｓ38.5.1設立

高知商銀
Ｓ53.3.25設立

福岡商銀
Ｓ33.12.20設立

佐賀商銀
Ｓ53.2.2設立

長崎商銀
Ｓ38.10.8設立

熊本商銀
Ｓ31.8.22設立

大分商銀
Ｓ52.2.21設立

平成５年度 平成６年度 平成１３年度→平成１４年度平成１０年度 平成１２年度

佐賀・長崎両商銀は
近畿産業との合併
を検討中
(H14.2.29日経)

合      併
(13.11.26）
あすなろ

京都シティ 近畿産業

５組合合併
関西興銀

(5.7.1)

合     併
（14.7.29)
あ す か

あすか

(S28.9.1日本芸術家
信用組合として設立)

事業譲渡
11.3.29

北東商銀

破綻10.5.29

破綻10.5.20 事業譲渡
11.3.23

破綻12.12.16

破綻14.1.18

事業譲渡
14.4.15

事業譲渡
14.6.24

破綻13.2.16 事業譲渡
13.12.25

破綻10.1.16
事業譲渡
11.1.25

破綻12.8.25 事業譲渡
14.3.18

破綻12.3.30
事業譲渡
13.4.23事業譲渡

12.6.26
破綻11.10.8

破綻12.5.19
事業譲渡
14.2.25

破綻10.6.10

破綻13.4.20

事業譲渡
14.5.27

事業譲渡
13.5.28

破綻6.9.1

破綻10.5.8

破綻10.5.8

事業譲渡
14.6.17破綻12.12.16

事業譲渡
11.2.22

事業譲渡
11.2.22

破綻10.5.15

破綻11.4.28

事業譲渡
13.11.12

事業譲渡14.5.20

 九州幸銀
（H14.5.20)

事業譲渡
14.7.15破綻14.3.1

合併
関西興銀

(7.3.13)

東京商銀 あすか

本店移転
16.4.1

(14.6.17本店を京都
から大阪に移転)
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(旧)朝信協傘下信用組合の再編図 

信用組合名 平成１５年度

３８組合 34組合 33組合 １８組合 １８組合 ９組合 7組合 7組合

朝銀北海
Ｓ40.9.8設立 H16.2.9名称変更
朝銀岩手

Ｓ44.1.20設立 朝銀北東 　　 ウ　リ
朝銀秋田
Ｓ45.2.7設立

朝銀福島 （事業譲渡）
Ｓ30.5.20設立 (H13.11.26)
朝銀青森

Ｓ43.12.20設立

朝銀宮城
Ｓ41.6.22設立

朝銀茨城
Ｓ28.8.1設立

朝銀栃木
Ｓ39.12.15設立

朝銀群馬
Ｓ38.10.10設立

朝銀埼玉
Ｓ33.7.3設立

朝銀神奈川
Ｓ27.10.15設立

朝銀千葉
Ｓ35.12.15設立

朝銀東京
Ｓ27.6.2設立

朝銀新潟
Ｓ39.10.3設立

朝銀長野
Ｓ38.5.8設立

朝銀福井
Ｓ38.8.2設立

朝銀愛知
Ｓ28.10.10設立

朝銀静岡 （事業譲渡）
Ｓ35.11.11設立 (H13.11.26)
朝銀富山 H16.2.23名称変更

Ｓ45.12.10設立

朝銀石川 朝銀中部 　　イ　オ
Ｓ44.4.15設立

朝銀三重
Ｓ35.7.11設立

朝銀岐阜
Ｓ29.10.25設立

朝銀大阪
Ｓ30.8.29設立

朝銀滋賀 （事業譲渡）
Ｓ39.6.22設立 (H10.5.11)
朝銀京都

Ｓ28.12.24設立

朝銀和歌山 朝銀近畿
Ｓ38.9.25設立 （５信組合併）

朝銀奈良 (H9.11.17)
Ｓ39.12.28設立

朝銀兵庫
Ｓ27.8.21設立

朝銀岡山
Ｓ37.7.20設立

朝銀香川
Ｓ58.8.10設立

朝銀愛媛 朝  銀  西
Ｓ48.2.6設立

朝銀佐賀
Ｓ52.12.17設立

朝銀大分 （事業譲渡）
Ｓ33.12.26設立 (H13.11.26)
朝銀島根
Ｓ46.2.5設立

朝銀広島
Ｓ36.10.26設立

朝銀山口
Ｓ36.10.23設立 ：承継組合
朝銀福岡 ：破綻組合
Ｓ28.8.3設立

朝銀長崎
Ｓ52.4.1設立

     (H14.8.12)

朝銀近畿

   （事業譲渡）

（H14.12.29事業譲渡）

平成１４年度平成１２年度 平成１３年度平成９年度 平成１０年度 平成１１年度

朝銀北東
(４信組合併)
(H11.9.13)

朝銀関東
（５信組合併）
（H11.10.25)

朝銀中部
(５信組合併）

(H11.9.27)

朝 銀 西
(５信組合併)
(H11.10.12)

ハ　ナ

(H14.3.20設立）

京 　　滋
（H14.3.20設立）

ミ　 　レ
（H14.3.20設立）

兵庫ひまわり
（H14.3.20設立）

破綻公表
H11.5.14

破綻公表
H13.8.24

破綻公表
H11.5.21

破綻公表
H11.5.14

破綻公表
H9.5.14

破綻公表
H.12.12.29

破綻公表
H11.5.14

（別紙 3-2）
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破綻金融機関情報一覧表 
  計数 編 ・・・ 168 

  破綻原因･責任追及 編 ・・・ 188 

  補足説明 ・・・ 228 

 



預貸率

東邦相互銀行 H3.7.24 H3.3期 422,457 68,174 310,998 　 NA 18% 25% 408,495 310,830
(愛媛県松山市) 合併覚書締結 　 　 　 　 NA (H3.3期) 運輸･通

信業
　 100.1%

東洋信用金庫 H4.4.28 H4.3期 418,502 47,934 281,606 　 NA 28% 22% 401,337 304,225
(大阪市淀川区) 合併合意 　 　 　 　 NA (H4.3期) 製造業 　 92.6%

釜石信用金庫 H5.5.24 H5.3期 99,372 3,040 36,568 　 NA 21% 25% 96,917 44,743
(岩手県釜石市) 譲渡合意 　 　 　 　 NA (H5.3期) 製造業 　 81.7%

大阪府民信用組合 H5.6.11 H4.3期 154,473 1,654 97,393 　 NA 58% 20% 151,854 131,375
(大阪市中央区) 合併覚書締結 (*) 　 　 　 　 NA (H5.3期) サービス

業
　 74.1%

信用組合岐阜商銀 H6.9.1 H4.3期 14,025 1 12,102 　 NA 50% 34% 13,848 13,294
（岐阜県岐阜市） 合併合意 (*) 　 　 　 　 NA (H6.3期) サービス

業
　 91.0%

東京協和信用組合 H6.12.9 H6.3期 143,720 3,431 99,763 　 NA 1% 51% 138,061 110,060
（東京都港区） 処理策発表 　 　 　 　 NA (H6.3期) その他の

産業
　 90.6%

安全信用組合 H6.3期 117,439 216 99,226 　 NA 13% 54% 114,715 106,950
（東京都港区） 　 　 　 　 NA (H6.3期) その他の

産業
　 92.3%

友愛信用組合 H7.2.3 H6.3期 44,223 5,948 28,936 　 NA 41% 5% 42,749 40,008
(横浜市神奈川区) 譲渡合意 　 　 　 　 NA (H6.3期) サービス

業
　 72.3%

兵庫銀行 H7.8.30 H7.3期 3,655,093 394,735 2,770,247 破 60,959 35% 17% 3,526,531 2,534,518
(神戸市中央区) 処理策発表 　 　 　 　 2% (H7.3期) サービス

業
　 104.3%

コスモ信用組合 H7.7.31 H7.3期 625,503 26,146 499,269 　 NA 58% 21% 610,631 439,327
(東京都中央区) 業務一部停止

命令
　 　 　 　 NA (H7.3期) サービス

業
　 113.6%

福井県第一信用組合 H7.11.30 H7.3期 5,630 33 3,283 　 NA 23% 34% 5,324 4,635
(福井県福井市) 処理策発表 　 　 　 　 NA (H8.3期) 卸･小売､

飲食店
　 70.8%

太平洋銀行 H8.3.29 H7.9期 1,190,931 123,757 712,229 破 26,340 45% 20% 1,160,285 636,566
(東京都千代田区) 処理策発表 　 　 　 　 4% (H7.3期) サービス

業
　 99.0%

山陽信用組合 H8.4.12 H7.3期 66,021 1,916 19,715 　 NA 21% 21% 65,301 55,663
(兵庫県宍粟郡山崎町） 処理策発表 (*) 　 　 　 　 NA (H8.3期) その他の

産業
　 35.4%

けんみん大和信用組合 H8.4.12 H7.3期 40,973 2,845 26,985 　 NA 30% 17% 39,609 30,606
(神戸市中央区) 処理策発表 (*) 　 　 　 　 NA (H8.3期) その他の

産業
　 75.8%

大阪信用組合 H7.12.7 H7.3期 403,636 6,218 282,963 　 NA 59% 17% 391,795 358,698
(大阪市淀川区） 処理策発表 　 　 　 　 NA (H8.3期) サービス

業
　 78.9%

木津信用組合 H7.8.30 H7.3期 1,349,539 14,252 1,075,138 　 NA 84% 5% 1,305,313 1,167,458
(大阪市浪速区) 業務一部停止

命令
　 　 　 　 NA (H8.3期) サービス

業
　 92.1%

三福信用組合 H8.11.8 H8.3期 39,042 671 28,287 　 NA 16% 19% 37,725 33,884
(大阪市中央区) 業務一部停止

命令
　 　 　 　 NA (H8.9期) 製造業 　 83.5%

阪神労働信用組合 H9.3.18 H8.3期 19,588 241 6,204 破 510 37% 15% 19,342 13,963
(兵庫県尼崎市) 処理策発表 　 　 　 　 8% (H9.3期) 卸･小売､

飲食店
　 44.4%

有価証券

業種別貸出比率

その他の
業種

貸出金

リスク管理
債権

同 貸出金比率

17

16

15

8

7

14

13

12

11

3

2

1

6-2

6-1

4

5

10

9

整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

破綻日
決算期

破綻直前期における財務データ(百万円､%)

預金
総資産 総負債

建設･不動
産･金融
(決算期)

- 168 -



平成17年3月末現在

付保預金額 (備考)

伊予銀行 H4.4.1 ▲200 100% 179 0 - - ①B 0.5%
(愛媛県松山市) 合併 ▲6% 100% 1,334 - - 　

三和銀行 H4.10.1 NA 100% 820 200 - - ③ 5%
(大阪市中央区) 府下18信金に事

業譲渡後合併
NA 100% 1,405 - - 　

岩手銀行
H5.10.1
事業譲渡 ▲304 29% 273 260 - - ①C 27%

(岩手県盛岡市) (北日本銀､東北銀､
盛岡､宮古､一関の3
金庫にも事業譲渡)

▲83% NA 328 - 東北しんきん
ﾌｧｸﾀﾘﾝｸﾞ約70
億円買取

- 　

信用組合大阪弘容 H5.11.1 ▲197 42% 307 190 - - ①A 13%
(大阪府東大阪市) 合併 ▲21% NA 464 199 大阪府信用組

合協会356億円
買取

(有り) (X) 　

信用組合関西興銀 H7.3.13 ▲67 34% 26 25 - - ①AB 18%
(大阪市天王寺区) 合併 ▲61% NA 31 - 債権管理会社

約15億円買取
- (X) 　

東京共同銀行 ▲309 100% 133 - - ①B､②
(東京都港区)

H7.3.20
▲31% 100% 196

400
有り (X)

16%
事業譲渡

▲844 100% 270
-

1件 ①B
▲85% 100% 296 有り (X)

神奈川県労働金庫 H7.7.31 ▲77 42% 47 28 - - ①A 7%
(横浜市中区) 事業譲渡 ▲26% NA 164 - 神奈川県信用

組合協会約80
億円買取

- (X) 　

みどり銀行 H8.1.29 ▲8,004 100% 4,734 4,730 - 1件 ①A 13%
(神戸市中央区) 営業譲渡 ▲29% 100% 9,380 - 　 - (X) 　

東京共同銀行 H8.3.25 ▲2,231 24% 1,250 1,250 - 1件 ①A 20%
(東京都港区) 事業譲渡 ▲49% NA 2,032 - 東京都信用組

合協会1,239億
円買取

有り (X) 　

福井銀行 H8.8.19 ▲8 NA 15 6 - - ①B 10%
(福井県福井市) 事業譲渡 ▲36% NA 31 5 福井県信用組

合協会約18億
円買取

- (X) 　

わかしお銀行 H8.9.17 ▲1,799 100% 1,238 1,170 - - ①A 10%
(東京都千代田区) 営業譲渡 ▲29% 100% 2,513 - 　 - (X) 　

淡陽信用組合 H8.11.5 ▲20 86% 53 129 33 - ①C 20%
(兵庫県洲本市) 事業譲渡 ▲11% 99% 176 - 　 - 　

淡陽信用組合 H8.11.5 ▲58 60% 45 108 38 - ①A 27%
(兵庫県洲本市) 事業譲渡 ▲25% 88% 112 - 　 - 　

東海銀行 H9.1.20 ▲1,433 3% 729 1,697 829 2件 ①A 43%
(愛知県名古屋市) 事業譲渡 ▲62% NA 970 1,704 　 有り (X) 　

整理回収銀行 H9.2.24 ▲7,966 100% 5,146 10,048 - 3件 ①A 77%
(東京都港区) 事業譲渡 ▲80% 100% 6,072 10,044 ホールバンク方

式
有り (X) 　

整理回収銀行 H9.4.21 ▲191 100% 123 262 - 2件 ①C 67%
(東京都港区) 事業譲渡 ▲86% 100% 150 253 ホールバンク方

式
有り (X) 　

兵庫県信用組合 H9.11.4 ▲11 67% 19 37 4 - ②､①A 19%
(神戸市中央区) 事業譲渡 ▲23% 95% 68 - 　 - 　

救済金融機関
(所在地)

貸付80億円
(実質20億円
の援助)

事業譲渡日
/処理方式

金銭贈
与額等
対負債
比率(損
失率)

資金援助関係のデータ(億円､%)

貸出金譲渡
損失額
/損失率

受皿承継率
金額ﾍﾞｰｽ
/件数ﾍﾞｰｽ

ペイオフ
コスト

金銭贈与額
当初/
現在

その他の資
金援助等

破綻原
因区分

同付加
情報

資産買取額

-

民事責
任追及

刑事責
任追及

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

東京都信用組
合協会が東京
共同銀行より
不良債権667億
円買取
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預貸率

有価証券

業種別貸出比率

その他の
業種

貸出金

リスク管理
債権

同 貸出金比率

整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

破綻日
決算期

破綻直前期における財務データ(百万円､%)

預金
総資産 総負債

建設･不動
産･金融
(決算期)

北九州信用組合 H9.4.4 H4.3期 22,552 2,148 11,083 　 NA 16% 23% 22,190 19,825
(北九州市小倉北区) 処理策発表 (*) 　 　 　 　 NA (H9.3期) 卸･小売､

飲食店
　 55.9%

神奈川県信用組合 H9.4.25 H8.3期 80,815 7,107 53,082 　 NA 39% 15% 77,623 67,504
(横浜市南区) 処理策発表 (*) 　 　 　 　 NA (H9.3期) サービス

業
　 78.6%

阪和銀行 H8.11.21 H8.9期 592,683 66,153 438,403 延 49,476 46% 12% 614,562 507,453
(和歌山県和歌山市) 業務一部停止

命令
　 　 　 　 11% (H8.3期) 卸･小売､

飲食店
　 86.4%

土岐信用組合 H9.4.3 H8.3期 12,584 1,159 8,145 　 NA 6% 31% 12,253 10,653
(岐阜県土岐市) 処理策発表 (*) 　 　 　 　 NA (H9.3期) 製造業 　 76.5%

東海信用組合 H9.4.3 H5.3期 29,670 609 17,703 　 NA 9% 20% 29,457 24,343
(岐阜県岐阜市) 処理策発表 (*) 　 　 　 　 NA (H9.3期) 製造業 　 72.7%

田辺信用組合 H9.5.14 H8.3期 157,197 647 112,745 　 NA 52% 12% 151,246 125,532
(大阪市東住吉区) 処理策発表 (*) 　 　 　 　 NA (H9.3期) サービス

業
　 89.8%

朝銀大阪信用組合 H9.5.14 H8.3期 579,428 1,793 392,707 　 NA 45% 31% 561,572 402,354
(大阪市北区) 処理策発表 (*) 　 　 　 　 NA (H9.3期) サービス

業
　 97.6%

逓信信用組合 H10.3.6 H8.3期 5,354 1,574 3,060 　 NA 0% NA 5,170 5,119
(東京都港区) 処理策発表 (*) 　 　 　 　 NA (H10.3期) 個人のみ 　 59.8%

豊信用組合 H10.3.6 H9.3期 21,576 29 15,266 　 NA 41% 14% 20,817 16,570
(東京都北区) 処理策発表 　 　 　 　 NA (H10.3期) 製造業 　 92.1%

福徳銀行 H10.5.22 H10.3期 1,688,865 219,862 1,181,955 新 149,871 38% 23% 1,673,671 1,257,992
(大阪市中央区) 特定合併

斡旋受入
　 　 　 　 13% (H10.3期) サービス

業
　 93.2%

なにわ銀行
(H9.10.9

 合併発表) H10.3期 400,530 37,192 318,119 新 30,584 41% 12% 395,992 343,821
(大阪市西区) 　 　 　 　 10% (H10.3期) サービス

業
　 90.9%

西南信用組合 H10.3.6 H9.3期 36,427 55 27,671 　 NA 35% 17% 35,527 32,047
(東京都新宿区) 都内6信組

再編策発表
　 　 　 　 NA (H9.3期) 卸･小売､

飲食店
　 86.3%

京都共栄銀行 H9.10.14 H9.9期 365,588 22,918 298,691 旧 29,829 44% 9% 387,693 337,871
(京都市下京区) 営業譲渡発表 　 　 　 　 10% (H9.3期) 卸･小売､

飲食店
　 88.4%

品川信用組合 H10.3.6 H9.3期 58,517 983 44,032 　 NA 37% 19% 56,691 51,358
(東京都品川区) 都内6信組

再編策発表
　 　 　 　 NA (H10.3期) 卸･小売､

飲食店
　 85.7%

北海道拓殖銀行 H9.11.17 H9.9期 8,551,867 1,131,257 6,208,421 旧 1,144,085 35% 19% 9,453,708 5,966,771
(札幌市中央区) 営業譲渡発表

業務改善命令
　 　 　 　 18% (H9.3期) サービス

業
　 103.1%

德陽シティ銀行 H9.11.26 H9.9期 734,810 57,279 567,001 旧 58,818 35% 23% 722,087 619,817
(仙台市青葉区) 営業譲渡発表 　 　 　 　 10% (H9.3期) サービス

業
　 91.5%

中国信用組合 H10.5.13 H10.3期 10,927 673 8,146 　 NA 24% 31% 14,243 10,147
(大阪市北区) 府内10信組

再編策発表
　 　 　 　 NA (H10.3期) サービス

業
　 80.3%

六甲信用組合 H10.5.22 H10.3期 25,936 67 19,526 旧 8,227 30% 16% 28,696 23,357
(神戸市灘区) 事業譲渡発表 　 　 　 　 42% (H10.3期) 卸･小売､

飲食店
　 83.6%

豊栄信用組合 H10.3.6 H9.3期 37,282 378 27,114 　 NA 41% 13% 36,358 28,805
(東京都千代田区) 都内6信組

再編策発表
　 　 　 　 NA (H10.3期) サービス

業
　 94.1%
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平成17年3月末現在

付保預金額 (備考)

救済金融機関
(所在地)

事業譲渡日
/処理方式

金銭贈
与額等
対負債
比率(損
失率)

資金援助関係のデータ(億円､%)

貸出金譲渡
損失額
/損失率

受皿承継率
金額ﾍﾞｰｽ
/件数ﾍﾞｰｽ

ペイオフ
コスト

金銭贈与額
当初/
現在

その他の資
金援助等

破綻原
因区分

同付加
情報

資産買取額

民事責
任追及

刑事責
任追及

福岡銀行 H9.11.17 ▲16 21% 44 40 38 1件
①C､②､
③ 18%

(福岡市中央区) 事業譲渡 ▲29% 79% 109 - 　 - (X) 　

横浜銀行 H9.11.25 ▲159 10% 200 192 232 1件 ①A 24%
(横浜市西区) 事業譲渡 ▲39% 84% 446 189 　 - (X) 　

紀伊預金管理銀行 H10.1.26 ▲911 0% 852 814 2,083 3件 ①A 14%
(和歌山県和歌山市) 営業譲渡 ▲32% 0% 3,102 812 (預保が買取

り)
有り (X) 　

十六銀行 H10.1.26 ▲36 20% 42 43 11 1件 ①B 35%
(岐阜県岐阜市) 事業譲渡 ▲64% 91% 88 - 　 - (X) 　

大垣共立･銀行 H10.2.9 ▲73 7% 120 155 23 1件 ①C 51%
(岐阜県大垣市) 事業譲渡 ▲75% 78% 160 150 　 有り (X) 　

さくら銀行 H10.4.13 ▲807 2% 357 828 264 1件 ①A 54%
(東京都千代田区) 事業譲渡 ▲79% 53% 494 816 　 - (X) 　

朝銀近畿信用組合 H10.5.11 ▲2,722 18% 988 2,683 476 2件 ①AB 47%
(神戸市長田区) 事業譲渡 ▲72% NA 1,353 2,626 　 - (X) 　

第一勧業信用組合 H10.8.24 ▲0 0% 24 22 12 - ③､② 41%
(東京都新宿区) 事業譲渡 ▲2% 0% 35 21 　 - 　

池袋信用組合 H10.9.28 ▲57 20% 47 100 31 1件 ①A 47%
(東京都豊島区) 事業譲渡 ▲56% 72% 98 98 　 - (X) 　

なみはや銀行 H10.10.1 ▲533 73% 2,019 - 2,676 1件 ①A -
(新設銀行)

(大阪市中央区)
特定合併 ▲19% NA 6,998 - 　 有り (X) 　

▲165 84% 376 - 341 1件 ①A -
▲19% NA 2,180 - 　 - (X) 　

住友銀行 H10.10.19 ▲76 30% 78 83 69 - ①A 23%
(大阪市中央区) 事業譲渡 ▲38% 87% 156 82 　 - 　

幸福銀行
H10.10.26
営業譲渡 ▲594 57% 572 456 581 - ①A 11%

(大阪市西区) (びわこ銀､福邦
銀､京都北都信金
にも営業譲渡)

▲24% NA 2,345 436 　 - (X) 　

大東京信用組合 H10.11.9 ▲151 34% 169 171 100 1件 ①A 30%
(東京都港区) 事業譲渡 ▲41% 88% 321 170 　 - (X) 　

北洋銀行、
中央信託銀行 H10.11.16 ▲20,043 51% 6,095 17,947 16,166 5件 ①A 19%
(札幌市中央区､
東京都中央区)

営業譲渡 ▲38% 96% 26,089 17,732 　 有り (X) 　

H10.11.24 ▲1,236 38% 681 1,238 1,695 - ①A 17%
営業譲渡 ▲29% NA 3,254 1,192 　 - 　

大阪庶民信用組合 H10.11.24 ▲45 14% 32 49 23 - ①B 34%
(大阪市中央区) 事業譲渡 ▲66% 73% 48 48 　 - (X) 　

富士信用組合 H10.11.24 ▲63 31% 67 76 79 - ①A 26%
(神戸市中央区) 事業譲渡 ▲34% 82% 121 74 　 - (X) 　

都民信用組合 H10.12.7 ▲124 18% 107 136 76 - ①A 37%
(東京都荒川区) 事業譲渡 ▲53% 79% 162 133 　 - 　

仙台､七十七､北日本､
福島､栃木､武蔵野､東
日本の7行､仙台､宮城
第一､石巻､仙南､塩竈､

気仙沼の6信金

-

-

債務引受
　　40億円

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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預貸率

有価証券

業種別貸出比率

その他の
業種

貸出金

リスク管理
債権

同 貸出金比率

整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

破綻日
決算期

破綻直前期における財務データ(百万円､%)

預金
総資産 総負債

建設･不動
産･金融
(決算期)

太平信用組合 H10.5.13 H10.3期 54,406 6,260 37,336 旧 8,178 80% 4% 65,832 49,346
(大阪府枚方市) 府内10信組

再編策発表
　 　 　 　 22% (H10.3期) サービス

業
　 75.7%

東興信用組合 H10.3.6 H9.3期 49,759 2,790 35,050 破 3,876 32% 12% 48,967 41,861
(東京都江戸川区) 都内6信組

再編策発表
　 　 　 　 11% (H10.3期) 製造業 　 83.7%

長岡信用組合 H10.5.20 H10.3期 19,832 402 13,011 　 NA 13% 16% 20,333 17,629
(新潟県長岡市) 事業譲渡発表 　 　 　 　 NA (H10.3期) 製造業 　 73.8%

大和信用組合 H10.5.13 H10.3期 116,159 1,520 87,799 旧 28,869 43% 10% 138,889 103,203
(大阪府東大阪市) 府内10信組

再編策発表
　 　 　 　 33% (H10.3期) サービス

業
　 85.1%

奈良県信用組合 H10.5.8 H9.3期 51,265 4,341 26,760 　 NA 24% 18% 49,726 45,923
(奈良県五條市) 事業譲渡発表 (*) 　 　 　 　 NA (H10.3期) 卸･小売､

飲食店
　 58.3%

静岡商銀信用組合 H10.1.16 H9.3期 36,237 47 23,722 　 NA 40% 18% 35,340 27,723
(静岡県静岡市) 事業譲渡発表 　 　 　 　 NA (H10.3期) サービス

業
　 85.6%

湘南信用組合 H10.5.8 H10.3期 36,221 1,464 19,588 　 NA 36% 20% 38,316 28,173
(神奈川県平塚市) 神奈川県3信

組再編発表
　 　 　 　 NA (H10.3期) サービス

業
　 69.5%

日本貯蓄信用組合 H10.5.13 H10.3期 62,724 1,236 48,172 　 NA 58% 10% 77,622 57,517
(大阪市中央区) 府内10信組

再編策発表
　 　 　 　 NA (H10.3期) 卸･小売､

飲食店
　 83.8%

西武信用組合 H10.5.18 H9.3期 23,930 4,193 17,095 　 NA 52% 8% 22,992 22,384
(埼玉県川越市) 事業譲渡発表 (*) 　 　 　 　 NA (H10.3期) 製造業 　 76.4%

神奈川商工信用組合 H10.5.8 H9.3期 50,520 1,457 35,601 　 NA 40% 12% 48,659 38,853
(川崎市川崎区) 神奈川県3信

組再編発表
(*) 　 　 　 　 NA (H10.3期) 卸･小売､

飲食店
　 91.6%

信用組合山口商銀 H10.5.8 H9.3期 83,189 227 57,583 　 NA 25% 52% 80,468 64,488
(山口県宇部市) 事業譲渡発表 (*) 　 　 　 　 NA (H10.3期) サービス

業
　 89.3%

島根商銀信用組合 H10.5.8 H10.3期 2,998 0 1,773 旧 373 11% 34% 3,265 2,814
(島根県松江市) 事業譲渡発表 　 　 　 　 21% (H10.3期) 運輸･通

信業
　 63.0%

河内信用組合 H10.5.13 H9.3期 237,498 7,426 186,500 　 NA 26% 13% 228,976 207,613
(大阪府松原市) 府内10信組

再編策発表
(*) 　 　 　 　 NA (H10.3期) 卸･小売､

飲食店
　 89.8%

相模原信用組合 H10.5.8 H9.3期 118,914 1,132 82,620 　 NA 35% 9% 115,753 100,995
(神奈川県相模原市) 神奈川県3信

組再編発表
(*) 　 　 　 　 NA (H10.3期) サービス

業
　 81.8%

みどり銀行 H10.5.15 H10.3期 2,301,310 235,450 1,715,636 新 396,922 30% 17% 2,522,465 1,772,959
(神戸市中央区) 合併発表 　 　 　 　 23% (H10.3期) 卸･小売､

飲食店
　 95.8%

埼玉商銀信用組合 H10.5.20 H9.3期 86,006 292 60,369 　 NA 35% 19% 83,003 65,337
(埼玉県浦和市) 事業譲渡発表 (*) 　 　 　 　 NA (H10.3期) サービス

業
　 92.4%

北海商銀信用組合 H10.5.29 H10.3期 32,969 1 24,740 旧 6,471 12% 68% 35,697 35,371
(札幌市中央区) 事業譲渡発表 　 　 　 　 26% (H10.3期) サービス

業
　 69.9%

高島信用組合 H10.6.12 H10.3期 38,982 8,279 25,224 　 NA 19% 18% 39,770 37,468
(滋賀県高島郡新旭町) 事業譲渡発表 　 　 　 　 NA (H10.3期) 卸･小売､

飲食店
　 67.3%

大阪東和信用組合 H10.5.13 H10.3期 45,550 492 32,603 旧 11,143 70% 7% 54,052 39,318
(大阪市生野区) 府内10信組

再編策発表
　 　 　 　 34% (H10.3期) 卸･小売､

飲食店
　 82.9%
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平成17年3月末現在

付保預金額 (備考)

救済金融機関
(所在地)

事業譲渡日
/処理方式

金銭贈
与額等
対負債
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破綻原
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同付加
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民事責
任追及

刑事責
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成協信用組合 H10.12.14 ▲162 27% 123 178 100 - ①A 26%
(大阪市平野区) 事業譲渡 ▲50% 83% 265 171 　 - 　

永代信用組合 H10.12.21 ▲50 38% 113 104 109 - ①A 21%
(東京都江東区) 事業譲渡 ▲18% 85% 254 102 　 - 　

北越銀行 H11.1.11 ▲12 53% 21 18 29 - ①C､② 8%
(新潟県長岡市) 事業譲渡 ▲9% 89% 104 17 　 - 　

成協信用組合 H11.1.11 ▲478 23% 435 518 174 1件 ①A 37%
(大阪市平野区) 事業譲渡 ▲58% 88% 705 510 　 - (X) 　

南都銀行 H11.1.18 ▲50 62% 98 113 40 - ①C､② 22%
(奈良県奈良市) 事業譲渡 ▲24% 96% 321 108 　 - (X) 　

横浜商銀信用組合 H11.1.25 ▲160 20% 52 162 22 1件 ①A 45%
(横浜市中区) 事業譲渡 ▲69% 46% 75 160 　 有り (X) 　

厚木信用組合 H11.2.8 ▲105 12% 110 133 86 1件 ①A 34%
(神奈川県厚木市) 事業譲渡 ▲54% 92% 202 129 　 有り (X) 　

成協信用組合 H11.2.8 ▲193 35% 193 230 90 - ①A 29%
(大阪市平野区) 事業譲渡 ▲50% 90% 366 226 　 - 　

あさひ銀行 H11.2.15 ▲55 19% 54 50 49 - ①A 21%
(東京都千代田区) 事業譲渡 ▲53% 82% 168 49 　 - 　

川崎信用金庫 H11.2.22 ▲121 2% 118 128 99 - ①A 25%
(川崎市川崎区) 事業譲渡 ▲60% 79% 242 124 　 - 　

信用組合広島商銀 H11.2.22 ▲184 41% 131 203 112 1件 ①B 25%
(広島市中区) 事業譲渡 ▲43% 92% 266 203 　 - (X) 　

信用組合広島商銀 H11.2.22 ▲4 25% 5 9 2 - ①B 27%
(広島市中区) 事業譲渡 ▲55% 68% 9 9 　 - (X) 　

成協信用組合 H11.3.8 ▲965 26% 630 915 289 1件 ①C 39%
(大阪府東大阪市) 事業譲渡 ▲66% 94% 1,029 895 　 - (X) 　

八千代銀行 H11.3.8 ▲242 24% 257 276 249 - ③､①A 23%
(東京都新宿区) 事業譲渡 ▲43% 86% 697 261 　 - 　

阪神銀行 H11.4.1 ▲5,387 54% 3,327 7,901 2,659 - ①A 31%
(神戸市中央区) 合併 ▲36% 28% 8,741 7,714 　 - 　

東京商銀信用組合 H11.3.23 ▲368 16% 132 367 83 1件 ①A 42%
(東京都新宿区) 事業譲渡 ▲76% 70% 184 353 　 有り (X) 　

信用組合宮城商銀 H11.3.29 ▲65 47% 54 99 33 - ①B 27%
(仙台市青葉区) 事業譲渡 ▲38% 48% 104 97 　 - 　

滋賀県信用組合､
滋賀銀行 H11.4.5 ▲41 43% 53 62 27 - ②+､①C 14%

(滋賀県甲賀郡､
滋賀県大津市)

事業譲渡 ▲41% 87% 266 57 　 - 　

大同信用組合 H11.4.19 ▲134 41% 97 123 37 - ①A 22%
(大阪市西区) 事業譲渡 ▲47% 93% 232 118 　 - 　

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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預貸率

有価証券

業種別貸出比率

その他の
業種

貸出金

リスク管理
債権

同 貸出金比率

整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

破綻日
決算期

破綻直前期における財務データ(百万円､%)

預金
総資産 総負債

建設･不動
産･金融
(決算期)

和歌山県商工信用組合 H10.3.27 H9.3期 366,508 16,814 260,868 　 NA 40% 22% 363,988 304,463
(和歌山県田辺市) 事業譲渡発表 　 　 　 　 NA (H10.3期) 卸･小売､

飲食店
　 85.7%

興和信用組合 H10.5.13 H9.3期 116,714 4,792 86,317 　 NA 75% 7% 113,098 99,706
(大阪市都島区) 府内10信組

再編策発表
(*) 　 　 　 　 NA (H10.3期) サービス

業
　 86.6%

福寿信用組合 H10.5.13 H9.3期 185,323 2,697 135,579 　 NA 65% 13% 179,452 153,875
(大阪市西区) 府内10信組

再編策発表
(*) 　 　 　 　 NA (H10.3期) サービス

業
　 88.1%

豊和信用組合 H10.5.13 H9.3期 58,463 4,670 36,677 　 NA 52% 6% 57,195 54,132
(大阪府豊中市) 府内10信組

再編策発表
(*) 　 　 　 　 NA (H10.3期) サービス

業
　 67.8%

日本長期信用銀行 H10.10.23 H10.9期 24,118,862 3,619,498 14,641,766 新 2,021,470 47% 18% 23,961,542 12,180,105
(東京都千代田区) 特別公的管理

開始決定
　 　 　 　 14% (H10.3期) サービス

業
　 117.4%

信用組合大阪弘容 H10.5.13 H10.3期 362,317 5,576 250,506 　 NA 54% 12% 431,905 323,510
(大阪府東大阪市) 府内10信組

再編策発表
　 　 　 　 NA (H10.3期) サービス

業
　 77.4%

東京東和信用組合 H11.4.16 H11.3期 60,083 5,954 41,725 　 NA 25% 30% 64,287 50,937
(東京都台東区) 都内3信組破

綻公表
　 　 　 　 NA (H11.3期) 卸･小売､

飲食店
　 81.9%

日本債券信用銀行 H10.12.13 H10.9期 12,344,139 1,928,458 7,596,028 新 1,778,539 62% 20% 11,866,905 6,421,938
(東京都千代田区) 特別公的管理

開始決定
　 　 　 　 23% (H10.3期) サービス

業
　 111.6%

総武信用組合 H11.4.16 H10.3期 21,789 650 16,211 　 NA 22% 12% 21,774 19,316
(東京都墨田区) 都内3信組破

綻公表
(*) 　 　 　 　 NA (H11.3期) 卸･小売､

飲食店
　 83.9%

台東信用組合 H11.4.16 H10.3期 19,075 14 12,791 旧 2,594 26% 13% 19,207 14,343
(東京都台東区) 都内3信組破

綻公表
(*) 　 　 　 　 20% (H11.3期) 卸･小売､

飲食店
　 89.2%

不動信用金庫 H11.4.21 H10.3期 73,970 2,696 58,856 旧 7,014 34% 25% 71,852 66,812
(大阪市中央区) 事業譲渡発表 (*) 　 　 　 　 12% (H11.3期) 製造業 　 88.1%

共同信用組合 H11.4.16 H10.3期 104,689 4,829 81,070 　 NA 43% 16% 102,184 94,499
(札幌市中央区) 2信組事業譲

渡発表
(*) 　 　 　 　 NA (H11.3期) サービス

業
　 85.8%

千歳信用組合 H11.4.16 H11.3期 71,134 4,860 52,803 新 17,260 27% 17% 73,773 66,902
(北海道千歳市) 2信組事業譲

渡発表
　 　 　 　 33% (H11.3期) 卸･小売､

飲食店
　 78.9%

平和信用組合 H11.5.21 H10.3期 29,459 1,434 18,136 旧 6,286 30% 10% 30,683 22,966
(東京都新宿区) 都内4信組破

綻公表
(*) 　 　 　 　 35% (H11.3期) サービス

業
　 79.0%

紀北信用組合 H11.3.18 H10.3期 24,879 1,235 19,906 旧 7,071 58% 9% 25,280 22,758
(和歌山県和歌山市) 事業譲渡発表 　 　 　 　 36% (H11.3期) サービス

業
　 87.5%

玉野信用金庫 H11.4.23 H11.3期 141,352 11,443 86,965 　 NA 37% 18% 164,827 109,579
(岡山県玉野市) 4金庫合併発表 　 　 　 　 NA (H11.3期) サービス

業
　 79.4%

三重県信用組合 H11.5.14 H11.3期 53,222 4,994 32,140 　 NA 19% 15% 51,917 46,155
(三重県津市) 被管理 　 　 　 　 NA (H11.3期) 卸･小売､

飲食店
　 69.6%

龍ケ崎信用金庫 H11.6.4 H11.3期 145,779 23,742 96,213 新 22,153 27% 13% 149,084 134,635
(茨城県龍ケ崎市) 合併発表 　 　 　 　 23% (H11.3期) 卸･小売､

飲食店
　 71.5%

足立綜合信用組合 H11.5.21 H11.3期 17,061 2,839 9,839 新 3,297 12% 26% 19,768 16,497
(東京都足立区) 被管理､都内4

信組破綻公表
　 　 　 　 34% (H11.3期) 卸･小売､

飲食店
　 59.6%
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平成17年3月末現在

付保預金額 (備考)

救済金融機関
(所在地)

事業譲渡日
/処理方式

金銭贈
与額等
対負債
比率(損
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資金援助関係のデータ(億円､%)

貸出金譲渡
損失額
/損失率

受皿承継率
金額ﾍﾞｰｽ
/件数ﾍﾞｰｽ

ペイオフ
コスト

金銭贈与額
当初/
現在

その他の資
金援助等

破綻原
因区分

同付加
情報

資産買取額

民事責
任追及

刑事責
任追及

紀陽銀行 H11.5.6 ▲1,651 3% 1,381 1,768 425 3件 ①A 48%
(和歌山県和歌山市) 事業譲渡 ▲82% 70% 2,136 1,737 　 有り (X) 　

大同信用組合 H11.5.17 ▲357 30% 288 353 122 - ①A 31%
(大阪市西区) 事業譲渡 ▲56% 96% 626 347 　 - 　

大同信用組合 H11.6.14 ▲587 30% 453 546 194 - ①A 30%
(大阪市西区) 事業譲渡 ▲56% 94% 945 537 　 - 　

大阪庶民信用組合 H11.6.28 ▲138 20% 148 162 111 - ①A 27%
(大阪市中央区) 事業譲渡 ▲53% 83% 331 155 　 - (X) 　

－ H12.3.1 ▲30,606 70% 146 32,391 7,987 5件 ①A 14%
株式譲渡 ▲80% 88% 1,699 32,350 　 有り (X) 　

大阪庶民信用組合 H11.8.23 ▲1,583 10% 1,038 1,825 534 1件 ①A 41%
(大阪市中央区) 事業譲渡 ▲73% 78% 1,595 1,789 　 - (X) 　

江東信用組合 H11.10.25 ▲140 57% 92 118 47 - ①B 17%
(東京都江東区) 事業譲渡 ▲42% 92% 279 110 　 - 　

－ H12.9.1 ▲30,173 51% 1,245 31,497 3,812 2件 ①A 26%
株式譲渡 ▲89% 77% 3,876 31,414 　 有り (X) 　

都民信用組合 H11.11.22 ▲52 19% 56 66 41 1件 ①C 29%
(東京都荒川区) 事業譲渡 ▲53% 71% 119 63 　 有り (X) 　

都民信用組合 H11.11.22 ▲61 11% 48 72 39 - ①C 36%
(東京都荒川区) 事業譲渡 ▲60% 53% 82 69 　 - (X) 　

H11.11.29 ▲126 53% 103 100 113 - ①AB 13%
事業譲渡 ▲32% 91% 439 95 　 - 　

専和信用組合 H11.12.13 ▲404 42% 287 441 62 1件 ①A 42%
(札幌市中央区) 事業譲渡 ▲57% 95% 505 431 　 - (X) 　

専和信用組合 H11.12.13 ▲199 63% 160 185 38 1件 ①B 24%
(札幌市中央区) 事業譲渡 ▲41% 95% 428 177 　 - (X) 　

三栄信用組合 H12.1.24 ▲72 24% 60 69 50 - ①A 21%
(東京都杉並区) 事業譲渡 ▲52% 66% 143 65 　 - 　

きのくに信用金庫 H12.2.14 ▲132 0% 109 141 34 1件 ①A 55%
(和歌山県和歌山市) 事業譲渡 ▲82% 60% 157 138 　 - (X) 　

岡山相互信用金庫､
岡山信用金庫 ▲447 45% 281 315 99 1件 ①A 19%

(岡山県岡山市､
岡山県岡山市)

▲52% 97% 837 312 　 - (X) 　

百五銀行 H12.3.21 ▲85 30% 125 114 96 3件 ②+ 21%
(三重県津市) 事業譲渡 ▲39% 78% 342 107 　 有り (X) 　

水戸信用金庫 H12.5.8 ▲248 59% 191 187 124 - ①C 12%
(茨城県水戸市) 合併 ▲31% 94% 1,032 183 　 - 　

都民信用組合 H12.5.22 ▲35 34% 37 43 11 1件 ①C 19%
(東京都荒川区) 事業譲渡 ▲57% 86% 106 38 　 - (X) 　

八光､大阪､大阪厚
生､大阪市､永和､泉
陽､阪奈､枚方､摂津

の9信金

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

H12.3.21
3金庫合併

(おかやま信用金
庫に改称)
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預貸率
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業種別貸出比率

その他の
業種

貸出金
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債権
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整理
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破綻直前期における財務データ(百万円､%)

預金
総資産 総負債

建設･不動
産･金融
(決算期)

神田信用金庫 H11.4.23 H11.3期 179,125 12,586 113,066 　 NA 24% 34% 187,916 134,773
(東京都千代田区) 合併発表 　 　 　 　 NA (H11.3期) 卸･小売､

飲食店
　 83.9%

東京都教育信用組合 H11.6.18 H10.3期 60,702 33,133 19,076 旧 113 0% 7% 59,038 57,837
(東京都千代田区) 被管理 (*) 　 　 　 　 1% (H11.3期) サービス

業
　 32.6%

富山商銀信用組合 H11.10.8 H11.3期 7,567 0 5,639 新 1,513 39% 22% 7,271 6,194
(富山県富山市) 事業譲渡基本

合意
　 　 　 　 27% (H11.3期) サービス

業
　 91.0%

日本信販信用組合 H11.5.21 H10.3期 173,719 677 131,057 　 NA 53% 10% 172,889 148,504
(東京都文京区) 被管理､都内4

信組破綻公表
(*) 　 　 　 　 NA (H11.3期) サービス

業
　 88.2%

国民銀行 H11.4.11 H11.3期 615,505 57,499 457,480 新 108,463 28% 24% 725,070 523,129
(東京都千代田区) 被管理 　 　 　 　 24% (H11.3期) サービス

業
　 87.5%

西相信用金庫 H12.1.28 H11.3期 98,756 13,860 65,808 新 14,373 22% 29% 95,327 85,265
(神奈川県湯河原町) 破綻公表 　 　 　 　 22% (H12.3期) サービス

業
　 77.2%

松沢信用金庫 H11.12.10 H11.3期 99,904 10,413 68,292 新 14,526 36% 12% 97,352 83,173
(東京都世田谷区) 破綻公表 　 　 　 　 21% (H12.3期) 卸･小売､

飲食店
　 82.1%

北兵庫信用組合 H11.10.29 H11.3期 50,482 6,484 34,742 新 2,325 23% 20% 48,508 44,567
(兵庫県城崎郡香住町) 被管理 　 　 　 　 7% (H12.3期) サービス

業
　 78.0%

京都みやこ信用金庫 H12.1.14 H11.3期 1,243,192 101,237 878,088 新 77,977 28% 16% 1,214,015 1,065,188
(京都市伏見区) 破綻公表 　 　 　 　 9% (H12.3期) サービス

業
　 82.4%

南京都信用金庫 H12.1.14 H11.3期 443,080 30,283 320,675 新 73,976 34% 19% 432,994 368,110
(京都府宇治市) 破綻公表 　 　 　 　 23% (H12.3期) サービス

業
　 87.1%

小川信用金庫 H11.11.12 H11.3期 848,093 72,205 585,287 新 109,451 32% 18% 831,202 744,783
（埼玉県比企郡小川町) 破綻公表 　 　 　 　 19% (H12.3期) サービス

業
　 78.6%

岡山市民信用金庫 H12.4.14 H12.3期 243,568 21,304 162,736 新 16,348 25% 15% 245,034 215,131
(岡山県岡山市) 破綻公表 　 　 　 　 10% (H12.3期) 卸･小売､

飲食店
　 75.6%

なみはや銀行 H11.8.7 H11.3期 2,003,853 296,484 1,332,949 新 51,162 41% 17% 1,958,151 1,661,662
(大阪市中央区) 被管理 　 　 　 　 4% (H11.3期) サービス

業
　 79.2%

幸福銀行 H11.5.22 H11.3期 2,032,112 261,447 1,605,244 新 399,503 42% 15% 2,242,266 1,802,770
(大阪市西区) 被管理 　 　 　 　 25% (H11.3期) サービス

業
　 88.8%

わかば信用金庫 H12.4.21 H12.3期 95,281 10,114 72,065 新 17,193 26% 23% 105,852 100,278
(東京都中央区) 破綻公表 　 　 　 　 24% (H12.3期) 卸･小売､

飲食店
　 71.9%

四国貯蓄信用組合 H12.5.12 H11.3期 58,695 7,592 39,248 新 4,410 19% 15% 57,247 53,430
(香川県高松市) 被管理 (*) 　 　 　 　 11% (H12.3期) サービス

業
　 73.5%

日南信用金庫 H11.11.19 H11.3期 40,246 4,109 22,343 新 4,766 21% 18% 38,405 35,504
(宮崎県日南市) 被管理 　 　 　 　 21% (H12.3期) 卸･小売､

飲食店
　 62.9%

石川商銀信用組合 H12.3.30 H11.3期 5,905 3 3,454 新 766 39% 18% 5,623 5,256
(石川県金沢市) 被管理 　 　 　 　 22% (H12.3期) 卸･小売､

飲食店
　 65.7%

新潟中央銀行 H11.10.2 H11.9期 1,119,329 71,101 934,574 新 236,851 25% 29% 1,202,865 949,723
(新潟県新潟市) 被管理 　 　 　 　 25% (H11.3期) サービス

業
　 98.4%
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興産信用金庫 H12.6.5 ▲487 42% 301 469 166 - ①B 24%
(東京都千代田区) 合併 ▲52% 88% 675 456 　 - (X) 　

東京都職員信用組合 H12.6.12 ▲17 53% 43 116 82 1件 ② 19%
(東京都新宿区) 事業譲渡 ▲12% 68% 177 113 　 - (X) 　

福井商銀信用組合
(福井県福井市) H12.6.26 ▲25 32% 11 26 7 1件 ①A 32%
(譲受時に北陸商銀
信用組合に改称)

事業譲渡 ▲57% 68% 19 23 　 - (X) 　

王子信用金庫 H12.8.7 ▲605 6% 168 539 186 - ①A 30%
(東京都北区) 事業譲渡 ▲77% 95% 379 525 　 - 　

八千代銀行 H12.8.14 ▲2,084 40% 906 1,837 343 2件 ①B 24%
(東京都新宿区) 営業譲渡 ▲61% 96% 2,543 1,749 　 有り (X) 　

さがみ信用金庫 H12.11.13 ▲201 53% 164 154 91 - ①B 15%
(神奈川県小田原市) 事業譲渡 ▲37% 87% 603 146 　 - 　

昭和信用金庫 H12.12.4 ▲210 63% 192 193 63 - ①A 18%
(東京都世田谷区) 事業譲渡 ▲39% 90% 598 176 　 - (X) 　

みなと銀行 H12.12.11 ▲77 69% 97 100 33 1件 ②+ 19%
(神戸市中央区) 事業譲渡 ▲29% 92% 337 94 　 有り (X) 　

京都中央信用金庫 H13.1.4 ▲2,535 55% 2,133 2,486 1,083 1件 ①C 18%
(京都市下京区) 事業譲渡 ▲39% 96% 6,407 2,180 　 - (X) 　

京都中央信用金庫 H13.1.4 ▲1,493 32% 1,127 1,447 501 1件 ①A 32%
(京都市下京区) 事業譲渡 ▲56% 95% 2,614 1,390 　 - (X) 　

埼玉縣信用金庫 H13.1.9 ▲1,821 45% 1,493 1,560 1,006 3件 ①A 17%
(埼玉県熊谷市) 事業譲渡 ▲41% 91% 5,489 1,389 　 - (X) 　

おかやま信用金庫 H13.2.5 ▲225 82% 253 239 108 1件 ②+ 9%
(岡山県岡山市) 事業譲渡 ▲17% 99% 1,521 223 　 - (X) 　

大和銀行、
近畿大阪銀行 H13.2.13 ▲5,542 36% 2,782 6,526 1,905 - ①A 32%

(大阪市中央区､同) 営業譲渡 ▲45% 96% 8,568 6,295 　 - 　

関西さわやか銀行 H13.2.26 ▲5,518 50% 2,758 4,941 1,706 1件 ①A 22%
(大阪市西区) 営業譲渡 ▲49% 94% 11,249 4,857 　 有り (X) 　

H13.2.26 ▲177 45% 209 236 188 - ①C 20%
事業譲渡 ▲38% 85% 621 209 　 - 　

百十四銀行 H13.3.19 ▲76 45% 79 66 62 - ①C 10%
(香川県高松市) 事業譲渡 ▲37% 84% 390 57 　 - 　

南郷信用金庫 H13.3.26 ▲36 64% 56 51 10 1件 ③ 12%
(宮崎県南那珂郡南郷町) 事業譲渡 ▲45% 97% 265 47 　 有り (X) 　

北陸商銀信用組合 H13.4.23 ▲13 45% 7 11 5 - ①A 18%
(福井県福井市) 事業譲渡 ▲49% 67% 20 10 　 - 　

H13.5.14 ▲3,938 33% 1,885 3,817 1,021 2件 ①B 30%
営業譲渡

(第四はH13.5.9)
▲64% 90% 5,700 3,560 　 有り (X) 　

大光､第四､八十二､
東日本､群馬､東和の

6銀行

太陽､朝日､同栄､芝､
昭和､目黒､東調布､

王子､多摩中央の9信
用金庫

-
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-
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リスク管理
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建設･不動
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(決算期)

振興信用組合 H12.1.26 H11.3期 64,482 8,742 42,637 　 NA 33% 12% 63,305 58,943
(東京都八王子市) 被管理 　 　 　 　 NA (H12.3期) 卸･小売､

飲食店
　 72.3%

信用組合大阪商銀
H10.6.10
破綻公表 H9.3期 342,185 4,642 230,036 　 NA 38% 32% 331,203 267,157

(大阪市北区) H11.6.4
被管理

(*) 　 　 　 　 NA (H12.3期) サービス
業

　 86.1%

東京相和銀行 H11.6.12 H11.3期 2,529,399 326,071 1,971,725 新 281,842 46% 12% 2,631,633 2,289,460
(東京都港区) 被管理 　 　 　 　 14% (H11.3期) サービス

業
　 85.7%

道央信用組合 H12.12.1 H12.3期 47,649 2,120 34,812 新 2,862 23% 20% 46,596 45,844
(北海道滝川市) 被管理 　 　 　 　 8% (H12.3期) 卸･小売､

飲食店
　 75.9%

信用組合高知商銀
H11.4.28
破綻公表 H11.3期 13,633 223 7,876 新 1,862 36% 34% 13,888 10,908

(高知県高知市) H12.3.30
被管理

　 　 　 　 24% (H13.3期) サービス
業

　 72.2%

瑞浪商工信用組合 H12.12.8 H12.3期 10,632 2,796 5,338 新 2,515 16% 14% 10,423 10,243
(岐阜県瑞浪市) 被管理 　 　 　 　 47% (H12.3期) 卸･小売､

飲食店
　 52.1%

朝銀青森信用組合
H11.5.14
破綻公表 H10.3期 11,642 23 4,558 旧 201 13% 62% 10,889 10,171

(青森県青森市) H12.12.16
被管理

(*) 　 　 　 　 4% (H13.3期) サービス
業

　 44.8%

朝銀宮城信用組合
H11.5.14
破綻公表 H10.3期 17,014 129 11,969 旧 1,809 10% 71% 16,459 12,260

(仙台市青葉区) H12.12.16
被管理

(*) 　 　 　 　 15% (H13.3期) サービス
業

　 97.6%

朝銀福井信用組合
H11.5.14
破綻公表 H11.3期 17,503 40 12,314 新 1,464 34% 30% 18,415 14,652

(福井県福井市) H12.12.29
被管理

　 　 　 　 12% (H13.3期) サービス
業

　 84.0%

朝銀愛知信用組合
H11.5.14
破綻公表 H10.3期 296,250 144 190,959 旧 13,555 27% 53% 286,025 198,168

(名古屋市中村区) H12.12.29
被管理

(*) 　 　 　 　 7% (H13.3期) サービス
業

　 96.4%

朝銀島根信用組合
H11.5.14
破綻公表 H10.3期 5,554 1 3,066 旧 858 2% 53% 5,359 4,982

(島根県出雲市) H12.12.16
被管理

(*) 　 　 　 　 28% (H13.3期) サービス
業

　 61.5%

朝銀広島信用組合
H11.5.14
破綻公表 H10.3期 63,134 319 42,050 旧 1,093 34% 39% 60,916 49,084

(広島市南区) H12.12.16
被管理

(*) 　 　 　 　 3% (H13.3期) サービス
業

　 85.7%

朝銀山口信用組合
H11.5.14
破綻公表 H10.3期 114,215 924 76,955 　 NA 28% 52% 111,627 77,876

(山口県下関市) H12.12.16
被管理

(*) 　 　 　 　 NA (H13.3期) サービス
業

　 98.8%

朝銀福岡信用組合
H11.5.14
破綻公表 H11.3期 178,531 202 105,775 新 33,251 36% 43% 183,860 117,681

(福岡市博多区) H12.12.16
被管理

　 　 　 　 31% (H13.3期) サービス
業

　 89.9%

朝銀長崎信用組合
H11.5.14
破綻公表 H11.3期 3,423 1 1,521 新 760 27% 26% 3,899 3,228

(長崎県長崎市) H12.12.16
被管理

　 　 　 　 50% (H13.3期) 卸･小売､
飲食店

　 47.1%

茨城商銀信用組合 H13.2.16 H12.3期 13,387 103 8,713 新 3,450 21% 46% 13,073 11,681
(茨城県水戸市) 被管理 　 　 　 　 40% (H13.3期) サービス

業
　 74.6%

長崎第一信用組合 H12.2.10 H11.3期 15,406 847 9,336 新 3,157 9% 12% 15,030 12,861
(長崎県長崎市) 被管理 　 　 　 　 34% (H13.3期) サービス

業
　 72.6%

不動信用組合 H12.10.6 H12.3期 10,209 1,369 6,085 新 2,301 28% 10% 10,006 9,380
(石川県金沢市) 被管理 　 　 　 　 38% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 64.9%

輪島信用組合 H12.12.15 H12.3期 NA 0 1,285 新 655 4% 28% NA 2,098
(石川県輪島市) 被管理 　 　 　 　 51% (H13.3期) 製造業 　 61.2%

112

113

111

110

108

109

107

106

104

105

103

102

99

101

98

97

95

96

100

- 178 -



平成17年3月末現在

付保預金額 (備考)

救済金融機関
(所在地)

事業譲渡日
/処理方式

金銭贈
与額等
対負債
比率(損
失率)

資金援助関係のデータ(億円､%)

貸出金譲渡
損失額
/損失率

受皿承継率
金額ﾍﾞｰｽ
/件数ﾍﾞｰｽ

ペイオフ
コスト

金銭贈与額
当初/
現在

その他の資
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同付加
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民事責
任追及
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任追及

大東京信用組合 H13.5.14 ▲89 52% 123 140 56 1件 ②+ 21%
(東京都港区) 事業譲渡 ▲34% 85% 383 131 　 - (X) 　

京都シティ信用組合
(近畿産業に改称) H13.5.28 ▲1,433 16% 662 1,605 226 1件 ①AB 48%
(京都市下京区) 事業譲渡 ▲78% 54% 1,077 1,594 　 - (X) 　

東京スター銀行 H13.6.11 ▲6,977 67% 3,370 7,626 1,242 1件 ①A 26%
(東京都港区) 営業譲渡 ▲55% 92% 10,031 6,848 　 有り (X) 　

空知商工信用組合 H13.7.9 ▲41 85% 55 58 14 - ②+ 12%
(北海道美唄市) 事業譲渡 ▲15% 96% 317 57 　 - 　

信用組合広島商銀 H13.11.12 ▲32 24% 17 29 7 - ①AB 21%
(広島市中区) 事業譲渡 ▲64% 44% 55 28 　 有り (X) 　

東濃信用金庫 H13.11.19 ▲14 53% 21 20 3 - ②+ 17%
(岐阜県多治見市) 事業譲渡 ▲50% 80% 84 18 　 - 　

朝銀北東信用組合 H13.11.26 ▲19 32% 12 19 7 - ①B 17%
(札幌市中央区) 事業譲渡 ▲52% 46% 46 18 　 - 　

朝銀北東信用組合 H13.11.26 ▲56 31% 19 49 7 1件 ①B 29%
(札幌市中央区) 事業譲渡 ▲67% 42% 38 48 　 - (X) 　

朝銀中部信用組合 H13.11.26 ▲42 35% 17 39 12 1件 ①AB 21%
(岐阜県岐阜市) 事業譲渡 ▲54% 42% 48 38 　 - (X) 　

朝銀中部信用組合 H13.11.26 ▲983 19% 461 903 205 1件 ①B 31%
(岐阜県岐阜市) 事業譲渡 ▲70% 62% 903 885 　 有り (X) 　

朝銀西信用組合 H13.11.26 ▲16 28% 12 15 2 2件 ①B 26%
(岡山県岡山市) 事業譲渡 ▲74% 66% 26 14 　 - (X) 　

朝銀西信用組合 H13.11.26 ▲162 27% 103 167 40 1件 ①AB 26%
(岡山県岡山市) 事業譲渡 ▲67% 78% 228 156 　 - (X) 　

朝銀西信用組合 H13.11.26 ▲541 14% 176 593 100 1件 ①B 52%
(岡山県岡山市) 事業譲渡 ▲76% 52% 232 577 　 - (X) 　

朝銀西信用組合 H13.11.26 ▲847 12% 327 866 95 1件 ①AB 46%
(岡山県岡山市) 事業譲渡 ▲81% 62% 408 848 　 - (X) 　

朝銀西信用組合 H13.11.26 ▲8 13% 3 10 1 - ①B 24%
(岡山県岡山市) 事業譲渡 ▲81% 38% 8 9 　 - 　

横浜商銀信用組合 H13.12.25 ▲42 25% 24 37 16 1件 ①B 27%
(横浜市中区) 事業譲渡 ▲60% 59% 48 36 　 - (X) 　

長崎三菱信用組合､
十八銀行 H14.1.15 ▲32 30% 39 39 15 1件 ①C 25%

(長崎県長崎市､
長崎県長崎市)

事業譲渡 ▲57% 78% 109 38 　 - (X) 　

金沢中央信用組合 H14.1.28 ▲27 17% 25 25 10 1件 ①C､③ 23%
(石川県金沢市) 事業譲渡 ▲68% 56% 73 23 　 - (X) 　

能登信用金庫 H14.2.18 ▲5 65% 8 5 1 - ①C 21%
(石川県七尾市) 事業譲渡 ▲44% 72% 20 5 　 - (X) 　

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 179 -



預貸率

有価証券

業種別貸出比率

その他の
業種

貸出金

リスク管理
債権

同 貸出金比率

整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

破綻日
決算期

破綻直前期における財務データ(百万円､%)

預金
総資産 総負債

建設･不動
産･金融
(決算期)

宇都宮信用金庫 H13.10.19 H13.3期 201,990 34,737 106,710 新 16,286 21% 24% 197,571 185,379
(栃木県宇都宮市) 被管理 　 　 　 　 15% (H13.3期) サービス

業
　 57.6%

信用組合三重商銀 H12.5.19 H11.3期 11,965 20 8,879 新 2,840 23% 19% 11,471 10,350
(三重県桑名市) 被管理 (*) 　 　 　 　 32% (H13.3期) 製造業 　 85.8%

臼杵信用金庫 H13.11.16 H13.3期 37,732 7,271 20,241 新 1,447 16% 18% 35,682 32,661
(大分県臼杵市) 被管理(大分県3

信金破綻公表)
　 　 　 　 7% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 62.0%

小樽商工信用組合 H13.7.6 H12.3期 46,602 3,379 37,259 新 8,585 28% 17% 45,996 45,085
(北海道小樽市) 被管理 (*) 　 　 　 　 23% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 82.6%

新潟商銀信用組合 H12.8.25 H12.3期 13,090 47 10,624 新 4,516 15% 46% 12,883 11,538
(新潟県新潟市) 被管理 　 　 　 　 43% (H13.3期) サービス

業
　 92.1%

常滑信用組合 H13.10.19 H13.3期 139,996 21,920 89,788 新 12,773 15% 24% 138,212 132,432
(愛知県常滑市) 被管理 　 　 　 　 14% (H13.3期) 製造業 　 67.8%

春江信用組合 H13.5.25 H12.3期 7,813 2,277 4,271 新 1,171 9% 13% 7,535 7,328
(福井県坂井郡春江町) 被管理 (*) 　 　 　 　 27% (H13.3期) 製造業 　 58.3%

中津川信用組合 H13.11.2 H13.3期 26,828 10,854 13,402 新 3,753 19% 15% 26,557 25,887
(岐阜県中津川市) 被管理 　 　 　 　 28% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 51.8%

沖縄信用金庫 H13.10.26 H13.3期 45,604 1,891 27,467 新 9,439 34% 20% 45,081 39,845
(沖縄県那覇市) 被管理 　 　 　 　 34% (H13.3期) サービス

業
　 68.9%

神奈川県青果信用組合 H13.3.16 H12.3期 14,178 1,811 10,112 新 1,584 2% 80% 13,937 13,627
(横浜市金沢区) 被管理 　 　 　 　 16% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 74.2%

大日光信用組合 H13.11.16 H13.3期 11,395 501 7,821 新 3,574 31% 16% 11,297 10,134
(栃木県日光市) 被管理 　 　 　 　 46% (H13.3期) サービス

業
　 77.2%

せいか信用組合 H13.6.8 H13.3期 48,353 2,157 36,774 新 7,298 1% 72% 50,281 47,108
(東京都千代田区) 被管理 　 　 　 　 20% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 78.1%

大阪第一信用金庫 H13.10.19 H13.3期 56,708 8,291 37,996 新 8,478 19% 23% 54,619 48,570
(大阪市中央区) 被管理 　 　 　 　 22% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 78.2%

関西西宮信用金庫 H13.11.22 H13.3期 331,367 40,090 217,987 新 40,248 36% 14% 324,308 305,974
(神戸市中央区) 被管理 　 　 　 　 18% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 71.2%

中津信用金庫 H13.11.16 H13.3期 83,588 19,676 49,298 新 7,674 24% 14% 81,480 76,956
(大分県中津市) 被管理(大分県3

信金破綻公表)
　 　 　 　 16% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 64.1%

佐賀関信用金庫 H13.11.16 H13.3期 14,453 1,455 7,414 新 1,722 27% 17% 14,035 12,578
(大分県北海部郡

佐賀関町)
被管理(大分県3
信金破綻公表)

　 　 　 　 23% (H13.3期) 卸･小売､
飲食店

　 58.9%

東京商銀信用組合 H12.12.16 H12.3期 293,837 4,668 226,021 新 61,462 39% 39% 279,939 253,985
(東京都新宿区) 被管理 　 　 　 　 27% (H13.3期) サービス

業
　 89.0%

だいしん信用組合 H13.4.6 H12.3期 18,994 2,689 13,062 新 2,852 16% 21% 18,333 17,765
(石川県加賀市) 被管理 (*) 　 　 　 　 22% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 73.5%

松島炭鉱信用組合 H13.11.30 H13.3期 2,746 1,101 388 新 0 14% NA 2,672 2,635
(長崎県西彼杵郡

外海町)
被管理 　 　 　 　 0% (H13.3期) 建設業と

個人のみ
　 14.7%
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貸出金譲渡
損失額
/損失率

受皿承継率
金額ﾍﾞｰｽ
/件数ﾍﾞｰｽ

ペイオフ
コスト

金銭贈与額
当初/
現在

その他の資
金援助等

破綻原
因区分

同付加
情報

資産買取額

民事責
任追及

刑事責
任追及

H14.2.25 ▲223 64% 270 265 154 - ①C 12%
事業譲渡 ▲27% 95% 1,273 232 　 - (X) 　

信用組合愛知商銀 H14.2.25 ▲51 6% 53 87 15 1件 ①C､③ 72%
(愛知県名古屋市) 事業譲渡 ▲79% 27% 61 83 　 - (X) 　

大分信用金庫 H14.2.25 ▲36 85% 49 48 9 - ② 12%
(大分県大分市) 事業譲渡 ▲21% 97% 259 44 　 - 　

小樽信用金庫 H14.3.4 ▲139 47% 110 127 53 1件 ①C､②+ 27%
(北海道小樽市) 事業譲渡 ▲45% 87% 267 124 　 - (X) 　

あすなろ信用組合 H14.3.18 ▲46 17% 23 43 14 1件 ①B 33%
(長野県松本市) 事業譲渡 ▲71% 49% 42 42 　 - (X) 　

知多信用金庫 H14.3.18 ▲123 78% 181 148 85 - ②､①C 10%
(愛知県半田市) 事業譲渡 ▲17% 98% 967 132 　 - 　

福邦銀行 H14.3.18 ▲6 44% 13 11 11 - ①C､② 11%
(福井県福井市) 事業譲渡 ▲23% 59% 60 8 　 - 　

岐阜信用金庫 H14.3.18 ▲33 67% 30 30 8 - ①C､② 10%
(岐阜県岐阜市) 事業譲渡 ▲34% 94% 190 27 　 - 　

コザ信用金庫 H14.3.18 ▲49 60% 59 43 62 - ①A 9%
(沖縄県沖縄市) 合併 ▲21% 91% 268 40 　 - 　

湘南信用金庫 H14.3.25 ▲12 62% 22 18 13 - ①C､② 12%
(神奈川県横須賀市) 事業譲渡 ▲24% 81% 89 17 　 - 　

鹿沼相互信用金庫 H14.3.25 ▲39 35% 37 39 19 - ①A 34%
(栃木県鹿沼市) 事業譲渡 ▲54% 75% 74 38 　 - (X) 　

王子信用金庫､
興産信用金庫 H14.3.25 ▲128 57% 105 131 44 - ①C､② 23%

(東京都北区､東京都
千代田区)

事業譲渡 ▲48% 78% 249 118 　 - 　

大阪信用金庫 H14.3.25 ▲109 42% 103 114 93 1件 ①C､② 19%
(大阪市天王寺区) 事業譲渡 ▲40% 88% 309 102 　 有り (X) 　

尼崎､神戸､姫路､兵
庫の4信用金庫 H14.3.25 ▲468 65% 414 398 359 - ①A､② 11%

(尼崎市､神戸市中央
区､姫路市､姫路市)

事業譲渡 ▲25% 94% 2,327 354 　 - 　

大分みらい信用金庫 H14.3.25 ▲93 79% 123 105 30 - ①C､② 11%
(大分県別府市) 事業譲渡 ▲21% 97% 631 93 　 - 　

大分みらい信用金庫 H14.3.25 ▲34 65% 29 27 6 - ①C､② 19%
(大分県別府市) 事業譲渡 ▲51% 94% 100 26 　 - (X) 　

信用組合北東商銀
(仙台市青葉区) H14.4.15 ▲1,326 20% 574 1,362 362 1件 ①AB 45%

(譲受時にあすか信用組
合に改称)

事業譲渡 ▲68% 59% 944 1,250 　 - (X) 　

金沢信用金庫､
北陸信用金庫 H14.4.22 ▲29 25% 36 32 36 1件 ①C､② 16%

(石川県金沢市､同) 事業譲渡 ▲42% 69% 133 29 　 - (X) 　

長崎三菱信用組合 H14.5.27 ▲0 99% 6 4 0 - ② 12%
(長崎県長崎市) 事業譲渡 ▲13% 94% 17 3 　 - 　

栃木､烏山､鹿沼相
互､小山､大田原の5

信用金庫
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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預貸率

有価証券

業種別貸出比率

その他の
業種

貸出金

リスク管理
債権

同 貸出金比率

整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

破綻日
決算期

破綻直前期における財務データ(百万円､%)

預金
総資産 総負債

建設･不動
産･金融
(決算期)

網走信用組合 H13.11.9 H13.3期 35,969 4,147 25,429 新 8,403 19% 27% 35,465 33,637
(北海道網走市) 被管理 　 　 　 　 33% (H13.3期) サービス

業
　 75.6%

大栄信用組合 H13.11.2 H13.3期 74,364 1,407 52,164 新 15,421 22% 17% 73,833 67,605
(東京都大田区) 被管理 　 　 　 　 30% (H13.3期) 製造業 　 77.2%

旭川商工信用組合 H13.6.22 H13.3期 68,965 3,968 58,119 新 15,648 26% 24% 73,022 71,167
(北海道旭川市) 被管理 　 　 　 　 27% (H13.3期) サービス

業
　 81.7%

加賀信用組合 H13.4.6 H13.3期 11,476 2,568 6,366 新 1,550 17% 24% 11,609 11,439
(石川県加賀市) 被管理 　 　 　 　 24% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 55.7%

信用組合福岡商銀
H10.5.15
破綻公表 H9.3期 138,961 189 91,561 　 NA 51% 41% 132,522 94,956

(福岡市博多区) H12.6.9
被管理

(*) 　 　 　 　 NA (H13.3期) サービス
業

　 96.4%

東京富士信用組合 H13.11.2 H13.3期 67,414 16,759 42,699 新 9,132 31% 18% 67,015 64,255
(東京都大田区) 被管理 　 　 　 　 21% (H13.3期) 製造業 　 66.5%

宮城県中央信用組合 H13.11.9 H13.3期 35,938 2,196 24,696 新 5,827 30% 14% 35,275 33,749
(仙台市宮城野区) 被管理 　 　 　 　 24% (H13.3期) サービス

業
　 73.2%

黒磯信用組合 H13.12.7 H13.3期 42,656 4,254 27,243 新 11,592 28% 15% 41,196 36,828
(栃木県黒磯市) 被管理 　 　 　 　 43% (H13.3期) サービス

業
　 74.0%

馬頭信用組合 H13.11.16 H13.3期 11,423 3,262 4,543 新 904 12% 17% 11,133 10,963
(栃木県那須郡馬頭町) 被管理 　 　 　 　 20% (H13.3期) 製造業 　 41.4%

小川信用組合 H13.12.7 H13.3期 13,191 2,473 5,261 新 2,686 37% 17% 13,025 12,795
(栃木県那須郡小川町) 被管理 　 　 　 　 51% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 41.1%

岩手信用組合 H13.11.9 H13.3期 23,673 482 13,530 新 1,810 23% 17% 23,462 16,769
(岩手県大船渡市) 被管理 　 　 　 　 13% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 80.7%

岡山県信用組合 H13.12.7 H13.3期 184,575 41,236 112,752 新 28,687 24% 16% 179,783 177,054
(岡山県岡山市) 被管理 　 　 　 　 25% (H13.3期) サービス

業
　 63.7%

島原信用組合 H13.12.21 H13.3期 10,643 1,671 5,802 新 1,141 15% 22% 10,501 9,879
(長崎県島原市) 被管理 　 　 　 　 20% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 58.7%

両筑信用組合 H13.12.28 H13.3期 28,542 5,672 15,133 新 2,396 13% 11% 27,585 26,725
(福岡県浮羽郡吉井町) 被管理 　 　 　 　 16% (H13.3期) サービス

業
　 56.6%

神栄信用金庫 H14.1.18 H13.3期 38,235 2,318 22,285 新 4,380 33% 36% 36,938 32,843
(神戸市中央区) 被管理 　 　 　 　 20% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 67.9%

三栄信用組合 H13.11.22 H13.3期 106,341 18,926 69,086 新 23,245 36% 19% 105,737 102,297
(東京都杉並区) 被管理 　 　 　 　 34% (H13.3期) サービス

業
　 67.5%

信用組合京都商銀 H13.4.20 H12.3期 113,481 68 86,609 新 24,376 51% 21% 110,137 94,017
(京都市下京区) 被管理 (*) 　 　 　 　 28% (H13.3期) サービス

業
　 92.1%

長島信用金庫 H13.12.28 H13.3期 14,619 3,264 7,825 新 1,460 18% 25% 13,672 11,770
(三重県北牟婁郡

紀伊長島町)
被管理 　 　 　 　 19% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 66.5%

佐伯信用金庫 H13.12.28 H12.3期 76,406 4,731 44,457 新 4,364 12% 16% 73,197 65,062
(大分県佐伯市) 被管理 (*) 　 　 　 　 10% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 68.3%
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釧路信用組合 H14.7.8 ▲101 57% 73 97 16 1件 ①B 25%
(北海道釧路市) 事業譲渡 ▲49% 94% 208 89 　 - (X) 　

共立信用組合 H14.4.30 ▲204 50% 200 208 60 - ①C 26%
(東京都大田区) 事業譲渡 ▲50% 86% 469 194 　 - (X) 　

北央信用組合 H14.5.7 ▲176 51% 189 213 71 1件 ①C､② 28%
(北海道札幌市) 事業譲渡 ▲40% 94% 462 205 　 - (X) 　

北國銀行 H14.5.13 ▲10 35% 18 12 21 - ①C､② 8%
(石川県金沢市) 事業譲渡 ▲35% 60% 95 9 　 - (X) 　

熊本商銀信用組合
(熊本県熊本市) H14.5.20 ▲483 19% 217 480 50 2件 ①AB 36%

(譲受時に九州幸銀信組
に改称)

事業譲渡 ▲79% 61% 349 471 　 - (X) 　

共立信用組合 H14.6.10 ▲132 62% 134 143 38 - ①A､② 20%
(東京都大田区) 事業譲渡 ▲41% 93% 447 132 　 - 　

仙台信用金庫､
宮城第一信用金庫 H14.6.17 ▲58 42% 79 71 70 - ①A 18%
(仙台市青葉区､
仙台市青葉区)

事業譲渡 ▲31% 88% 253 62 　 - 　

那須信用組合 H14.6.24 ▲128 35% 123 135 43 - ①C､② 30%
(栃木県那須郡那須町) 事業譲渡 ▲55% 86% 277 124 　 - 　

那須信用組合 H14.6.24 ▲9 67% 21 16 4 - ②､①C 12%
(栃木県那須郡那須町) 事業譲渡 ▲30% 88% 85 14 　 - 　

那須信用組合 H14.6.24 ▲20 34% 24 22 11 -
①A､②､
③ 16%

(栃木県那須郡那須町) 事業譲渡 ▲49% 84% 98 21 　 - 　

気仙沼信用金庫 H14.7.8 ▲31 64% 34 38 21 - ①C､② 14%
(宮城県気仙沼市) 事業譲渡 ▲31% 90% 108 33 　 - 　

トマト銀行 H14.7.8 ▲267 64% 301 349 123 1件 ② 18%
(岡山県岡山市) 事業譲渡 ▲31% 96% 1,239 332 　 - (X) 　

たちばな信用金庫 H14.7.15 ▲13 75% 23 23 5 - ①C､② 20%
(長崎県諌早市) 事業譲渡 ▲28% 93% 85 21 　 - 　

筑後信用金庫 H14.7.15 ▲38 50% 39 29 29 - ①C､② 8%
(福岡県久留米市) 事業譲渡 ▲36% 90% 205 22 　 - 　

日新信用金庫 H14.5.20 ▲38 70% 33 43 44 - ①AB 10%
(兵庫県明石市) 事業譲渡 ▲22% 93% 176 38 　 - (X) 　

大東京信用組合 H14.5.27 ▲240 53% 248 251 91 1件 ①A 23%
(東京都港区) 事業譲渡 ▲43% 93% 724 238 　 - (X) 　

近畿産業信用組合､
整理回収機構 H14.5.27 ▲508 24% 198 503 103 1件 ①A 45%

(京都市下京区､
東京都中野区)

事業譲渡 ▲70% 75% 338 494 　 - (X) 　

紀北信用金庫 H14.6.3 ▲29 67% 24 29 4 1件 ①B､② 20%
(三重県尾鷲市) 事業譲渡 ▲41% 88% 74 27 　 - (X) 　

大分信用金庫 H14.6.10 ▲96 77% 108 93 28 - ①C､② 11%
(大分県大分市) 事業譲渡 ▲27% 96% 477 82 　 - (X) 　
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建設･不動
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(決算期)

都民信用組合 H13.12.21 H13.3期 118,651 23,635 82,782 新 15,945 16% 16% 116,219 109,645
(東京都荒川区) 被管理 　 　 　 　 19% (H13.3期) サービス

業
　 75.5%

池袋信用組合 H13.12.21 H13.3期 42,058 3,333 30,792 新 11,630 30% 13% 41,334 38,426
(東京都豊島区) 被管理 　 　 　 　 38% (H13.3期) サービス

業
　 80.1%

信用組合関西興銀 H12.12.16 H12.3期 1,205,721 16,178 967,423 新 109,693 40% 42% 1,159,247 1,091,422
(大阪市天王寺区) 被管理 　 　 　 　 11% (H13.3期) サービス

業
　 88.1%

栃木県中央信用組合 H13.12.7 H13.3期 40,256 2,678 25,595 新 9,549 33% 11% 39,614 38,739
(栃木県宇都宮市) 被管理 　 　 　 　 37% (H13.3期) サービス

業
　 66.1%

千葉商銀信用組合 H14.1.18 H13.3期 14,597 87 10,471 新 4,864 22% 31% 14,121 12,170
(千葉市中央区) 被管理 　 　 　 　 46% (H13.3期) サービス

業
　 86.0%

東京食品信用組合 H13.11.30 H13.3期 46,135 226 30,905 新 8,722 0% 79% 46,043 42,621
(東京都新宿区) 被管理 　 　 　 　 28% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 72.5%

第三信用組合 H13.11.30 H13.3期 40,233 3,470 26,387 新 9,042 30% 17% 39,878 38,187
(東京都中央区) 被管理 　 　 　 　 34% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 69.1%

東京信用組合 H13.6.15 H12.3期 16,184 1,910 11,161 新 2,454 23% 24% 15,896 14,177
(東京都千代田区) 被管理 (*) 　 　 　 　 22% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 78.7%

秋田県中央信用組合 H13.11.30 H13.3期 22,363 3,056 13,329 新 1,330 20% 13% 21,539 21,020
(秋田県男鹿市) 被管理 　 　 　 　 10% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 63.4%

東京中央信用組合 H13.6.8 H13.3期 25,946 4,834 17,788 新 6,418 16% 32% 29,390 27,948
(東京都千代田区) 被管理 　 　 　 　 36% (H13.3期) サービス

業
　 63.6%

石川たばこ信用組合 H14.1.25 H13.3期 4,984 2,797 1,275 新 187 11% 54% 4,502 4,437
(石川県金沢市) 被管理 　 　 　 　 15% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 28.7%

上田商工信用組合 H13.12.28 H13.3期 56,698 2,520 41,778 新 11,588 25% 21% 55,450 52,112
（長野県上田市) 被管理 　 　 　 　 28% (H13.3期) サービス

業
　 80.2%

厚木信用組合 H13.12.21 H13.3期 60,655 6,780 29,942 新 9,254 30% 12% 58,847 57,572
(神奈川県厚木市) 被管理 　 　 　 　 31% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 52.0%

千葉県商工信用組合 H13.5.11 H13.3期 108,814 3,469 86,903 新 47,677 34% 8% 115,007 113,158
(千葉市中央区) 被管理 　 　 　 　 55% (H13.3期) サービス

業
　 76.8%

相互信用金庫 H14.1.25 H13.3期 605,001 44,833 388,910 新 72,286 31% 22% 586,000 539,098
(大阪市阿倍野区) 被管理 　 　 　 　 19% (H13.3期) 製造業 　 72.1%

船橋信用金庫 H14.1.25 H13.3期 219,904 41,333 129,758 新 25,910 30% 15% 214,567 210,390
(千葉県船橋市) 被管理 　 　 　 　 20% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 61.7%

紀南信用組合 H14.2.15 H13.3期 13,977 2,196 6,157 新 206 13% 8% 13,471 13,309
(三重県熊野市) 被管理 　 　 　 　 3% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 46.3%

大分商銀信用組合 H14.3.1 H12.3期 8,215 29 6,891 新 1,818 14% 23% 7,842 7,726
(大分県大分市) 被管理 (**) 　 　 　 　 26% (H13.3期) その他の

産業
　 89.2%

暁信用組合 H14.3.15 H13.3期 9,922 5 7,874 新 2,868 1% 72% 9,893 8,886
(東京都中央区) 被管理 　 　 　 　 36% (H13.3期) 卸･小売､

飲食店
　 88.6%
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付保預金額 (備考)

救済金融機関
(所在地)

事業譲渡日
/処理方式

金銭贈
与額等
対負債
比率(損
失率)

資金援助関係のデータ(億円､%)

貸出金譲渡
損失額
/損失率

受皿承継率
金額ﾍﾞｰｽ
/件数ﾍﾞｰｽ

ペイオフ
コスト

金銭贈与額
当初/
現在

その他の資
金援助等

破綻原
因区分

同付加
情報

資産買取額

民事責
任追及

刑事責
任追及

荒川､日興､西京の3
金庫､第一勧業信組 H14.6.17 ▲249 47% 315 343 223 1件 ② 26%
(東京都荒川区､荒川
区､新宿区､新宿区)

事業譲渡 ▲40% 81% 724 307 　 - (X) 　

東京三協信用金庫 H14.6.17 ▲139 36% 128 140 63 - ①A 31%
(東京都新宿区) 事業譲渡 ▲55% 72% 262 130 　 - (X) 　

近畿産業信用組合､
整理回収機構 H14.6.17 ▲6,486 17% 3,201 6,834 1,483 3件 ①AB 57%
(京都市下京区､
東京都中野区)

事業譲渡 ▲77% 55% 4,753 6,581 　 有り (X) 　

栃木銀行 H14.6.24 ▲88 30% 82 85 67 - ①A 19%
(栃木県宇都宮市) 事業譲渡 ▲48% 80% 266 76 　 - 　

横浜商銀信用組合 H14.6.24 ▲54 22% 35 54 18 - ①B 36%
(横浜市中区) 事業譲渡 ▲64% 47% 65 51 　 - (X) 　

西京､朝日､興産､東
京産業の4金庫 H14.7.8 ▲97 36% 89 127 78 - ①C 25%

(東京都新宿区､台東
区､千代田区､目黒

事業譲渡 ▲43% 75% 185 117 　 - (X) 　

興産信用金庫､
大東京信用組合 H14.7.15 ▲80 48% 73 78 39 - ①A､② 19%

(東京都千代田区､
港区)

事業譲渡 ▲43% 89% 243 77 　 - 　

東京スター銀行 H14.7.15 ▲54 25% 50 69 20 1件 ①C､② 42%
(東京都港区) 事業譲渡 ▲62% 81% 86 67 　 - (X) 　

秋田信用金庫 H14.7.22 ▲21 30% 47 40 56 - ②､③ 12%
(秋田県秋田市) 事業譲渡 ▲32% 60% 163 27 　 - 　

東京スター銀行 H14.7.22 ▲77 68% 48 88 10 1件 ①B､② 29%
(東京都港区) 事業譲渡 ▲62% 94% 128 84 　 - (X) 　

北國銀行 H14.7.22 ▲3 17% 10 7 5 - ②､①C 12%
(石川県金沢市) 事業譲渡 ▲41% 74% 42 5 　 - 　

H14.8.5 ▲126 24% 161 163 155 - ①C､② 25%
事業譲渡 ▲45% 63% 340 141 　 - 　

平塚信用金庫 H14.8.12 ▲77 39% 105 84 93 - ①A､② 12%
(神奈川県平塚市) 事業譲渡 ▲38% 83% 416 73 　 - (X) 　

東京スター銀行､
銚子商工信用組合 H14.8.19 ▲380 38% 301 331 168 - ①A 28%
(東京都港区､
千葉県銚子市)

事業譲渡 ▲57% 88% 812 326 　 - 　

大阪信用金庫 H14.6.10 ▲868 60% 723 781 632 1件 ①A､② 12%
(大阪市天王寺区) 事業譲渡 ▲31% 94% 3,497 719 　 - (X) 　

東京東信用金庫 H14.6.17 ▲360 51% 533 460 351 - ①A 19%
(東京都墨田区) 事業譲渡 ▲30% 92% 1,553 400 　 - 　

新宮信用金庫 H14.6.17 ▲2 88% 9 7 14 - ②､①C 4%
(和歌山県新宮市) 事業譲渡 ▲3% 93% 106 6 　 - 　

九州幸銀信用組合 H14.7.15 ▲31 61% 15 26 4 - ①C 33%
(熊本県熊本市､H14.
5.20熊本商銀より改称)

事業譲渡 ▲60% 64% 24 26 　 - (X) 　

江東信用組合 H14.8.12 ▲32 58% 28 36 11 - ①C 33%
(東京都江東区) 事業譲渡 ▲49% 76% 49 32 　 - (X) 　

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

長野県信組､美駒信
組､長野信金､上田信

金､八十二銀行
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預貸率

有価証券

業種別貸出比率

その他の
業種

貸出金

リスク管理
債権

同 貸出金比率

整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

破綻日
決算期

破綻直前期における財務データ(百万円､%)

預金
総資産 総負債

建設･不動
産･金融
(決算期)

永代信用組合 H14.1.12 H13.3期 295,519 10,013 246,476 新 114,101 28% 25% 293,938 279,428
(東京都江東区) 被管理 　 　 　 　 46% (H13.3期) サービス

業
　 88.2%

石岡信用金庫 H14.3.1 H13.3期 356,374 97,232 148,564 新 29,292 18% 17% 342,892 337,150
(茨城県石岡市) 被管理 　 　 　 　 20% (H13.3期) サービス

業
　 44.1%

朝銀近畿信用組合 H12.12.29 H12.3期 840,393 1,791 558,385 新 72,272 44% 36% 811,514 639,251
(神戸市長田区) 被管理 　 　 　 　 13% (H13.3期) サービス

業
　 87.3%

朝銀東京信用組合
H11.5.21
破綻公表 H10.3期 432,056 229 302,474 　 NA 26% 39% 422,855 285,690

(東京都渋谷区) H12.12.29
被管理

(*) 　 　 　 　 NA (H13.3期) サービス
業

　 105.9%

朝銀千葉信用組合
H11.5.21
破綻公表 H10.3期 75,357 15 51,530 　 NA 53% 32% 74,230 53,219

(千葉市中央区) H12.12.29
被管理

(*) 　 　 　 　 NA (H13.3期) サービス
業

　 96.8%

朝銀新潟信用組合
H11.5.21
破綻公表 H10.3期 17,562 2 11,658 旧 536 26% 62% 16,665 15,237

(新潟県新潟市) H12.12.29
被管理

(*) 　 　 　 　 5% (H13.3期) サービス
業

　 76.5%

朝銀長野信用組合
H11.5.21
破綻公表 H11.3期 28,583 17 20,223 新 7,343 24% 42% 29,056 22,945

(長野県長野市) H12.12.29
被管理

　 　 　 　 36% (H13.3期) サービス
業

　 88.1%

朝銀関東信用組合 H13.8.24 H12.3期 314,480 1,116 233,430 新 41,768 24% 52% 299,530 234,283
(横浜市神奈川区) 被管理 (*) 　 　 　 　 18% (H13.3期) サービス

業
　 99.6%

中部銀行 H14.3.8 H13.9期 530,862 36,523 416,473 新 52,753 27% 17% 525,351 509,014
(静岡県静岡市) 被管理 　 　 　 　 13% (H13.3期) サービス

業
　 81.8%

石川銀行 H13.12.28 H13.9期 551,374 51,491 416,155 新 137,634 19% 41% 573,846 510,751
(石川県金沢市) 被管理 　 　 　 　 33% (H13.9期) サービス

業
　 78.2%

特例資産買取り(大阪府民､東京協
和､安全､コスモ､友愛の5信組の不良
債権の二次買取り)

175

174

173

177

179

180

178

176

172

171

－
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平成17年3月末現在

付保預金額 (備考)

救済金融機関
(所在地)

事業譲渡日
/処理方式

金銭贈
与額等
対負債
比率(損
失率)

資金援助関係のデータ(億円､%)

貸出金譲渡
損失額
/損失率

受皿承継率
金額ﾍﾞｰｽ
/件数ﾍﾞｰｽ

ペイオフ
コスト

金銭贈与額
当初/
現在

その他の資
金援助等

破綻原
因区分

同付加
情報

資産買取額

民事責
任追及

刑事責
任追及

東京東信用金庫､
昭和信用金庫 H14.9.17 ▲1,276 28% 1,042 1,502 450 2件 ①B 39%
(東京都墨田区､
東京都世田谷区)

事業譲渡 ▲63% 73% 1,874 1,142 　 有り (X) 　

水戸信用金庫 H14.9.24 ▲324 67% 342 356 173 1件 ①C､② 9%
(茨城県水戸市) 事業譲渡 ▲25% 98% 2,551 311 　 - (X) 　

H14.8.12 ▲2,800 20% 1,214 2,634 622 2件 ①AB 32%
事業譲渡 ▲68% 65% 2,455 2,572 　 有り (X) 　

ハナ信用組合､
整理回収機構 H14.12.29 ▲1,891 11% 574 2,086 210 1件 ①B 49%
(東京都渋谷区､
東京都中野区)

事業譲渡 ▲82% 35% 780 2,067 　 有り (X) 　

ハナ信用組合､
整理回収機構 H14.12.29 ▲326 9% 98 330 31 1件 ①AB 44%

(東京都渋谷区､
東京都中野区)

事業譲渡 ▲85% 25% 149 325 　 - (X) 　

ハナ信用組合､
整理回収機構 H14.12.29 ▲57 23% 33 52 6 1件 ①B 31%

(東京都渋谷区､
東京都中野区)

事業譲渡 ▲71% 52% 72 51 　 - (X) 　

ハナ信用組合､
整理回収機構 H14.12.29 ▲102 25% 46 104 15 2件 ①B 35%

(東京都渋谷区､
東京都中野区)

事業譲渡 ▲71% 38% 89 103 　 - (X) 　

ハナ信用組合､
整理回収機構 H14.12.29 ▲1,097 31% 503 1,094 180 1件 ①B 36%

(東京都渋谷区､
東京都中野区)

事業譲渡 ▲62% 52% 892 1,067 　 - (X) 　

H15.3.3 ▲522 75% 668 944 646 1件 ①C 13%
営業譲渡 ▲22% 93% 2,996 670 　 - (X) 　

H15.3.24 ▲1,656 20% 985 1,809 894 1件 ①B 30%
営業譲渡 ▲57% 87% 3,314 1,738 　 有り (X) 　

H12.12.25 159
(特例資産買取及
び損失補てん)

特例資産買
取額

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

兵庫ひまわり信用組
合､京滋信用組合､ミ
レ信用組合､整理回

収機構

日本承継銀行
(清水銀行､静岡中央
銀行､東京スター銀

行)

日本承継銀行(北陸
銀行､北國銀行､富山
第一銀行､金沢信用
金庫､能登信用金庫)

損失補填額
　　820

申請金融機関：全国
信用協同組合連合会
(東京都中央区)
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東邦相互銀行
(愛媛県松山市)

東洋信用金庫
(大阪府大阪市淀

川区)

釜石信用金庫
(岩手県釜石市)

大阪府民信用組合
(大阪府大阪市中

央区)

信用組合岐阜商銀
（岐阜県岐阜市）

東京協和信用組合
（東京都港区）

安全信用組合
（東京都港区）

友愛信用組合
(神奈川県横浜市

神奈川区)

兵庫銀行
(兵庫県神戸市中

央区)

コスモ信用組合
(東京都中央区)

福井県第一
信用組合

(福井県福井市)

太平洋銀行
(東京都千代田区)

破綻の原因･経緯

1

S46来島どっくグループの傘下に入り、以来海運・造船部門への集中的な貸出により業容、収益を拡大してきた
が、プラザ合意移行の円高進行による海運・造船関連の主要貸出先の業況悪化に伴いS61以降同行の貸出資産
内容も急速に悪化。債権償却の負担、資金繰りの困難化に加え、海運・造船への極端な取引傾斜による顧客基
盤の脆弱性等から自主再建を断念。

整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

6-1

6-2

9
S46に就任したT理事長の下で、不動産業、金融･保険業への融資を拡大。しかしバブル経済の崩壊に伴う不動産
価格の下落からH3頃を境に急激な資産内容の悪化に直面し、7年5月の東京都による検査で実質大幅債務超過
状態が発覚、同年7月に東京都は業務停止命令を発動した。

8
バブル経済期において本体及び関連ノンバンクを通じて積極的な不動産関連融資を行ってきたことから、バブル
経済の崩壊に伴い資産内容が急激に悪化。不動産価格の持続的な下落、阪神・淡路大震災の影響等により資産
内容が更に悪化し、H7.8に行われた大蔵省検査では実質債務超過状態が判明。自主再建を断念。

7

3
基幹産業であった新日鉄釜石製鉄所の合理化、高炉の完全休止に加え、200海里問題以降の水産関連産業の不
振、さらにはこれらに伴う人口の減少などから、主要貸出先が経営危機に陥ったため、不稼働資産が増加し、経
営内容が著しく悪化。

2

H3.8元支店長が取引先（尾上縫）の依頼により、巨額の架空預金証書及び質権設定承諾書を偽造し、取引先はノ
ンバンク等からの借り入れのために、偽造預金証書を担保として差し入れ、多額の融資を引出すという不祥事件
が発覚。その結果、ノンバンク10社、日本興業銀行及び富士銀行に多額（2,512億円）の債務を負うこととなり、単
独での営業が困難化。

4

S61新理事長就任後、規模拡大を目指し、大口預金を中心に預金増強を図る一方で、不動産関連貸出や特定先
（イトマン関連等）等への貸出を増加。しかし、H2頃より、イトマン問題の表面化や不動産市場の落ち込みから、経
営上の諸問題が報道され、預金の流出が相次ぎ極めて厳しい資金繰り状態に転落。H3.11大阪府、全信組連、富
士銀、大和銀、大信協の協力のもと再建計画をスタートさせたが、その後の不動産市況の一段の低迷から、4年
度決算では内部留保を使い果たし、自主再建を断念。

5
S61新理事長就任以来、規模拡大を目指し、大口預金を中心に預金増強を図る一方、特定先（暴力団系不動産会
社）等への大口貸出へ傾斜。しかし、平成2年頃より、特定先への大口貸付が固定化し、暴力団との癒着関係が
露見すると、預金の不安定化および経営状態の悪化を招き、自主再建を断念。

S58にS理事長就任後、理事長が関係するゴルフ場・不動産関連会社や親しい間柄にあった東京協和信用組合の
T理事長の関連するグループ向けへの大口融資を急速に拡大。バブル経済の崩壊により経営環境が激変し、景
気の長期低迷も加わり、不良債権が増加して経営危機に陥った。この間、資金調達を高利大口定期に頼った結
果、実質的な収益構造は逆鞘化。

S60にT理事長就任後、理事長の関係するグループ（イ・アイ・イ－インターナショナル）をはじめとするゴルフ場・レ
ジャー産業関連企業への大口融資を急速に拡大。バブル経済の崩壊により経営環境が激変し、景気の長期低迷
も加わり、不良債権が増加して経営危機に陥った。この間、資金調達を高利大口定期に頼った結果、実質的な収
益構造は逆鞘化。

S61､62頃を中心に、不動産・建築業等の中小企業者向けの貸出を積極的に増加。貸出先の多くは資金力・経営
力に乏しかったため、バブル経済の崩壊により債権は不良化。換価性の低い物件を担保としていたことも不良債
権増加に影響。

10

S60頃から主要取引先の眼鏡業者等の経営破綻や貸出中小企業先の経営不振によリ不良債権が増加。さらに、
M理事長の下で実施した、自らが代表である福井駅前事業関連の融資が、同事業の失敗により多額の不良債権
となったことや、大口貸出制限等の法令違反、不適切な融資審査・債権管理もあり不良債権が増大する一方で、
機械化の遅れによる不便さから預金量が減少したことで経営困難化。H6.8にS理事長に交代し、自主再建を図っ
たが、景気の停滞による取引先不振や経営環境の悪化による預金流出が重なり、自主再建を断念。

11

S63までの旧経営陣の下で量的拡大を狙った不動産融資偏重の経営を実施した結果、S63の大蔵省検査で大口
融資規制抵触を指摘。この解消のため、さくら、富士、東海、三和による4行支援が行われたが、バブル崩壊の影
響でこれらの過剰融資の多くが不良債権化。H4.6に経営効率化計画の策定実施とともに、4行による第2次支援が
行われたが、資産内容の悪化が一段と進み、実質債務超過状態に陥り再建を断念。

- 188 -



民事責任追及

（参考）H10.3.2判決→東洋信用金庫や木津信用組合などを舞台
に、巨額の預金証書を偽造、金融機関から株券をだましとるなど、
約2,700億円にのぼる詐欺、背任罪に問われた尾上縫被告に懲役
12年。

刑事責任追及

理事長(代表理事)が背任罪により起訴される。大阪高裁H8.3.8判決
(確定)→懲役3年･執行猶予5年。認定された犯罪事実は、同理事
長が、株の仕手戦や地上げに絡む資金の融資が発端となり、H1.2
～7融資先関係者らと共謀の上、その任務に違背して、簿外手形債
務処理という冒険的取引のために貸出規定等を無視して手形割引
名下に合計約267億円を不正に貸し出して同額の損害を与えたと
いうもの(雅叙園観光事件)。なお、1審判決は、本件不正融資後、さ
らにイトマン事件にも関与したものとしてマスコミから指弾され、本
件を含む一連の不良融資及びそれが報道されたことによる信用失
墜などが経営危機の原因の大きな部分を占めていると認定。

東京協和の代表理事Ｔ、安全の代表理事Ｓ及び専務理事Ｉらが背任
罪により起訴される。Ｔ：東京高裁H15.6.27判決→懲役３年６月（Ｔ上
告）。認定された犯罪事実は、Ｔが、東京協和の代表理事の任務に
違背して、返済能力のないゴルフ場経営会社やパチンコ店経営会
社等に対し、十分な担保を徴求することなく合計94億5,900万円を
不正に貸し付け、さらに、Ｓ及びＩと共謀の上、安全の代表理事等の
任務に違背して、同様に返済能力のないゴルフ場開発会社や休眠
会社等に対し、無担保あるいは十分な担保を徴求することなく、合
計126億9,500万円を不正に貸し付け、両信用組合に対し、総額221
億5,400万円の損害を与えたというもの。Ｓ：東京地裁H9.3.27判決
→懲役３年４月（確定）、Ｉ：東京地裁H8.8.1判決→懲役３年・執行猶
予４年（確定）。なお、融資先関係者４名も背任罪の共犯として起訴
され有罪判決を受けている。

Ｔ：東京地裁H10.12.15判決→約35億円の連帯保証債務の履行請求認容
（確定）。また、左記刑事背任事案等について、30億円の損害賠償請求訴
訟が提起されたがH9.9.3に和解成立（なおH16.6に合意書→合計12億円
支払済）。Ｓ：東京地裁H9.4.10判決→左記刑事背任事案等について50億
円の損害賠償請求認容（確定→1億1,700万円回収）。Ｉ：左記刑事背任事
案等について50億円の損害賠償請求について、H9.3.24に和解成立（800
万円支払済）。

コスモ信組代表理事理事長Ｔ、副理事長Ｓｊ、同Ｓａ、専務理事Ｆ及
び理事Ｙが背任罪により起訴される。東京地裁H13.2.20判決（いず
れも被告人控訴）→T懲役４年、Ｓｊ懲役３年・執行猶予４年、Ｓａ懲
役２年６月・執行猶予４年、Ｆ懲役２年６月・執行猶予３年、Ｙ懲役２
年・執行猶予３年。認定された犯罪事実は、十分な担保を徴さずに
行った不正融資による背任。

旧兵庫銀行取締役らに対し、衣料品通信販売等を業とする会社に対する
H3.4～H4.12の計10口の融資がずさんであったとして、損害額約33億円
の内金850百万円を請求。

コスモ信組代表理事理事長Ｔほか１０名・３社に対する総額50億8,100万
円の損害賠償請求訴訟提起。Ｔ：H14.6.20和解（9億8,726万1,000円支払
済）、Ｓｊ：H14.5.8和解（20百万円支払済）、Ｓａ：H14.6.17和解（29百万円支
払済）、Ｆ：H15.1.16和解（554万7,000円支払済）、Ｙ：H14.12.25和解（730万
円支払済）。理事Ｔｎ：H14.3.7和解（20百万円支払済）、理事Ｔｔ：H14.3.5和
解（2,273万7,000円支払済）、理事Ｔｍ：H14.3.7和解（20百万円支払済）、
理事Ｔｊ：訴え取下、融資先Ｔｗ：訴え取下、融資先Ｍ：H11.5.18和解（563万
7,000円支払済）、融資先３社：取下・和解（1億5,505万8,000円支払済）。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

山陽信用組合
(兵庫県宍粟郡山

崎町）

けんみん大和
信用組合

(神戸市中央区)

大阪信用組合
(大阪市淀川区）

木津信用組合
(大阪市浪速区)

三福信用組合
(大阪市中央区)

阪神労働信用組合
(兵庫県尼崎市)

北九州信用組合
(北九州市小倉北

区)

神奈川県信用組合
(横浜市南区)

阪和銀行
(和歌山県和歌山

市)

土岐信用組合
(岐阜県土岐市)

12

S60.8、元理事長らによる放漫経営から不良貸出金の増大により信用不安が発生。県・関係金融機関を含めた検
討の末、S61.4に兵庫銀行主導による15年間の再建計画をスタート。しかし、H7.8の兵庫銀行破綻により、支援体
制の維持が困難となり、さらに兵庫銀行関連ノンバンクの不良債権化、兵庫抵当証券の不良債権化ならびに特定
金銭信託勘定の多額の含み損等が加わり、自主再建を断念。

15

バブル期における不動産業向け融資の偏重、関連ノンバンクの實業ファイナンス㈱等を利用した杜撰な審査によ
る大口信用集中等のつけが影響し、H5には不良資産比率が8割を超えた。H6.10の大阪府検査で、長期的にも資
産内容が改善される可能性が少ないと判断され、H7.7のコスモ信用組合経営破綻報道以降の多額の預金流出の
中、H7.8に業務の一部停止命令が出された。

同組合は、兵庫銀行の親密信組であった神戸大和信用組合（余裕資金の運用失敗による多額の含み損および貸
出金の欠損金が存在)および兵庫県民信用組合が、兵庫銀行との業務提携に基づいた支援枠組みにつき、H4.10
に合併した組合。しかし、H7.8の兵庫銀行の破綻、兵庫銀行関連ノンバンクの特別清算等により、収益支援の枠
組みが崩壊したことに加え、長引く景気低迷に大震災の影響もあり、経営再建を断念。

14
H7.10の大阪府検査において、バブル経済の崩壊により不動産向けを中心とした不良債権が急増したことに加え、
他の信用組合の経営破たんが相次いで表面化した影響等から預金が流出し資金繰りが悪化している事態が判
明。大阪府を中心とした関係者が対応策を検討しH7.12に事業譲渡による処理策が合意された。

13

16

取引先が中小零細企業であったため、収益状況は厳しく、とりわけ、バブル崩壊後の経済全体の落ち込みにより
主な取引先の経営が悪化し、貸出金の不良化が進行。H8.6.10を基準日とする大阪府の定例検査では、資金繰及
び資産の両面にわたり悪化の度合いが進行していることが判明、かつ約25億円にのぼる架空資産が発覚。府に
対する虚偽報告等を理由にH8.2に業務改善命令を受けた以降も、粉飾等の計数操作を繰り返していた。このた
め、H8.11.8大阪府は預金の払戻し等を除く業務の一部停止を命じた。

18

S52の添田信用組合との合併後、元理事長ら経営陣の放漫経営から不良貸出金が増大し、S56年度決算期から
無配となった。S58.3.31時点で不良資産の欠損見込額は683百万円となり、S58に当時の経営陣を刷新するととも
に、福岡県、全信組連及び地元金融機関の支援のもとに10ヵ年の再建計画をたて、経営改善に取り組んだ。しか
し、貸出審査体制の著しい不備や度重なる不祥事件の発生、有価証券の運用の失敗等により、不良債権は再建
計画策定当初に比べて大幅に増大し、H5.3.31現在の不良資産の欠損見込額は25億9,400万円となり、当初の支
援期間を1ヵ年延長するとともに、抜本的な対策を講じる必要に迫られ、H9.6.10事業譲渡契約が締結された。

17

第2次オイルショックの影響を受けた開発業者、建設業者をはじめとする貸出先の倒産等により多額の不良貸出
金が発生し、経営不振に陥った。そのため、S63.11から兵庫県当局及び県下の関係金融機関の支援を得て再建
に取組んだものの、その後のバブル崩壊、景気低迷の長期化等によって経営環境が大きく変わるとともに、特定
金外信の含み損が拡大したこともあって、再建を断念。

19

H4.4.1逗子･横浜･金港の三組合が合併後、バブル崩壊に伴い、担保不動産の下落や貸出先の業績不振も重な
り、巨額な不良債権が発生。特定グループ企業への法令･通達違反の貸出金のほとんどが不良化。有価証券の
評価損も発生。合併前の一部不良債権について刑事告訴を行ったが、営業面で多大な影響を受けた。H5年度に
神奈川県から決算承認組合に指定され、経営再建に当たったが、環境は一段と厳しくなり、自主再建を断念。

21

H4頃から主要取引先の経営破綻や貸出中小企業者の経営不振に加え、大口貸出制限等の法令･通達違反によ
る特定企業への貸出金の不良化や融資審査･債権管理体制の不備などから、不良債権が増大し、経営状態の悪
化を招いた。自主再建の努力を重ねたが、不良債権の回収は進まず、取引先の経営不振や信用組合を取り巻く
経営環境の悪化もあって、H8年度の決算は多額の損失計上を余儀なくされ、自主再建は困難と判断。

20

S50代後半から不動産関連向け融資を積極化させてきたが、バブル経済の崩壊とその後の不動産価格の低下等
により資産内容の悪化が急速に進んだ。また、関連ノンバンク2社の不良債権問題に端を発した信用低下は、資
金繰り悪化等、銀行経営に容易でない状況をもたらした。H7.3に関連ノンバンク2社に対する支援を打ち切り(H7.4
特別清算申請)、H7.7には経営体制を一新し、合理化を進めるなど自主再建を目指したが、資産内容の改善は実
現せず、H8の大蔵省検査を通じ、自主再建が困難な状況であることが判明した。
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民事責任追及刑事責任追及

　民事①②③と同一事実（背任）
　理事長及び専務理事につき、更に詐欺罪（木津信組が破綻寸前
の時期に、これと経済的に一体で木津信組が破綻すれば同時に破
綻せざるを得ない木津信抵当証券が発行していた抵当証券を、買
い戻せる見込みもないのに、H7.8、買戻予定日には確実に販売金
額と同額で買い戻し利息の支払いもする旨の虚偽の事実を申し向
けて多数の顧客を誤信させ販売。被害額合計172百万円）。

民事責任追及①事案と同一事実（背任）。

①既に延滞債権約20百万円があった貸付先（理事長一族が実質支配）に
対し、実質無担保で株式投資資金30百万円を融資したのを皮切りに、延
滞を続ける同社に対して実質無担保もしくは大幅な担保不足かつ融資限
度額を超える融資を繰り返した。善管注意義務違反及び不法行為責任を
問うも、不法行為責任は認められず。
②丹波篠山の山林に宅地造成計画を有した貸付先に対し、大幅な担保
不足のまま合計419百万円の融資（うち315百万円は融資限度額潜脱の
ため迂回融資）、約330百万円が回収不能。損害賠償請求の構成は①同
様、不法行為責任も認める。

①理事長らが､同一族が実質支配するノンバンクの資金不足を受けて､
H5.9～H5.11(a)同じく一族が実質支配するトンネル会社に対して大阪信組
が有する預金担保のうち80百万円を恣に解放､(b)時価18百万円の土地
建物を上記トンネル会社に簿価で売却の上､これを担保に1億円を融資。
②理事長（ゴルフ場開発会社の株式57.5％を保有）らが、用地買収のみ
終了していたゴルフ場の資金不足を補ってこれを完成させるべく、H6.7～
H7.10、合計約21億円を迂回融資等。

①理事長らが、既に約84億円を貸付けていた大口融資先A(不動産及び
定期預金等は大幅な担保割れ)の資金不足を受けて、貸付金の返済も新
たな担保の提供も受けないまま、H6.12～H7.2同融資先の定期預金及び
定期積金合計約18億円の上に有した質権を放棄して同社の普通預金口
座に入金。
②H7.5.29、上記融資先Aから別会社が不動産を購入するための資金名
目で52億円を迂回融資。当該不動産に根抵当権を設定するも当初から
大幅な担保割れにより大部分が回収不能。
③被告らが、大口融資先Bの資金不足を受けて、H6.4ﾍﾟｰﾊﾟｰｶﾝﾊﾟﾆｰを通
じて22億円を迂回融資。実質Bが提供した土地は具体的な開発計画もな
い山林で固定資産税評価額も約10万円に過ぎず、全額が回収不能。

（参考）RCC関与者責任追及本部の弁護士らにおいて、神戸大和信組時
代の不正融資案件発見を目的に調査を行い、一部グループ企業に対す
る大口融資規制違反かつ返済計画・担保不十分の融資につき、責任追
及を検討した模様であるが、結局、証拠収集上の難を理由に調査終了
（H12.6)。

①（背任）
　既に経営の悪化した先に対し、大幅な担保不足のまま、合計125
百万円を迂回融資、同額の損害。
②（有印私文書偽造・行使）
　資産の過大計上（全国信用協同組合連合会への預け金残高を操
作）が大阪府検査で発覚するのを免れようと企て、残高証明書を偽
造、大阪府職員に提出して行使。
※①につき、預保・RCC連名で大阪府警に告発。

　情実融資。役員に対する貸付については、知事に対して半期ごとの報
告書を提出することで監督を受けることと定められていたところ、役員に
株式投資資金等を融資するため、上記監督を潜脱するべく迂回かつ大幅
な担保割れの融資を繰り返した。提訴対象融資は12本合計約100百万
円、うち約59百万円が回収不能。善管注意義務違反。

（参考；借り手による詐欺）
　民事事案の背景となった大雄グループに対する既貸付分（右記
下線部分）の一融資（250百万円）につき、借り手側が司法書士と共
謀して担保価値を偽り騙取したとして公判請求。

　合併前の逗子信金末期の駆け込み融資。既に多額の融資をして大部
分が回収不能となっていた相手先債務者に対し、合併直前に大幅な担保
割れ・融資限度額潜脱のため迂回等の手法で合計800百万円 を融資、
全額回収不能。善管注意義務違反。

①事業実態のない企業舎弟に対する杜撰融資。業界紙「SEIKAI」に阪和
銀行創立者一族及び被告橋本らによる乱脈経営の批判記事が連載され
たため、被告らが企業舎弟の実質的経営者たる暴力団組長に連載中止
の便宜を依頼、その見返りとして大幅な担保割れのまま２本合計590百万
円を融資。約290百万円が回収不能。善管注意義務違反。
②債務超過状態にある延滞債務者に対し、阪和銀行行員による着服事
案を口外しないことの見返りとして融資。従前の融資残高を一本化し金利
減免すると共に、新たな担保を取らず30百万円を新規融資、約29百万円
が回収不能。善管注意義務違反。
③総額4,200百万円の延滞ある不良債務者につき、同社から徴していた
不動産担保（順位２番の根抵当権）が任意売却された際、実際には分配
に与れたのに何ら売却代金の内入れを受けるでもなく根抵当権抹消。売
却代金から回収できた筈の約360百万円が損害。善管注意義務違反。

　極めて経営状態の悪い２先の債務者に対する杜撰融資。融資限度額を
超え、大幅な担保割れで融資を反覆。回収不能額合計約450百万円。

（特別背任）
　民事①事案のうち１本の融資につき公判請求。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

東海信用組合
(岐阜県岐阜市)

田辺信用組合
(大阪市東住吉区)

朝銀大阪信用組合
(大阪市北区)

逓信信用組合
(東京都港区)

豊信用組合
(東京都北区)

福徳銀行
(大阪市中央区)

なにわ銀行
(大阪市西区)

西南信用組合
(東京都新宿区)

京都共栄銀行
(京都市下京区)

品川信用組合
(東京都品川区)

北海道拓殖銀行
(札幌市中央区)

23
S63からH5において急速に業容を拡大させたが、その後の地価下落とともに不良債権が急増し、経営状態が急速
に悪化した。H8.8の大阪府の検査では不良債権額が7割を超え、実質大幅な債務超過となったほか、大口預金を
中心とした預金流出が続いたことから資金繰りの先行きが極めて厳しい状況となり、自主再建を断念した。

22

S40代後半からS50代前半にかけての二協同組合等特定先に対する不動産事業等への多額な融資が不良債権
化し、大口貸出規制等の法令違反や不適切な融資審査･債権管理もあり、不良債権が増大し、経営困難に陥っ
た。岐阜県の指導のもと、経営再建に着手したが、不良債権の回収は進まず、経営改善が図れなかったことか
ら、自主再建を断念。

26

バブル経済の崩壊により、大口化した不動産･建設の両業種向け貸出や法令･通達で定める貸出限度額を超過し
た貸出が不良債権化し、経営を圧迫。再建に努めたが、不良債権の整理が進まず、H9年度の決算では早期是正
措置制度の導入に伴い自己査定に基く多額の不良債権処理を行った結果、多額の損失を計上。自主再建を断
念。

25
H9.6に発覚した職員が関与した架空名義使用の不正融資による影響で業績は低速。また有価証券運用において
も投資信託や株式等元本保証のない運用が多く、多額の損失を計上した。この結果、収支悪化から経営不振に
陥ったため、経営再建に取り組んだが、自主再建は困難と判断した。

24

バブル経済期、他の金融機関との競争のなかで多額の大口、高金利預金を受け入れ、それを不動産関連融資に
向けたところ、その後のバブル経済崩壊により大口取引先への不動産関連融資の不良化と景気の停滞による中
小企業者の経営不振に加え債権管理体制の不備等から不良債権が増大し資産内容の悪化が顕著となった。こ
のため、経営改善３ヵ年計画を策定し経営体質の改善に努めたが、実質債務超過に陥ると共に資金繰りも逼迫し
正常な事業を維持することができなくなり、近畿地方の朝銀５信組の合併によって設立された朝銀近畿信用組合
に事業譲渡することとなった。

福徳銀行となにわ銀行の両行は、バブル期に不動産、建設、金融業向け貸出を中心に体力を無視した拡大を
図ったが、その後のバブル崩壊と長引く不況の中でそれらの大宗が不良化することとなった。
しかも前者においては、関連ノンバンク支援に経営資源を費消したため、銀行本体の不良債権処理は後手に回る
こととなった。
後者においても関連ノンバンクの営業貸付金の劣化により支援負担が増大していた。
このような折、H9.12に預金保険法が改正され、経営不振行同士の合併、いわゆる｢特定合併｣のスキームが整備
され、両行は同スキームを利用して不良債権を切離し、資産内容を改善して生き残りを図ることとした。

28

S63.2総栄信用組合を合併後、業容拡大の中で貸出が不動産業、建設業に傾斜し、それがバブル経済の崩壊と
それに続く景気の低迷から不良債権化し資産内容が大きく悪化した。
これに伴い、東京都検査における資産分類額も相当な額にのぼるようになり、H6.3には東京都より決算承認組合
と指定され、再建を図るべく経営のリストラに着手したが、不良債権の増加とその質の悪化が更に進み、H8.11の
東京都検査では実質的には債務超過との指摘を受けるまでになり、早期是正措置の導入を控えて自力再建を断
念した。

29

バブル経済崩壊後、不動産業の経営破綻や主要取引先である中小企業の経営不振に加え、不動産業に偏った
貸出先の業種是正が遅々として進まず、不良債権の増加とともに収益が悪化し、さらには銀行経営の存続に係わ
る信用の低下という事態を招いた。このような状況の中で、H8.3にリストラ計画を策定し、経営全般に亘る合理化
を進めるとともに、不良債権の回収に取組んだが、長引く景気の低迷と不動産市況の悪化等から遅々として進ま
ず、H9.4の大蔵省検査では貸出金の分類率が41.7%に達し、実質的に大幅な債務超過となり、H9.9中間決算で多
額の損失計上がやむを得ない状況となり、営業を継続することは困難かつ不適切との判断に至った。

30

H2頃から主要取引先の経営破綻や貸出中小企業者の経営不振に加え、大口貸出制限等の法令･通達違反によ
る特定企業への貸出金の不良化や融資審査･債権管理体制の不備などから不良債権が増大し、経営状態の悪
化を招いた。このような状況の中で、自主再建の努力を重ねたが、長引く景気の低迷や資産デフレなどから、不良
債権の回収は進まず、取引先の経営不振や信用組合を取り巻く環境の悪化もあって、経営体質の改善は叶わ
ず、H9年度の決算は多額の損失計上がやむを得ない状況となり自主再建は困難と判断するに至った。

31

S60年代以降のいわゆるバブル期における業務運営の失敗とその後のバブル経済の崩壊、景気低迷もあり、結
果として多額の不良債権を抱えることとなった。このため経営再建を図るべく、不良債権の整理･回収に注力する
とともに、店舗の統廃合、所有不動産の売却、人員の大幅削減等、厳しいリストラに取り組んできたほか、H9.4に
北海道銀行との合併準備に入ることで基本合意に至った。しかし、財務基盤をはじめとする経営の骨格について、
北海道銀行との認識の差を解消できず、H9.9に合併期日を延期したことから、預金の減少、格付の低下、株価の
下落という厳しい評価に直面し、金融市場からの資金調達が困難となり、資金繰りに重大な支障をきたす事態に
陥った。

27-1

27-2
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民事責任追及刑事責任追及

　個人を含む５先に対する杜撰融資。既に多額の延滞ある暴力団組長の
妻（露天商）に対し、大幅な担保割れ（かつ組長名義の土地建物）ながら
合計40百万円を融資等。５先合計融資額約427百万円。回収額を考慮し
て約294百万円に請求減縮。善管注意義務違反。

　３先に対する杜撰融資。いずれも既に多額の延滞ある大幅赤字ないし
債務超過会社に対し、大幅な担保割れかつ大口融資規制違反の融資。３
先合計融資額約10億円、ほぼ同額が回収不能。善管注意義務違反。

（背任）　かねてより貸付金の延滞が多額にあり東海信組の経営不
健全化の原因と目されていた岐阜県綜合協同組合及び岐阜商工
企業協同組合（東海信組設立母体）に対し、H4.10.26、保証能力に
欠ける人的担保のみで約50百万円を迂回融資、同額の損害。

①情実融資｡既に合計約350億円の不良貸付があった不動産･パチンコ業
経営者(H6.3まで朝銀大阪信組の非常勤理事)に23億6,800万円､同人が
実質経営する不動産開発会社に20億3,700万円を融資(一部迂回融資)､
全額回収不能。
②情実融資(過振り)。上記経営者に対し､同人振出の約束手形が支払期
日に提示される都度､同人の当座預金口座(当座貸越契約なし)には決済
する残高が不足していたが､いずれも不渡りにせず支払を行い、実質融
資。手形17通､額面合計約816百万円､全額回収不能。善管注意義務違
反。

　杜撰融資。既に合計約400百万円の不良貸付があった２社及び両社の
実質的経営に対し、大幅な担保割れのまま合計450百万円を融資（一部
迂回融資）、ほぼ同額回収不能。善管注意義務違反。

①　頭取が実質所有する土地上に福徳銀行の関連会社が車庫を建築し
た上、銀行が賃料支払。上記車庫は、福徳銀行の迎賓館「松寿庵」計画
の一部として建築されたものであり、H4.4に同計画が頓挫した以後は本
来無用。福徳銀行は同車庫の鍵すら保管せず、専ら被告松本が私的に
使用。期間中の支払額約16百万円の損害賠償請求。
②　㈱京都厚生会に対する杜撰融資（H4.2～H4.5実行）。スーパーマー
ケット業を営む㈱京都厚生会は、関連金融会社コーショウクレジットを設
立。同クレジットはノンバンクから資金調達（京都厚生会が保証）して貸出
を行っていたが、貸出の大部分が不良債権化。ためにコーショウクレジッ
ト・京都厚生会とも破綻懸念大であったのに大幅な担保割れのまま、同ク
レジットに対する利払支援用資金等の名目で３本合計約870百万円を京
都厚生会に融資。約790百万円が回収不能。

H5.3.31関連ノンバンクである｢なにわファイナンス｣の不良貸付3先に対
し、回収不能を来すことを知りつつ合計12億2,200万円を肩代わり融資、
約474百万円が回収不能。

　大蔵省による特定合併あっせん後のH10.9、かねて不良貸付けの
累積していた債務者に対する不良債権隠蔽による自己保身を企
て、債務者をして新会社を設立させるとともに、新会社を債務者の
連帯保証人とする根保証契約を締結した上、新会社に対して大幅
な担保割れのまま新規融資（形式上賃貸マンションの購入資金と
し、購入したマンションを担保に供させるも大幅な担保割れ。賃貸に
よる収益計画も明らかに達成困難。）。３件合計約86億円。

　かねて多額の不良貸付（最終的には本件各融資も含めて約30億円）あ
るグループ企業の一社に対して、事業実態がなく回収極めて困難である
ことを知りつつ（「所有マンション改修工事代金支払資金」名目ながら同社
はマンション所有しておらず、迂回融資であること明白）、大幅な担保割れ
のまま総額750百万円を融資、約630百万円が回収不能。内金請求。善
管注意義務違反。

（特別背任）
基本的に民事⑤と同じ事実。

①（栄木不動産案件）
　内規に反して行われた過振り決済資金の融資、及び仕手戦資金の融資
②（ミヤシタ案件）
　小豆、乾繭の相場操縦資金を担保不十分なまま融資
③（エスコリース案件）
　不良貸付を行なっているノンバンクに保全不十分なまま融資
④（カブトデコム案件）
　財務基盤脆弱なカブトグループに保全不十分なまま融資
⑤（ソフィアグループ案件）
　改善困難な不採算事業に保全不十分なまま融資
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

德陽シティ銀行
(仙台市青葉区)

中国信用組合
(大阪市北区)

六甲信用組合
(神戸市灘区)

豊栄信用組合
(東京都千代田区)

太平信用組合
(大阪府枚方市)

東興信用組合
(東京都江戸川区)

長岡信用組合
(新潟県長岡市)

大和信用組合
(大阪府東大阪市)

奈良県信用組合
(奈良県五條市)

静岡商銀信用組合
(静岡県静岡市)

湘南信用組合
(神奈川県平塚市)

33

バブル経済期において業容の拡大を推し進め、バブル経済崩壊後の地価の下落に伴う担保不動産の価格の下
落や貸出先の業績不振も重なり不良債権が急増。これにより経営状態が急速に悪化し、H10.3決算において大幅
な債務超過となったほか、大口預金者を中心とした預金の流出が続いたことなどから資金繰りも極めて厳しい状
態となり、正常な事業の継続ができなくなった。現経済情勢下での不良債権の早期回収は困難であり、自主再建
を断念した。

32

S54.9の簿外保証報道で明らかになった不良債権問題で低下していた顧客からの信頼の回復を図り、H2.8には普
通銀行転換を果たしたが、H6.6には平成銀行構想の白紙撤回の過程で、不良債権額が大々的に報道されたこと
から信用不安が一気に高まり、業績は低迷を続けることになった。H8.3に経営改善計画を策定し、不良債権処理
に道筋を付けるべくH8.3期に住専処理を含む145億円の貸出金償却を実施し、H9.3期も81億円の不良債権処理を
行った結果2期連続赤字となった。リストラ策を推進してきたが、相次ぐ金融機関の破綻等の影響や、早期是正措
置をにらんだ金融機関の再編･淘汰の憶測もあって、個人預金を中心に預金流出は大きく、特にH9.11は大手金融
機関の経営破綻が続いたことから、株価が額面割れし、預金等の流出も著しく、資金繰りが行き詰まるに至った。

34

S57頃には経営基盤の拡大を図るため、店舗の増設を行い、業容の拡大に努めたが、結果的にはその後の円高
不況やバブル崩壊により、当時の貸出金を中心に不良債権の増加を招くこととなった。不良債権の回収を図るも、
不動産市況の低迷や長引く不況、さらには震災の影響等により経営環境が大きく変わる中で、思うように進まず、
さらに早期是正措置制度の導入により同不良債権の抜本的な処理を余儀なくされる中、自主再建を断念。

35

バブル経済の崩壊により、大口化した不動産･建設の両業種向け貸出や、法令･通達違反による特定企業への限
度額を超過した貸出が不良債権化し、経営を圧迫することとなった。
このような状況の中で、自主再建の努力を重ねたが、長引く景気の低迷や資産デフレなどから、不良債権の回収
は進まず、取引先の経営不振や信用組合を取り巻く環境の悪化もあって、経営体質の改善は叶わず、H9年度の
決算は多額の損失計上がやむを得ない状況となり自主再建は困難と判断するに至った。

37

融資審査に厳正さを欠き、S50年代後半から不良債権が急増、有価証券の運用失敗も加わり、経営が悪化。さら
に、いわゆるバブル経済の崩壊による経営環境の激変と、その後の長引く景気の低迷により経営は一段と圧迫さ
れることとなった。
このような状況の中で、経営体制の立直しを行う一方で、不良債権の回収や経費の節約、人員整理等を行うこと
で再建に努めてきたが、厳しい経営環境下にあって、不良債権の整理が遅々として進まず、H9年度の決算状況は
自己査定基準に照らして不良債権償却を行ったため、多額の損失計上がやむを得ない状況となった。

36
バブル経済崩壊後、地価の下落とともに建売住宅業者等の不良債権が増加し、加えて早期是正措置制度の導入
に伴い、H10.3決算において大幅な債務超過となり、正常な事業の継続ができなくなった。現経済情勢下での不良
債権の早期回収は困難であり、自主再建を断念した。

38

S40年代から法令違反の大口融資が増大し、役員の独断専行による不正融資の発生、さらには貸出審査体制の
著しい不備や債権管理の不徹底などにより、S50年代には多額の融資が不良債権化し経営悪化を来たした。その
後、資産内容の改善や経費節減により経営の建て直しに取り組んできたものの、長年にわたる業績沈滞により収
益力が低下する一方、取引先の業績不振などが重なり、資産内容の改善は思うように進まず、加えて余裕資金運
用を証券投資に向けた結果、バブル経済の崩壊に伴い、多額の含み損を抱えた。収益体質は徐々に改善されて
きたが、H9年度の決算は、自己査定基準に照らして不良債権償却を行ったため、多額の損失を計上するに至っ
た。

39

H4頃から主要取引先の経営破綻や貸出中小企業者の経営不振に加え、不動産等特定業種への融資偏重などか
ら、不良債権が増大し、経営状態の悪化を招くこととなった。このような状況の中で、不良債権の回収、経営の効
率化及び収益強化による経営体質の改善を最重点に挙げ、自主再建の努力を重ねたが、長引く景気の低迷や資
産デフレなどから、不良債権の回収は遅々として進まず、また、取引先の経営不振や信用組合を取り巻く経営環
境の悪化もあって、経営体質の改善は叶わず、H9年度の決算は多額の損失計上がやむを得ない状況となり、自
主再建は困難と判断した。

40

第一次オイルショック(S48.10)及び第二次オイルショック(S53.12)以降の景気後退により、木材･木材加工業･チップ
製造業等の倒産等、地場産業が急激に衰退し、徐々に貸出金の減少及び不況業種の割引手形の激減により当
組合の預貸率は下降の一途を辿った。このため余資の運用による収入を目論み、S60に債券運用を行ったが、失
敗し巨額の損失を抱えることとなった。S62年を初年度とする5ヵ年の経営再建計画を策定し、奈良県当局の指導
下で経営再建にあたったが、環境は一段と厳しさを増し、早期是正措置の導入等もあり、自主再建は困難との判
断に達した。

41

H2頃から主要取引先の経営破綻や貸出中小企業者の経営不振に加え、大口貸出制限等の法令･通達違反によ
る特定企業への貸出金の不良化や融資審査･債権管理体制の不備などから、不良債権が増大し、経営状態の悪
化を招いた。
自主再建の努力を重ねたが、長引く景気の低迷や資産デフレなどから不良債権の回収は遅々として進まず、取引
先の経営不振や信用組合を取り巻く経営環境の悪化もあって、H9年度の決算状況は多額の損失計上が止むを
得ない状況となり、自主再建は困難と判断するに至った。

42

バブル経済の崩壊により、大口化した不動産･建設の両業種向け貸出や、法令･通達違反による特定企業への限
度額を超過した貸出が不良債権化し、経営を圧迫することとなった。H6.9には中長期計画(再建計画)を作成し
（H8.8に見直し）、積極的なリストラ策を講じてきたが、長引く景気の低迷や資産デフレなどから不良債権の回収は
遅々として進まず、取引先の経営不振や信用組合を取り巻く経営環境の悪化もあって、H9年度の決算は、自己査
定の結果に基づく償却･引当を実施することによる多額の損失計上が止むを得ない状況となり、自主再建は困難
と判断するに至った。
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融資の受け皿として設立されたペーパーカンパニーに対し、大幅な担保
割れかつ実現困難な宅地開発プロジェクト資金として総額822百万円を融
資、約606百万円が回収不能。

　自動車解体・販売業及びパチンコ業を営んでいた被告人Ａ（静岡
商銀非常勤理事、民団静岡地方本部役員）に対する不良貸付は残
高約700百万円に及んでいた。被告人B（静岡商銀専務理事）は、
自ら静岡商銀から借り入れた金員を被告人Ａに又貸ししていたた
め、同人の資産悪化を見て早期回収を図ろうと企て、H8.9.30、その
原資等として85百万円を被告人Ａに新規融資。

　不動産業等を営む訴外会社に対し、大口融資規制に違反し、大幅な担
保割れのまま、漠然とした「運転資金」名目で７本合計525百万円を融資、
全額回収不能。内規上必要な審査理事会の承認も得ず、理事長を中心
として融資決定、実行。

　湘南信組は、被告人Ａ（同信組非常勤理事）が実質経営する２社
に対して計約677百万円の不良債権を有していた。被告人らは、県
の平成６年度検査で多額の不良債権の存在を指摘されたのを機
に、不良債権を隠蔽して保身を図ろうと企て、営業実態のない別会
社（被告人ら出資で平成元年に設立）に600百万円を出資名目で実
質融資、同社をして上記２社保有の不動産（実勢価格約185百万
円）を700百万円で購入させ、両社から上記677百万円を返済させ
た。

　湯河原町内で温泉リゾート開発を行っていた訴外会社（H4当時、大口融
資規制による湘南信組の融資限度額は約333百万円であるのに対し、既
に貸付残高で約225百万円超過）に対する迂回融資。同会社の家族、友
人が設立したダミー会社２社に対し、運転資金あるいは造成資金名目で
５本合計910百万円を融資、うち約880百万円が回収不能。主な担保は造
成対象の山林であり、リゾート開発成功を前提に約24億円と担保評価し
ているが、実態は約85百万円程度の山林に過ぎない。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

日本貯蓄信用組合
(大阪市中央区)

西武信用組合
(埼玉県川越市)

神奈川商工
信用組合

(川崎市川崎区)

信用組合山口商銀
(山口県宇部市)

島根商銀信用組合
(島根県松江市)

河内信用組合
(大阪府松原市)

相模原信用組合
(神奈川県相模原

市)

みどり銀行
(神戸市中央区)

埼玉商銀信用組合
(埼玉県浦和市)

北海商銀信用組合
(札幌市中央区)

高島信用組合
(滋賀県高島郡新

旭町)

43

バブル経済崩壊後の地価の下落に伴う担保不動産価格の下落や貸出先の業績不振も重なって不良債権が急増
し、経営状態が急速に悪化。加えて早期是正措置制度の導入に伴い、H10.3決算において大幅な債務超過とな
り、正常な事業の継続ができなくなった。積極的な収益管理を行い経営体質の強化を図ったが、現経済情勢下で
の不良債権の早期回収は極めて困難となり、自主再建を断念した。

44

バブル経済の崩壊により、大口化した不動産･建設の両業種向け貸出や、法令･通達違反による特定企業への限
度額を超過した貸出が不良債権化し、経営を圧迫することとなった。自主再建の努力を重ねたが、長引く景気の
低迷や資産デフレなどから不良債権の回収は遅々として進まず、取引先の経営不振や信用組合を取り巻く経営
環境の悪化もあって、H9年度の決算状況は、多額の損失計上が止むを得ない状況となり、自主再建は困難と判
断するに至った。

45

自己資本の減少に伴う法令限度額を超えた大口貸出の発生とその不良化、バブル崩壊後の地価の下落、景気低
迷の長期化、主要取引先である不動産･建設業などの業績不振に加え、融資審査･債権管理体制の不備もあり、
不良債権が増大し、経営を著しく圧迫することとなった。自主再建の努力を重ねたが、長引く景気の低迷や資産デ
フレなどから不良債権の回収は遅々として進まず、信用組合を取り巻く経営環境の悪化もあって、H9年度の決算
状況は、多額の損失計上が止むを得ない状況となり、自主再建は困難と判断するに至った。

47

S50年代後半から業容拡大を目指して行った貸出金の不良化が進み、資産内容の悪化が顕著となり経営不振に
陥った。このため経営の改善を目指し、経営体制の一新、系統組合の支援を受けながら不良資産の回収と良質
資産の増強、経費の削減等に努めるなど積極的に収益管理を行い経営体質の強化を図ったが、H10.3決算にお
いて大幅な債務超過となり、正常な事業を維持することができなくなった。現経済情勢下での不良債権の早期回
収は極めて困難であることから、自主再建を断念した。

46

バブル経済期に韓国系金融機関をはじめとする大口取引先等から預金を集め、それを特定取引先の融資関連に
運用した。その後バブル経済崩壊により不動産市場の低迷の影響と景気の停滞により、主力取引先の経営破綻
やその他の債務者の経営不振に加え、大口貸出制限等の法令･通達違反による特定企業への貸出金の不良化
や融資審査･債権管理体制の不備などから破綻懸念先以下の融資残高が全体の2割近くを占めるに至り、経営状
態の悪化を招くこととなった。また、韓国系金融機関をはじめとする預金大口先よりの預金流出により資金繰りも
逼迫するなど厳しい経営を余儀なくされ経営不振に陥った。

48

バブル経済期において業容の拡大を推し進めたが、バブル経済の崩壊による不動産市場の低迷の影響と景気の
停滞により、大口取引先をはじめとする債権者の業況悪化を受けて貸出金の不良化が進み、経営不振に陥った。
不良債権の回収と良質資産の増強、経費の節減等、経営体質の強化を図ったが、不良債権の回収は思うように
進まず、H10.3決算において大幅な債務超過となるとともに、正常な事業を維持することが困難な状況となり、自主
再建を断念した。

49

S63.6.24に発覚した大和支店の不祥事件にかかる総額約71億円にのぼる損害金のうち、約3.7億円は関係当事
者から弁済されたものの、計画では、残りの補填については、関係当事者からの回収、組合所有不動産の売却、
業務利益によることとしていたものの、バブル経済の崩壊による深刻な不況や不動産価格の下落から計画通りに
は進まず、損害金の大半が補填不能となった。また、建設･不動産業を中心として貸出先の不良債権も急増し、自
主再建の努力を重ねたが、不良債権の回収は遅々として進まず、取引先の経営状況の悪化もあって、H10.3期決
算では大幅な償却を行うことが必要となり、債務超過に陥り、事業の譲渡を決断するに至った。

51

小規模の小売業、飲食業、サービス業に対する融資のほか、不動産業、建設業に多額の融資を行っていたが、大
口貸出制限等の法令･通達違反による特定業種に集中した大口融資先の延滞発生、また、いわゆるバブル経済
の崩壊により経営環境が激変し、その後の長引く不況と地価の下落による土地関連融資の停滞から貸出金に対
する保全不足が拡大するなど厳しい経営環境が続き、更には審査管理体制の不備もあり不良債権が増加した結
果、収益状況が悪化し経営不振に陥った。経営再建の努力を重ねたが、H9年度の決算は不良債権等の償却もあ
り、多額の損失を計上し、自主再建を断念するに至った。

50

H7.8兵庫銀行の経営破綻に際してH7.10に設立されたが、H8.1の営業譲渡時の預金保険機構からの金銭贈与は
ペイオフコストの範囲内にとどまらざるを得なかったため、1,785億円計上した営業権の償却の他、震災(H7.1)後の
地域経済の落込み、不良債権の更なる劣化等による貸出金利回りの低下、金融不安の発生に伴う預金利回りの
高止まり等を主因に預貸金利鞘が縮小し、また、当時は回収可能とされていた不良債権を中心に回収を上回る
ピッチで劣化が進んだこと等から、H10.3期までに債務超過となり、抜本的対応策が必要と判断するに至った。

52

大口貸出金の不良化、融資審査･債権管理体制の不備及び景気停滞による主要取引先企業の業績不振などか
ら、不良債権が増加し、経営を著しく圧迫することとなった。北海道、全信組連、北海道内信用組合業界による利
鞘支援や韓国人信用組合業界による低利の資金支援を長期にわたって受けることにより収益を補っていたが、そ
の利鞘支援もH7年度末に終了し、H8年度以降は収支が厳しい状況となった。H9年度は、多額の不良債権のうち
回収不能と判断される貸出金について償却を行うとともに、H8年度以前に資産計上していた未収利息の未回収
分を償却したことにより、多額の債務超過状態となり、自主再建は困難と判断するに至った。

53

地元経済(滋賀県湖西地区:綿織物や扇骨などの産地)の低迷により貸出金が伸び悩んだこともあり有価証券によ
る資金運用に大きく依存した経営体質が続いた結果、有価証券相場の下落により多額の含み損が発生し、収益
を大きく圧迫することとなった。加えて、バブル経済の崩壊、長引く不況による債務者の経営悪化により、貸出金の
不良化が進んだ。経営改善に向け努力をしたが、不良資産の解消が思うようにはかどらず､また､H9.6に簿価21億
円の株式を外国私募債と交換していたが､これを時価で計上するよう指導を受け､H10.3期において大幅な債務超
過となり､自主再建は困難との結論に達した。
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　杜撰融資。既に他金融機関からの借入金負担約265億円あるグループ
企業（直近決算期の当期利益4百万円程度）の一であり飲食店経営を業
とする会社に対し、具体的な事業計画不明確であり、かつ大幅な担保割
れのまま２本合計400百万円を融資。うち約233百万円が回収不能。

杜撰融資。ノンバンクを中心とするグループ企業のうち2社に対し、賃貸マ
ンション建築資金あるいはトヨタ自動車の株式購入資金として、2本合計
22億5,000万円を融資、うち約19億4,000万円が回収不能。マンション建築
については、稟議書に見積書・内訳明細書各1枚が添付されたのみであ
り、賃貸マンションでありながら戸数・賃料すら明記されておらず返済計画
不明の状態。株式購入資金については、トヨタ自動車指定工場の許可を
取得するためにトヨタ株式70万株取得が条件である旨虚偽の内容が記載
されている。いずれも資金使途自体に疑念を感じるべきもの。

①　民事事案と同じ。
②　前記迂回融資に際してマンション建築用地に根抵当権を設定し
ていたところ、前記協同組合が資金繰りに窮しておりマンション販売
代金も埼玉商銀への返済に充てられないことを知りながら、マン
ション購入者に購入資金を融資する住宅金融公庫等が購入物件に
第１順位の抵当権設定を求めてくるとして、根抵当権を抹消して担
保解放。
③　前記協同組合に対し、営業実態も資力もないダミー２社を通じ
て合計11億6,000万円を迂回融資した際、前記②同様に根抵当権
を抹消して担保解放。

　マンション建築販売等を行う協同組合（初代代表理事は被告Ａ（埼玉商
銀理事長）の義弟。S56からH3まで被告Ａが代表理事を務めたが、埼玉
商銀理事長就任と同時に退任。但し以後も実質的経営）に対し、名義会
社を通じて迂回融資。迂回融資総額は100億円以上に上り、うち54億円
が未回収。本件は、当該迂回融資のうち一件の実質無担保融資であり、
融資額240百万円、全額回収不能。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

大阪東和信用組合
(大阪市生野区)

和歌山県商工
信用組合

(和歌山県田辺市)

興和信用組合
(大阪市都島区)

福寿信用組合
(大阪市西区)

豊和信用組合
(大阪府豊中市)

日本長期信用銀行
(東京都千代田区)

信用組合大阪弘容
(大阪府東大阪市)

東京東和信用組合
(東京都台東区)

54

H4頃から取引先の経営破綻や貸出中小企業者の経営不振とともに、不動産、建設業などの特定業種への融資
偏重などから不良債権が増大し、経営状態の悪化を招いた。このような状況の中で自主再建の努力を重ねたが、
不良債権の回収は遅々として進まず、また、取引先の経営不振や信用組合を取り巻く経営環境の悪化もあって、
経営体質の改善は叶わず、H9年度の決算は多額の損失計上がやむを得ない状況となり、自主再建は困難と判
断した。

61

地域の中小製造業者、卸売業者、建設業者を中心に事業を拡大したが、バブル経済の崩壊とともに経営環境が
激変し、不動産･製造業等に対する多額の融資が不良化。融資審査の拙劣と信用集中リスク管理体制の不備に
加え担保価格の大幅下落もあり、急速に悪化する貸金債権に対する保全不足の改善等も思うにまかせず、多額
の不良債権の発生を余儀なくされた。H10.4に本部管理部へ人員集中を行い回収に努力するとともに諸経費の削
減等に取組んだが、H11.3期も預貸金利鞘の改善を図ることができず多額の損失を計上することとなり、債務超過
の状況に陥った。

57

H4頃から主要取引先の経営破綻や貸出中小企業者の経営不振に加え、不動産業等特定業種への偏重などから
不良債権が増大し、経営状態の悪化を招くこととなった(総貸出残高に占める構成比：不動産業46.3%、建設業
11.5%)。このような状況の中で、自主再建の努力を重ねたが、不良債権の回収は遅々として進まず、また、取引先
の経営不振や信用組合を取り巻く経営環境の悪化もあって、経営体質の改善は叶わず、H9年度の決算は多額の
損失計上がやむを得ない状況となり、自主再建は困難と判断した。

60

S26年の設立後、S38千代田信組、S48北摂信組を合併し、業容拡大を進め、さらにH5.11イトマン事件への関与等
で経営不振に陥った大阪府民信組を、大阪府の指導のもと預金保険機構からの資金援助199億円を受けて吸収
合併した。しかしながらその後、バブル経済の崩壊による地価の下落と、景気の低迷の長期化等により、貸出額
の約5割(H10.3期)を占める不動産･建設業のほか取引先中小零細業者の経営悪化と相俟って不良債権が著しく
増加し、H10.3期決算において大幅な債務超過に陥った。

58

バブル期から建設業(特に住宅建売業)･不動産向け融資に傾注しており(総貸出残高に占める構成比(H10.3)：不
動産業34.4%、建設業17.5%)、バブル経済の崩壊後も依然として融資の審査管理等が改善されず、不良債権が増
加した。特にH9年度においても、他信組で限度額超過等から追加借入ができない不動産業者(約20社)にも積極
的に融資を行い(不動産業向け貸出残高対前期比+78%､30億円の増加）、そのほとんどが不良債権となり、最終的
に自主再建を断念した。

S50代後半に入り、金融の自由化が進展していくと予想された中で、長期信用銀行法に守られてきた長信銀の業
務は大きな曲がり角を迎えていた。バブル期には、貸出の量的拡大が容易な不動産関連融資に着目し、さらに国
内案件のみならず海外不動産投資等にも拡大、その後の不動産市況悪化に伴って、不良債権増加の大きな原因
となった。この動きや経営方針は、関連ノンバンク各社にも伝播していき、グループトータルでの不良債権増加に
つながっていった。こうした不良債権に対して長銀では、H5年度から9年度までの5年間で関連会社への支援も含
めて約2兆1千億円の不良債権処理を行った。これらの不良債権処理と株価の下落により自己資本ならびに保有
株式の含み益は大きく減少せざるを得ず、財務面の脆弱さが表面化するに至った。H9以降、一部金融機関や大
手証券の相次ぐ破綻により、市場では、次の対象を探す疑心暗鬼の状況が発生し、長銀の不良債権処理の遅れ
を指摘する声があった。H10.6、一部マスコミによる観測記事を契機として、長銀の風評が悪化。長銀株は売り圧
力の標的となり、格付けも低下するという悪循環の事態に陥っていった。なお、H10.5には200円台であった長銀株
価は、8月から9月にかけての金融再生関連法案の国会審議中には額面の50円を割り込み、さらに金融再生法案
が参議院で可決されたH10.10.12には10円まで下落した。長銀は、今後、将来的に劇的な市場の信認改善は見込
まれないと判断し、H10.10.23金融再生法の施行当日に、同法68条2項に基づき｢その業務又は財産の状況に照ら
し預金等の払戻しを停止するおそれが生ずると認められる｣旨の申出を行い、同日、内閣総理大臣により、同法36
条1項に基づき、特別公的管理の開始の決定が行われた。

H4頃から主要取引先の経営破綻や貸出中小企業者の経営不振に加え、特定業種への偏重などから不良債権が
増大し、経営状態の悪化を招くこととなった(大口出資者である建売、分譲業者を中心とする建設、不動産向け融
資は総貸出額の約7割)。このような状況の中で、自主再建の努力を重ねたが、不良債権の回収は遅々として進ま
ず、また、取引先の経営不振や信用組合を取り巻く経営環境の悪化もあって、経営体質の改善は叶わず、H9年度
の決算は多額の損失計上がやむを得ない状況となり、自主再建は困難と判断した。

55

バブル時に総貸出の約4割に至るまで、建設、不動産業向け融資(和歌山市内等の建設･不動産業向け融資や県
外ゴルフ場関連融資)を拡大し、その後の地価下落･景気低迷を背景に資産内容が大幅に劣化した。経営不振が
明らかとなったH5.6には県出身者が理事長に就任。H6.3には、県･全信組連･紀陽銀行による再建支援を開始。さ
らに常勤理事として理事長を含めて県から2名、紀陽銀行から2名、全信組連から1名を派遣し、12ヵ店の閉鎖、
160名余の人員削減などのリストラを図ったが、経営内容の改善には至らず、債務超過の状況となり、H10.3に事
業譲渡を発表。

59,70

56

- 198 -



民事責任追及刑事責任追及

民事③と同一事実。

①かねて元利返済が滞っていた貸付先の利払い資金として、いずれも当
該貸付先関連のペーパーカンパニーとして設立された２社に対し、
S63.6.30～H1.6、無担保で194百万円を新規融資、全額回収不能。
　予備的な主張として、S63年度及びH元年度において、ペーパーカンパ
ニー等に対する架空の貸付金120億円（上記融資を含む）につき、これを
資産に計上して配当原資を捻出、実質債務超過であったのに違法配当。
配当額2期合計で約260百万円につき、内金として上記194百万円を請
求。←判決はこちらを認容
②かねて組合職員に対して合計164百万円を貸し付けていたところ、H3.6
までに約28百万円の返済を受けたのみで残額免除、併せて連帯保証人
の責任免除、担保も解放。回収不能部分のうち被告らが損害賠償として
任意に支払わない部分約34百万円を請求。
③既に合計約300億円の不良貸付あるグループ企業のうち一ゴルフ場運
営会社に対し、H7.4～H7.10、融資金がグループ企業の資金繰り等に費
消されることを認識しつつ、ゴルフ場開発資金として保全不十分なまま約
10億円を新規融資、約750百万円が回収不能。

平成９年度決算（期末）における違法配当及び有価証券報告書の
虚偽記載罪。

①　ゴルフ場及び海外不動産に投資する㈱イ・アイ・イ－インターナショナ
ルに対し、融資の回収可能性を十分に検討することもなく十分な担保を
徴求せずに融資を実行するなどした。
②　日本海洋計画㈱が推進するリゾート計画に関し、会員権販売状況が
芳しくなく、建築工事代金の中間支払が滞ったことから工事が途中ストッ
プされ、回収の可能性はほとんどなかったにもかかわらず十分な担保を
徴求することもなく追加融資を行った。
③　平成９年度決算における違法利益処分（中間期）及び違法利益配当
（期末）。
④　関連ノンバンク支援のための回収可能性ない融資。
⑤　前記㈱イ・アイ・イ－インターナショナルに対する回収可能性のない追
加融資。

ゴルフ用品販売業等を営むＡに対し、歯科医師であるBが実質所有する
土地（農地であり、転用を条件とする条件付所有権移転仮登記）を担保
（極度額960百万円の根抵当権）に800百万円を融資。実態は、既に約14
億円の借入につき元利金支払を怠っていたBに対する融資であり、約640
百万円がAからBに送金され資金繰り等に費消されている。上記農地は
実際には転用見込みのない土地であったが、被告理事長がいわゆるトッ
プダウンで融資決定。内金500百万円請求。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

日本債券信用銀行
(東京都千代田区)

総武信用組合
(東京都墨田区)

台東信用組合
(東京都台東区)

不動信用金庫
(大阪市中央区)

共同信用組合
(札幌市中央区)

千歳信用組合
(北海道千歳市)

平和信用組合
(東京都新宿区)

紀北信用組合
(和歌山県和歌山

市)

玉野信用金庫
(岡山県玉野市)

地域の中小企業者及び勤労者を対象に事業を行ってきたが、不動産業･建設業に対する多額の融資と法令･通達
違反による大口信用供与貸出が、バブル経済の崩壊や審査管理体制の不備等から不良債権化し、不動産担保
に依存したうえ、旧経営陣による不祥事件も加わり、H10.6に新執行体制のもと自主再建を目指したものの、H11.3
期の決算は多額の損失を計上することとなった。前会長がH10.2詐欺罪で、H10.5に背任罪の容疑で再逮捕され、
H11.3懲戒6年の有罪判決が確定。H10.5に前理事長ほか3名が背任罪の容疑で逮捕され、H10.11執行猶予付有
罪判決(懲役1年)が確定。

64

地域の中小規模の製造業、卸小売業、飲食業、サービス業のほか不動産業、建設業を中心に融資を行ってい
た。S63年度以降、不動産担保重視による貸出金の大口化で事業が拡大されたが、その後のバブル経済の崩壊
や長引く不況で経済環境が激変し、業種を問わず取引先中小零細業者が経営不振となり、貸金債権に対する保
全不足の改善も進まず、分類債権の額が拡大した。また、良質な貸出先の資金需要が不況と共に減退し、同時に
預金、貸出金の事業規模が縮小した結果、不良資産の占める割合が拡大した。H10.3期自己資本比率▲0.39％と
なり、H10.6.10早期是正命令に基づく経営改善書を東京都に提出して自主再建に努めたが、H11.3期決算におい
て大幅な債務超過に陥った。

65

S27年、大阪市に不動信用組合として設立。S47に信用金庫に転換。いわゆるバブル経済の時期に不動産業や建
設業向けの貸出比率を全体の4割程度にまで高めていたことなどから、その後の地下下落と景気低迷の長期化
等により、不良債権が著しく増加し、リストラの遅れによる人件費を中心とした経費負担が重かったことも加わっ
て、H11.3期決算で債務超過に陥った。

67

地域の建設業者、卸小売業者及びサービス業を中心に事業を行ってきたが、バブル経済の崩壊により、大口化し
た建設業関連の貸出や、軽種馬業界に対するシンジケート関連の貸出、さらに法令･通達違反による特定企業へ
の限度額を超過した貸出が不良債権化し、経営を圧迫することとなった。このような状況の中で自主再建の努力
を重ねたが、不良債権の回収は遅々として進まず、また、取引先の経営不振や信用組合を取り巻く経営環境の悪
化もあって、経営体質の改善は叶わず、H10年度の決算は多額の損失計上がやむを得ない状況となり、自主再建
は困難と判断するに至った。

66
地域の中小企業及び勤労者を対象に事業を行ってきたが、バブル崩壊期に建設・不動産業のカブトデコム(旧北
海道拓殖銀行経営破綻の一因)関連企業への多額の融資が、バブル崩壊により不良債権化し経営破綻に至っ
た。

68

S28新宿区の中小企業並びに勤労者の振興発展と地域の繁栄のため設立され、東京西部地域を取引基盤とし業
容を拡大してきた。しかし、従来からの担保重視の融資審査体制が貸出金の大口化傾向と不動産業、建設業等
特定業種への偏重傾向を招き、重ねてバブル崩壊による地価下落や景気低迷の長期化が、担保保全不足の増
加、取引先の経営悪化による延滞の発生等を引き起こし資産が不良化し、経営破綻に至った。

69

S27に和歌山市に設立され、同市内及び和歌山県北部の中小企業や個人事業者を顧客として事業を行っていた
が、バブル時に不動産関連融資に傾斜したことからバブル崩壊後の地価下落や景気低迷の長期化とともに、担
保価値の下落、取引先の経営悪化により不良資産の顕在化を余儀なくされた。H10.6には監督官庁の和歌山県よ
り早期是正措置の第2区分命令が出され、経営改善計画の策定がなされたものの、達成することができず、H11.3
に破綻公表に至った。

71

S17.10保証責任日比町信用組合と保証責任宇野町信用組合が合併し、有限責任玉野市信用組合として設立。
S26.10に信用金庫法に基づき信用金庫に転換した。もともと本拠地であった玉野市とその周辺において、三井造
船の下請企業、地元商工業関係者等や漁業関係者向けを中心とした事業展開を行ってきたが、いわゆるバブル
期に、さらなる事業拡大を企図して岡山市や、その周辺地域での融資拡大を図った。もともと融資審査能力が脆
弱であるところへ、融資管理体制の不備による一部役員の専横等が重なり、暴力団関連等特定先への融資が増
嵩。これらの問題先への融資が、いわゆるバブル経済の崩壊とともに不良化。H11.3期大幅な債務超過に陥ること
が明らかとなり、H11.4.23金融再生法に基づく破綻の申出を行った。

63

長銀と同様、旧来型の長信銀業務の収益性低下に危機感を頂いた日債銀は、融資拡大競争へ走り、バブル崩壊
とともに不良債権が拡大していくことになった。不良債権処理は、地価、株価下落により大きくは進展せず、H8.11
頃より、経営不安説が流布されるようになった。H10.7、金融監督庁は、主要行に対する一斉検査の一環として検
査を実施した。その結果を踏まえた日債銀のH10.3期時点の自己資本額は944億円の債務超過であること、さらに
1,803億円の有価証券等の含み損を有していたことが示された。金融監督庁からは、日債銀に対し、銀行法24条
に基づき、債務超過を解消するため採り得る資本充実策について逐次報告を求めたが、日債銀より実現性のある
資本充実策は提示されなかった。こうした状況を踏まえ、H10.12.13、内閣総理大臣により、金融再生法36条に基
づき特別公的管理の開始の決定が行われるに至った。

62
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　被告会長の平成７年度分の所得税納税資金に充てるため、トンネル会
社を迂回して160百万円を融資。トンネル会社社長が保証するも、同人に
も支払能力なし。約137百万円回収不能。

共同信組がメイン行として支援していたカブトデコム㈱の店頭登録されて
いる株式を購入希望する同社の関連会社及び同社の役員と親しい個人
に対し、株式購入資金として計14億5,000万円を融資。融資の返済方法は
いずれも購入株式売却による一括払いであったところ、カブトデコム株購
入資金としての貸出総額は156億円を超えており、同社の株が下落すれ
ば一気に回収不能となることが明らかであり、かつ、担保として購入した
株を徴求するのみで十分な担保を徴求しないまま融資決裁をした。カブト
デコム破綻に伴い約14億1,500万円が回収不能。

①　牧場経営・種牝馬の輸入販売等を行うＡに対し、H4.8～H5.4、信用の
乏しい手形５通合計875百万円の割引に応じた事案。Aは、S59.10に銀行
取引停止処分を受けていた。本件割引に用いられた手形の振出人は㈱
最上ホースクラブであり、同社はH3.2に銀行取引停止処分を受けたH（最
上興産グループ）が実質経営していたところ、同社の信用調査は不十分
であり、担保に供されたA所有の牧場もバブル期における近隣ゴルフ場の
時価を参考とするなど杜撰なもの。H6.3、㈱最上ホースクラブが銀行取引
停止処分となり、535百万円が回収不能。
②　既に大口融資規制を超える融資を行っており、資金繰りに窮してもい
たS工業に対し、H6.3～H6.5、関連のS商事を介し、物的担保なく、実質的
には保証能力のない者の保証のみで350百万円を融資。融資金は全額
が即日S建設の口座に移され、同社の他社向け手形決済資金となった。
295百万円が回収不能。
③　被告専務理事に対し、総代会の決議なく退職慰労金19,747,567円を
支払。不当利得返還請求。

①　和歌山市内のグループ会社３社に対する杜撰融資。財務状況劣悪の
３社に対し、資金使途、返済計画等を十分調査せず、担保不十分のまま
４本合計622百万円を融資、うち519百万円が回収不能。
②　被告理事長は、前記グループ会社が紀北信組との融資取引において
負担する債務を根担保する趣旨で、証券会社発行に係る新日鐵株式20
万株の預かり証を紀北信組に差し入れていたが、これを担保解除。

民事と同一事実。

①　関連ノンバンクである日本トータルファイナンス（ＮＴＦ）の不良債権処
理を目的とする受皿会社「プレビア」に対し、同社の収益対策として合計
160億円を融資、同社からゴルフ場開発会社「ジェイトップ」に70億円を融
資した結果、約66億円が回収不能となった。
②　訴外８社に不良債権約292億円を有する上記ＮＴＦを支援するため、
受皿会社「プロンプト」に対し、約292億円を融資した上、同社に上記不良
債権を買い取らせた結果、約260億円が回収不能となった。

平成９年度決算（期末）における有価証券報告書の虚偽記載罪。

①　既に大口の不良債務を抱える建設会社社長が新たに設立した有限
会社に対し、同社に事業遂行能力がないことを知りつつ、実現可能性の
乏しい墓地造成工事資金として130百万円を融資。
②　上記有限会社に対し、既存の霊園の経営権取得資金等として、かつ
従来の6倍ペースで墓地が売れると仮定した杜撰な事業計画を元に500
百万円を融資。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

三重県信用組合
(三重県津市)

龍ケ崎信用金庫
(茨城県龍ケ崎市)

足立綜合信用組合
(東京都足立区)

神田信用金庫
(東京都千代田区)

東京都教育信用組
合

(東京都千代田区)

富山商銀信用組合
(富山県富山市)

日本信販信用組合
(東京都文京区)

国民銀行
(東京都千代田区)

72

S28に中小企業並びに勤労者の振興発展と地域の繁栄のため菰野(こもの)信用組合として設立された。その後、
金融の自由化に対応するため、S63に、亀山(かめやま)･鳥羽(とば)･名張(なばり)･海山(みやま)の各信用組合と合
併し業容を拡大してきた。しかし、バブル期の有価証券運用の失敗をカバーずるために、外債や特定金外信託に
のりかえたことがさらに評価損を拡大させることとなり(H11.3含み損約30億円)、また、合併当時の業容拡大策に起
因する融資の審査･管理の甘さもあって多額の不良債権を発生させ、バブル経済の崩壊等にともない債権の不良
化が一掃進み大幅な実質債務超過に至った。このため、三重県よりH11.5.14に金融整理管財人による業務および
財産の管理を命ずる処分を受けることとなった。

73

T1.9に｢龍ケ崎信用組合｣として設立され、S26.12に信用金庫に改組し、地域金融機関として地元中小企業の金融
の円滑化、地域経済の発展と地域住民の豊かな生活の実現のため尽力し、茨城県南部及び千葉県北部地域を
取引基盤とし業容の拡大、特に、住宅地等の開発資金に対する融資拡大を図ってきた。
しかし、融資審査管理体制の不備や不動産業、建設業等特定業種への偏重等の問題点を抱える中、バブル経済
の崩壊による不動産価格の大幅な下落やその後の景気低迷の長期化により、担保保全不足や延滞の増加等で
資産が不良化。H11.3期大幅な債務超過に陥ることが明らかとなり、H11.6.4金融再生委員会に対して破綻の申出
を行い、同日、金融監督庁より業務改善命令を受けた。

74
東京都中央卸売市場足立分場内の、青果卸売小売業、魚類卸売小売業を対象とする業域信用組合として発足。
その後地域信用組合として事業を行ってきたが、審査管理体制の不備と不況による取引先企業の経営悪化等か
ら資産の不良化を余儀なくされ、経営破綻に至った。

76

S29.3に東京都教職員により設立された学校関係唯一の職域信用組合。当初は、公立学校教職員が主な取引先
で、預金業務は順調だったが、貸付業務は金利の優位性から共済貸付とは競争できず、低い預貸率(20-30%程
度)を余儀なくされていた。このため、株式や高利外国証券等を中心とした有価証券投資による収益確保に傾注し
たもののリスク管理体制が甘く、バブル経済崩壊後の株価の急落や円高進行局面において、多額の株式含み損
や為替差損を抱え、経営破綻に至った。

75

T13.5に｢保証責任神田市場信用購買利用組合｣として設立され、S26.10に信用金庫に改組し、設立当時から青果
市場を中心に事業展開を図ってきた。その経営姿勢は量的拡大指向が強く、特に、融資面では審査管理体制が
不備のまま、H元の青果市場の移転を受け、青果関連事業者に対する用地取得･事務所建築資金の応需等から
大口化する一方、主要営業基盤であった地元千代田区や新宿区における卸小売･印刷製本業の転出に伴う空洞
化をカバーするため、バブル経済にも便乗して、建設･不動産関連融資に傾注してきた。しかし、バブル経済の崩
壊による地価の大幅な下落や、長引く景気低迷の影響により、資産内容は大幅に悪化し、経営破綻に至った。

77

小売業、飲食業、建設業などの韓国系の中小零細業者を中心に融資を行う地域信用組合としてS46.1に設立され
たが、いわゆるバブル期に、建設業、不動産業、遊戯業などに積極的に大口で貸し込んだことから、H7.3末では、
預金64億円、貸出金54億円とH元年度の約3倍の規模に急激に膨れ上がった。しかしながら、貸出の審査管理体
制の弱体に加え、景気の後退を受けた債務者の財務内容の悪化や担保不動産評価額の下落から不良債権が増
加した。このため、H7.5に理事長以下の執行部を一新するとともに、貸出における審査体制や債権回収の強化
し、出資金の増強等による建直しを図った。しかし、改善が進まず、H11.7の富山県による定例検査においては大
幅な償却･引当不足を指摘され実質債務超過(▲754百万円)に陥ったことから、H11.10.8破綻公表に至った。

78

S31.7に業務停止命令を受けた文化信用組合の受皿として、日本信販㈱の創業者らが設立した文京区を中心とす
る地域信用組合。歴代理事長には日本信販㈱関係者が就任。S63.4に日和信用組合を合併し、バブル期に急速
に業容を拡大。10億円超の大口定期を大量に獲得し、不動産業、建設業、貸金業への大口貸出を推進。経営実
態を把握せず不動産担保等があれば貸し込む戦略がとられた結果、H3.3期の特定3業種向け貸出は、貸出全体
の64%を占めるに至った。このため、バブル崩壊とともに膨大な不良債権が発生。H4年度からは、日本信販グルー
プ企業の営業支援を受けつつ、保有資産売却や不採算店舗の閉鎖などのリストラに着手。しかし、改善はみられ
ず、H10.3期決算では日本信販㈱から300億円の資金贈与を受けてようやく債務超過を回避したものの、H11.3期
決算で323億円の債務超過であることが判明し、H11.5金融再生法68条1項の申請を行い経営破綻した。

79

S28.7に相互銀行として創業され、地域金融機関として、地域中小企業の振興や地域経済の発展に尽力してき
た。もともと不動産･建設業、サービス業、ノンバンクに対する貸出比率が高く、バブル崩壊後の長引く不況の中で
不良債権が拡大し続け、重い償却負担のため常に自己資本を圧迫されていた。この間、国際興業グループによる
第三者割当増資を実施するなど経営の立直しを図ったが、新たな不良債権の発生もあり不良債権処理は進展し
なかった。H11.4.12に通知された金融監督庁の検査結果(H10.9.30基準日､H11.1.19立入検査開始)についての当
行側の認識では、要追加償却･引当額は762億円(自己資本額▲712億円)に達した。このため大株主の協力を受
けることができず、資本増強を断念せざるを得ない状況となった。H11.4.8財務内容等に係る報道がなされ、4月8･
9日両日で679億円の預金が減少し、自力での資金調達は難しく、予想される預金流出に対応不可能と判断し、4
月11日金融再生委員会に対して金融再生法68条1項の申出を行い、同日、金融再生委員会は当該申出及び当行
の資金繰り状況等を踏まえ管理を命ずる処分を行った。
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民事責任追及刑事責任追及

民事①②と同じ事案（背任罪）。

①被告の1人(非常勤理事)と共同で宅地開発を行っていた業者に対し､自
然公園法による保護地域内の山林(開発行為に各種規制があり､かつ急
勾配の土地で開発困難)開発資金として､同土地を担保に70百万円を融
資。
②上記被告と親しい個人に対し、住専やサラ金・高利貸等に対する負債
の肩代わり資金として、２本合計165百万円を融資。
③既に三重県から実質債務超過状態を指摘された後、支店統廃合及び
新築移転の用地として、理事会に諮ることなく、上記被告の親族が保有す
る農地を購入。

①　電子音響機器の製造販売等を行う会社に対し、当時の貸付次長（後
に業務上横領や本件を含む不良貸付実行等が発覚して懲戒解雇）が同
社に90百万円を融資したい旨上申したのを漫然と決裁。
②　不動産仲介業者に対し、大幅な担保割れかつ杜撰な事業計画を見
逃して87百万円を融資。

　株価指数オプション取引（取引回数合計834回）により13億4,500万円の
損失発生。理事長である被告が、理事会の審議等を経ずに独断専行。

　既に4億以上の延滞ある不良貸付先に対し、富山県検査において大口
融資規制違反を指摘されたのを機に、新たに富山商銀に開設した金明組
管理委員会名義口座に入金する形で実態は従前どおりの融資を継続、
担保も大幅不足。

（特別背任）　民事②と同一。

①　旧国民銀行取締役らが、倒産先への債権の不良債権化を回避する
（とばし）目的のために、不動産投資等を行う会社に対し、回収見込みが
ないにもかかわらず融資を実行したことに対する損害賠償請求等。
②　旧国民銀行取締役らが、カラオケ委託経営会社に関し、同社が粉飾
決算をしていることを知りながら融資を継続することは特別背任に該当す
ると当行審査部が指摘していたにもかかわらず、同社の関連会社に対し
て迂回融資したことに対する損害賠償請求。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

西相信用金庫
(神奈川県湯河原

町)

松沢信用金庫
(東京都世田谷区)

北兵庫信用組合
(兵庫県城崎郡香

住町)

京都みやこ
信用金庫

(京都市伏見区)

南京都信用金庫
(京都府宇治市)

小川信用金庫
（埼玉県比企郡小

川町)

岡山市民信用金庫
(岡山県岡山市)

81

T9.10に湯河原信用組合として設立され、S26.10に真鶴信用組合と合併した(S27.8に信用金庫に改組)、神奈川県
内で最小規模の信用金庫。神奈川西部の湯河原町、真鶴町を主要基盤とし、他金融機関との競合が比較的少な
い狭いエリアで、小口の中小零細企業、個人取引を中心に業容を展開し、不動産業等への貸出は比較的慎重な
姿勢を維持していた。しかしながら、神奈川県内の信金業界で金融自由化を展望した合併再編の動きが進む中、
H2頃から地場の主力産業である湯河原町の旅館業、真鶴町の水産加工業等に対する大口の設備資金貸出等を
積極化した。その結果、不動産担保に依存し、財務内容や返済計画等の内容把握が不十分なままでの取扱いが
多くなり、貸出残高はH2年度、H3年度の2年間で5割増加、特にサービス業に対する貸出比率は急伸した(H2.3末
14.0%→H11.3末29.1%)。この間、H9.5のH理事長の就任以降、遅まきながらリスク管理体制の整備や効率化に取組
んだものの、長引く景気低迷により地場主力産業である旅館業の業績が逐年悪化したほか、不動産価格の下落
幅の拡大による担保評価額の低下から、資産内容はむしろ一段と悪化。H11.8に実施された関東財務局の検査で
少額ながら債務超過の状況にあるとの検査結果が通知され、H12.1.28銀行法に基づき債務超過である旨の報告
を行い、金融再生法68条1項に基づく申出を行うとともに、事業譲渡も発表した。

82

T7.10に松沢村信用購買組合として設立された(S28.6信用金庫に改組)、業歴82年の小規模信用金庫。都内西部
の世田谷、調布市、三鷹市等を主要基盤とし、京王線･中央線沿線に店舗網を展開。S50年代央から、他金融機
関との競合等もあって業容が停滞し、長期にわたり監督官庁から経営改善を要求されてきたが、目立った改善が
実現されないままバブル期に突入した。バブル期の貸出増加はさほど目立ったものではなかったが、地場の中小
建設業および不動産業向けの貸出比率が元来高かったため(H2年度37.8%)、バブル崩壊の影響によりH6頃から
不良債権が急拡大した。H8.3の6ヶ月以上延滞貸出残高は81億円と貸出全体の11.7%を占めるに至り、多額の不
良債権の償却･引当実施(8年度27億円､9年度22億円､10年度3億円)を余儀なくされた。H11.9実質債務超過が判
明し、H11.12.10銀行法に基づき債務超過である旨の報告を行い、金融再生法68条1項に基づく申出を行うととも
に、事業譲渡も発表した。

83

兵庫県但馬地区北部を主営業地域として、S30.10に北但信用組合として設立された。限られた営業エリア内に地
元地銀や信金が強力な営業展開を行ってきたこともあって、永年低預貸率に悩まされてきた当信組は、H1からH6
頃にかけて証券投資信託、特定金銭信託に投資した結果、円高進行に伴う為替損失やバブル経済崩壊による株
価急落の影響を受け、多額の含み損失を抱えることとなった。このほか、H4頃より建設業、不動産業、サービス業
への融資に傾斜した結果、不良債権をさらに増加させる結果となった。上述の含み損の解消をねらい、H10.4～5
に額面27億円のプリンストン債をクレスベール証券東京支店を通じて購入したが、同証券に対する金融監督庁の
調査の結果、プリンストン債の運用元本の大半が毀損し、償還不能となったことが判明、同債全額の損失を計上
し、債務超過に転落することとなった。この結果、H11.10.28に兵庫県知事に対し破綻の申出を行い、翌日管理を
命ずる処分を受け、破綻公表に至った。

84

M38.5に伏見大手筋商店街の店主らが中心となって伏見信用組合として設立。S26.10に信用金庫に転換。S44.4
に京都第一信用組合と合併。H5.11に西陣信用金庫を救済合併し、京都みやこ信用金庫と改称。旧西陣信金と合
併時1,700名を超えていた職員数を1,100名にまで削減する等、3次に亘るリストラを実施すると共に、不良債権の
整理･回収を促進し償却の実施による資産内容の早期健全化を企図したが、景気低迷の長期化により旧西陣信
金を救済合併したことによる負担(H5年度からの5年間の償却･引当額600億円のうち、旧西陣分が325億円)が予
想以上に金庫の経営を圧迫したことに加え、その後も進んだ地価下落に伴う保全不足の増加や、主要取引先で
ある和装関連の繊維品製造･卸売業、建設･不動産業等の中小零細企業の業況景気悪化により多額の不良債権
を抱えることとなった。H12.1.14金融再生法68条1項に基づく申出を行うとともに、事業譲渡も発表した。

85

T11.9宇治茶製造業者等を中心に宇治町信用組合として設立。S27.2信用金庫に転換。S45.7南京都信用金庫と改
称。バブル期の不動産価格の上昇を背景として、山林や農地等をも担保とした貸出を行い、主に不動産･建設業
向けの貸出(H12.3期貸出金シェア32.8%)を中心に業容を拡大。しかし、バブル崩壊により同業種の貸出を中心に
不良債権が発生。その後も地価下落と景気低迷の長期化のため、不良債権の回収･処理が進まず、経営破綻に
至り、京都みやこ信金と同様に、H12.1.14金融再生法68条1項に基づく申出を行うとともに、事業譲渡も発表した。

86

S23.5小川信用組合として設立、S26.10小川信用金庫に改組。埼玉県西部を主要基盤とする県内第2位の中規模
信金。東京のベッドタウン化に伴う地域人口の増大等から、バブル期まで業容は順調に拡大。潤沢な個人預金流
入が続く中、バブル崩壊後もいわゆる3業種(不動産､建設､金融)及びゴルフ場に偏重した大口融資を維持(貸出構
成比H8.3末37.3%)。H8年度に至り、延滞先が増加傾向を辿る中、ようやく融資拡大方針を改め、経営リストラ、不
良債権の処理推進に着手。H9.3期に内部留保を原資に187億円、H10.3期に252億円の償却･引当を行ったが、
H11.3期では内部留保が底をつき75億円の償却・引当を行ったところ375百万円の赤字を計上。H11.9期時点で自
己査定を行った結果、債務超過が判明。H11.11.12銀行法に基づき債務超過である旨の報告を行い、金融再生法
68条1項に基づく申出を行うとともに、事業譲渡も発表した。

87

T5.6岡山市内の醤油問屋組合が中心となって岡北(こうほく)信用組合として設立。S26.12信用金庫に転換。H6.8
西大寺信用金庫を合併し、H11.3期まで岡山市内の信用金庫ではトップのシェアを占めていた。H4頃より余資運用
の一環として金利スワップ取引を中心としたデリバティブ取引に積極的に取組んできたが、予想外の金利低下に
伴い、H7年度より受取金利差が毎期大幅な支払超の状態となり、かつ評価損を抱えることとなった。その損失をカ
バーすべく、H8年度から高利回りのアジア外債の購入を増加させたが、H9半ばからのアジア通貨危機の発生に
よって、H10年度には約67億円の償却処理を余儀なくされた。この間、組織変更、収益体質強化、効率化による経
費削減等の経営努力を行ったが、その後もアジア外債の整理回収が進まないなかで、大口与信先の倒産･経営
内容悪化等が追撃ちをかけ、H11年度末では多額の償却(アジア外債中心に63億円の有価証券償却、101億円の
貸出金引当･償却実施)により166億円の損失を計上し、約15億円の債務超過に陥った。このほかにも、デリバティ
ブの評価損が約33億円にのぼるため、経営陣は再建を断念し、H12.4.14金融再生法68条1項に基づく申出を行う
とともに、事業譲渡も発表した。
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民事責任追及刑事責任追及

（背任）　民事と同一事案。

  旧北兵庫信組理事長らが、不良債権隠しの意図のもと、別債務者に対
する融資の付け替えに応じることの見返りとして、すでに資金繰りに窮し
ていた不動産開発業者らに対し、回収の見込みがないことを熟知しなが
ら、十分な担保を徴求することなく、融資したことに対する損害賠償請求。

旧西陣信金理事長らが、債務超過となり、既存の貸付金の元利金の支払
いを延滞させていた会社に、大口融資規制に違反した上、返済計画もな
く、無担保で融資実行したことに対する損害賠償請求。

  旧南京都信金の理事長らが、企業内容が劣悪なゴルフ場開発会社へ
の迂回融資を目的として、収入がない債務超過会社に対し、実質的な審
理を行うことなく、また、著しい担保不足の状態で融資したことに対する損
害賠償請求。

 旧小川信金理事長らが、金融業やゴルフ場開発事業を行っている会社
に対し、①すでに貸出限度額を超える融資をしていたゴルフ場開発会社
への転貸資金として、返済原資の調査や担保の徴求を十分になさないま
ま融資したこと、②前記①融資の返済が遅滞していたのにもかかわらず、
確実な返済計画がないままさらに融資したこと、③前記①②融資の回収
が著しく困難であることを認識しながら、当該ゴルフ場の運営会社の株式
買収資金として、返済計画の検討を懈怠したまま融資したこと、に対する
各損害賠償請求等。

 旧岡山市民信金理事長らが、①返済能力のない造船会社に対し、赤字
補てんを資金使途とする、返済原資や計画のない実質無担保の融資をし
たこと、②リスク管理体制が未整備なまま、特定銘柄のリスク商品に集中
的に過大な量の投資をしたこと、に対する各損害賠償請求。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

なみはや銀行
(大阪市中央区)

幸福銀行
(大阪市西区)

わかば信用金庫
(東京都中央区)

四国貯蓄信用組合
(香川県高松市)

日南信用金庫
(宮崎県日南市)

石川商銀信用組合
(石川県金沢市)

新潟中央銀行
(新潟県新潟市)

振興信用組合
(東京都八王子市)

88

なみはや銀行の前身である福徳銀行となにわ銀行の両行は、バブル期に不動産、建設、金融業向け貸出を中心
に拡大を図り、バブル崩壊後の長引く不況の中でそれらの大宗が不良化することとなった。前者においては､経営
状態が悪化した関連ノンバンク支援に経営資源を費消したため、銀行本体の不良債権処理は進展しなかった。後
者においても関連ノンバンクの営業貸付金の劣化により支援負担が増大していた。H9.12改正預金保険法で整備
された特定合併方式により、H10.10に設立されたなみはや銀行は、合併元の福徳･なにわ銀行の自己資本が不良
債権の処理や株式、不動産等の含み損の償却により大きく毀損していたため、合併当初から過少資本でのスター
トを余儀なくされた。H11.3期決算で連結自己資本比率が▲1.46%となる旨発表したことから、H11.6.17銀行法24条
に基づく連結自己資本比率の向上策等に関する報告を受けた。これを受けて、6.24に第三者割当増資等の対策
を報告したが、6.28連結自己資本比率の向上策等を踏まえ、金融監督庁から早期是正措置命令(第2区分)が発出
されるとともに、8.4金融監督庁の検査結果(H11.3.31基準日､H11.5.25立入検査開始､単体自己資本額▲1,117億
円)が通知された。こうした中、8.6金融再生委員会に対して金融再生法68条2項に基づく申出を行い、8.7金融再生
委員会は当該申出及び当行の財務状況を踏まえ管理を命ずる処分を行った。

90

H10.3中央区を本拠地とする小規模な3金庫(永楽:合併時資金量612億円､第一:215億円､大恵:196億円)が新設合
併して発足。3金庫中、第一信用金庫の業績悪化が著しかったため、設立時に、信用金庫相互資金援助制度によ
り38億円の援助を受けたものの、不良債権処理に伴い内部留保に乏しい新金庫スタートとなった(自己資本比率
5.63%、除く劣後ローン3.95%)。合併後に支店を20店舗から17店舗(中央区7店､その他都下10店)に統廃合するなど
のリストラをすすめたが、地場の中小不動産･卸小売業等の業容悪化に全く歯止めがかからず、H11.11検査で指
摘を受け債務超過が判明。H12.4.21銀行法に基づき債務超過である旨の報告を行い、金融再生法68条1項に基
づく申出を行うとともに、事業譲渡も発表した。

89

バブル期に不動産･建設･金融業向けの融資拡大と東京地区での融資拡大を図るべく営業推進と貸出審査の一
体化を行うなど体制面の整備を図ったが、バブル崩壊と長引く不況の中で不動産関連融資が不良債権化し、その
処理も進展していなかった。H11.4.13に金融監督庁より検査結果通知(H10.9.30基準日､H11.1検査着手､自己資本
額▲464億円)を受け、同時に銀行法24条1項に基づき指摘事項の回答を求められ、4.30に自己資本等の状況を
報告した。5.10に至りH10年度の決算見込を記者発表するとともに公的資金による資本増強の意向表明を行っ
た。5.13に近畿財務局長に対しH11.3期における自己資本比率は4%を大幅に下回る旨を報告、翌5.14銀行法26条
1項及び早期健全化法3条3項の規定に基づき早期是正措置命令を受けた。資本増強の以降表明以降、預金の払
出が急増し、5.20までに1,200億円が流出した。このため、5.21金融監督庁に対し早期是正措置命令によって示さ
れた選択肢の中から銀行業の廃止等の措置を選択する旨の報告を、また、同日、金融再生委員会に対して金融
再生法68条2項に基づく申出を行い、5.22金融再生委員会は当該申出及び当行の財務状況を踏まえ管理を命ず
る処分を受けた。

91

S29.7香川県内の中小規模の事業者、勤労者らの協同組織として香川県坂出市に設立。S52元理事長の放漫経
営により経営危機に陥ったが、香川県、四国財務局、全信組連、百十四銀行による人的･資金的支援を受け、再
建に取組んできた。H8には出資金増強運動を行い、自己資本比率の引上げを計ったが、一方でバブル崩壊や景
気低迷の長期化の影響から不良債権が増加。H11年度には多額の損失を計上せざるを得なくなり、自主再建困
難と判断、H12.5.12金融再生法68条1項に基づく申出を行い、同日、金融再生委員会は当該申出及び当金庫の財
務状況を踏まえ管理を命ずる処分を行った。

92

S8.6保証責任飫肥(おび)商工信用組合として設立。S25.4組織変更により日南信用組合となり、S27.5信用金庫に
改組。営業地域は宮崎県南部の日南市及び北郷町で、破綻前の営業地域での預貸金のシェアは3割以上を占め
ていた。元･本店長が起こした不正事件(H11.9発覚)により多額の損失(約26億円)が発生し、H11年度決算におい
て債務超過に陥ることが確実となった。このような状況下、予想される預金流出に対応することができず、当金庫
はH11.11.19金融再生委員会に対して金融再生法68条1項に基づく申出を行い、同日、金融再生委員会は当該申
出及び当金庫の財務状況を踏まえ管理を命ずる処分を行った。

94

S17.10新潟無尽会社として設立され、H1.2普銀転換したが、同じ時期にOが頭取に就任して以降、バブル期にお
いて首都圏を中心に不動産業、金融業、サービス業向けに積極的な業務拡大を図った。その後、バブル崩壊によ
り首都圏における融資の不良債権化が顕著となったことから、本部の審査･管理部門の強化を図ると共に、貸出
案件の最終決定の場として取締役も参加する｢経営会議｣を設置する等、表面的には体制整備に注力した。しかし
ながら、実際には頭取のワンマン経営体制の下、頭取の意向が強く反映され頭取一人に権限が集中することを容
認し、本部の審査･管理機能を無視した業務運営が行われた。特に、H4～9にかけてゴルフ場やテーマパーク等の
特定の案件が持ち込まれ、頭取が独断で決裁したものが多く、結果的にその大部分が不良債権となった。
H11.5.25にH11.3期決算(自己資本比率5.23%)を発表した後、6.4に通知された関東財務局による検査結果
(H10.9.30基準日､H11.3.1立入検査開始)に基づき自己査定を見直したところ引当額が増加することとなったため、
6.10に11.3期の自己資本比率が2.01%に低下する旨の決算修正を行った。これに対して、6.11金融監督庁から早期
是正措置命令(第1区分)が発出され、預金の流出が始まった。加えて、9.20には第三者割当増資も中止するに至
り、預金の流出に拍車がかかった。そして遂に10.1金融再生委員会に対して金融再生法68条1項に基づく申出を
行い、10.2金融再生委員会は当該申出及び当行の資金繰り状況を踏まえ管理を命ずる処分を行った。

93

石川県内の在日韓国人等の中小規模の事業経営者や勤労者のための金融機関として、S44.4金沢市に設立。し
かしながら、もともと営業規模が小さな零細信用組合ということもあって、景気低迷や資産デフレによる不良債権
の増大に耐えられるだけの体力に乏しく、H11.12末を基準とする自己査定の結果、債務超過に陥っていることが
判明、H12.3.30銀行法に基づき債務超過である旨の報告を行い、石川県知事に対し金融再生法68条1項の申出を
行い、同日、管理を命ずる処分を受けた。

95

M40.6八王子の織物業者によって｢八王子購買組合｣として設立。S25.3信用組合に改組、S28.6振興信用組合に改
称。八王子市を中心に事業展開。S48の第一次石油ショック以降、大口貸出を中心に不良債権化が進み、S52.2
東京都から｢決算承認組合｣に指定された。その後、地場産業である織物業の一段の衰退等から貸出金が伸び悩
む中で、有価証券に運用を傾斜。当初は安全性の高い国債や公社債中心の運用であったが、バブル崩壊後の大
幅な金利低下の局面で、収益確保を企図し、ハイリスクの外国債･投信等への投資比率を高めた。その結果、
H5.9には投信で6億円の評価損が発生。投信の評価損を取り戻すため日経225連動債を購入したが、H10.5には
日経225連動債の損失が10億円まで拡大。こうした状況の下で、H10年度決算を乗り切るため、購入契約時に多
額の特別利子が得られる仕組みとなっていたプリンストン債を購入したが、H11.9に同債がデフォルトとなり54億円
の損失が発生。このため自主再建を断念し、H12.1.26金融再生法68条1項に基づく申出を行い、同日、管理を命ず
る処分を受けた。
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民事責任追及刑事責任追及

（特別背任）　民事と同一事案。

　旧幸福銀行頭取らが、頭取の関係する融資先建設会社に対し、同社は
実質倒産状態にあり回収見込みがなかったにもかかわらず、十分な担保
を徴求することなく、融資実行のための正式な手続を経ることなく他の借
入先への弁済金を融資したことに対する損害賠償請求等。

（背任）　融資先である不動産業者が営業不振となり返済が延滞と
なっているにもかかわらず、H9.12.26及びH10.12.14ころ、それぞれ
30百万円の新たな融資を継続し損害を拡大させた。損害額合計60
百万円。

（背任）　融資先である不動産業者が営業不振となり返済が延滞となって
いるにもかかわらず、H9.12.26及びH10.12.14ころ、それぞれ30百万円の
新たな融資を継続し損害を拡大させた。損害額合計60百万円。

（特別背任）民事と同一事案。

  旧新潟中央銀行の頭取らが、すでに破綻懸念先であり返済能力がない
ことを知りながら、ずさんな返済計画のまま、十分な担保を徴求すること
なく、ゴルフ場会社及び関連会社に対し、直接あるいは関連会社を迂回し
て合計71億6,700万円を融資。約20億円が損害。

　H8.10～H8.12、投資の対象がリスクの高い債券であり（国際投信投資顧
問㈱と投資一任契約を締結）、その投資に失敗した場合には組合が破綻
することを認識しながら、当該投資による損失を回避するような措置を講
じなかったことに対する損害賠償請求。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

信用組合大阪商銀
(大阪市北区)

東京相和銀行
(東京都港区)

道央信用組合
(北海道滝川市)

信用組合高知商銀
(高知県高知市)

瑞浪商工信用組合
(岐阜県瑞浪市)

朝銀青森信用組合
(青森県青森市)

朝銀宮城信用組合
(仙台市青葉区)

朝銀福井信用組合
(福井県福井市)

朝銀愛知信用組合
(名古屋市中村区)

96

S28.8我が国最初の在日韓国人のための金融機関として大阪市梅田地区の在日韓国人繊維卸売業者が中心と
なって設立され、大阪府を事業地区として事業展開してきた。審査体制が不十分なまま、バブル期にかけて業容
拡大を図ったことから、バブル経済の崩壊とともに不良債権が急増。H3以降その回収に努めたものの、長引く不
動産市況の低迷と景気の停滞もあって、不良資産の増加を抑えることができず、H9年度の大阪府検査で多額の
不良債権の指摘を受け、同年度決算では大幅な債務超過となった。このため、H10.6に破綻を公表するとともに信
用組合京都商銀への事業譲渡を発表したが、事業譲渡の合意を得るには至らず断念。H11.6.2大阪府知事に金
融再生法68条1項に基づく申出を行い、6.4に管理を命ずる処分を受けた。

98

S26.12に北海道芦別市の鉱山関係者によって東空知信用組合として設立。S39.7現組合名に改称。芦別市の人
口減少等に伴い、S46本店所在地を滝川市に移転し、空知地区及び富良野、留萌地区を営業区域として地域経
済の発展に寄与してきた。しかしS50年代以降の石炭産業をはじめとする地場産業の衰退から厳しい状況下にあ
り、資金需要が低迷し、有価証券運用に徐々に傾斜することとなった。その後の市況低迷で含み損を抱えていた
投資信託や株式を、H9.2外資系金融機関の金融商品に振替え、含み損を長期契約により信託運用収益で穴埋め
することとした。これについて、H12.7北海道財務局の検査を踏まえ、9月末現在では44.96億円の取得価格に対
し、含み損は25億円となった。このほか、貸倒引当金についても追加計上を求められたことから、H12.9末基準の
自己査定で28億円の債務超過となり、H12.12.1金融再生法68条1項に基づく破綻を申請し、同日、管理を命ずる処
分を受けた。

97

S25.2東京協和殖産無尽として創業し、H1普通銀行に転換したが、金融自由化とバブル崩壊が同時進行し、金融
機関経営においてリスク管理の重要性が高まっていた時期に、経営トップO会長の過度なワンマン経営を背景に、
目先の収益性に着目し、信用リスクを軽視した融資の取扱い等、適切なリスク認識を欠いた貸出金運用等を行っ
た結果、資産内容の著しい劣化を招くこととなった。破綻前の数年間、経営不振が進むにつれて特定顧客からの
高利預金の導入(H11.3期の大口定期預金取入金利1.016%、第2地銀上位10行平均0.469%)の一方、高い運用利回
りを求めて消費者金融向け貸出が急増した(H11.3期の貸出割合19.2%)。また不良債権処理のため自己資本に大
幅な毀損をきたしたことから、H9.9以降、消費者金融業者向を経由した第三者割当増資を3回実施して経営の立て
直しを図ったが、H11.5.28に発表したH11.3期決算では4期連続赤字となり、自己資本比率は2.42%に低下した。こ
のため、銀行法26条1項の規定に基づき、5.31金融監督庁より早期是正措置命令が発出され、また、6.7金融監督
庁の検査結果通知(H10.9.30基準日､自己資本額▲1,189億円)を踏まえた11.3期決算での対応等について銀行法
24条の規定に基づく報告が求められた。これに対して、6.11に11.3期決算は大幅な債務超過となる旨の報告を、ま
た、同日、金融再生委員会に対して金融再生法68条2項に基づく申出を行い、6.12金融再生委員会は当該申出及
び当行の財務状況を踏まえ管理を命ずる処分を行った。

99

S53.3高知県内に居住する在日韓国人の企業活動と生活の向上を目的に設立され、県下一円を営業地域として
地域密着経営を行ってきた(店舗は本店のみ)。しかし、バブル崩壊後の景気の長期低迷により主要取引先である
遊戯業、不動産業を中心に経営悪化する企業が続出したほか、審査管理体制ならびに相互牽制体制が不十分な
まま、大口信用供与限度額を超過した融資が長期間継続して行われていたが、このうち高知県の元職員への5億
円超の無担保融資などが不良債権化し、H11.3期決算には大幅な債務超過に陥った。このため、H11.4.28高知県
知事に金融再生法68条1項に基づく申出を行い、同日業務改善命令を受けた。信用組合広島商銀への事業譲渡
(H12.3予定)に向けて作業を進めていたが、経営体力を含めた受入体制が十分整わないとして、H12.2に至り事業
譲渡時期を延期せざるを得ず、譲渡の具体的目途が立たなくなり、3.30高知県知事より管理を命ずる処分を受け
ることとなった。

101

S43.12青森県在住の在日朝鮮人の企業活動と生活向上を目的として青森市に設立(店舗は本店1カ店のみ)。地
域密着経営を展望したが、バブル期に遊戯業、飲食業、特殊ホテル業における他店舗展開のための資金需要に
十分な審査を行わずに対応。その結果、その後の景気停滞に伴い、これら業種での経営悪化先が続出。返済期
日の延長や貸増しなどの方法により対応を先送りしたため、貸出資産の不良化は深刻な事態となった。H11.3期
決算において、ようやく不良債権の正確な把握に注力したところ、当期損失は20億7,500万円に及び、自己資本比
率は▲21.72%の大幅な債務超過となった。このため、H11.5.14に金融再生法68条1項に基づく申出を行った。その
後、H12.12.16管理を命ずる処分を受けた。

100

S37.4瑞浪市の中小零細企業者が中心となって設立され、地場産業である陶磁器関連の商工業者を地盤に経営
を行ってきた。しかしながら、地場産業の長引く不振による融資減少を補うため、不動産･土木建築業者、アパー
ト･店舗建築資金等大口融資に傾注したが、延滞の増加、倒産などにより、不良債権の増大を招く結果となった。
さらに低預貸率の中、プリンストン債などハイリスク商品に傾注した有価証券運用において多額の損失を計上した
ため、H12.9末基準で債務超過に陥っていることが明らかとなり、H12.12.8金融再生法68条1項に基づく申出を行
い、同日、管理を命ずる処分を受けた。

102

S41.6宮城県一円の在日朝鮮人の企業活動と生活向上を目的に仙台市に設立(店舗は本店１カ店のみ)。設立以
来、遊戯業等のサービス業における設備資金向け貸出を積極的に推進した結果、これが総貸出の７割を占める
に至り、融資構造は硬直化。こうした状況の下で、H6年度頃から景気低迷の影響が次第に濃化し、H11.3期決算
では当期損失774百万円を計上、自己資本比率も▲1.92%の債務超過となった。このため、H11.5.14金融再生法68
条1項に基づく申出を行った。その後、H12.12.16管理を命ずる処分を受けた。

104

S28.10愛知県一円の在日朝鮮人の企業活動と生活向上を目的に名古屋市に設立。一時は店舗網を14店舗まで
拡大して地域密着型経営に取組んだが、バブル期後半において毎年10%以上の高い成長率を目標に掲げ、高コ
ストで大口預金を調達する一方、利鞘確保のため、特定業種(遊戯業等のサービス業･不動産業等)に偏重した融
資を推進するに至った。こうした状況の下で、バブル経済が崩壊し景気が低迷したことから、融資の不良債権化が
次第に濃化し、H11.3期決算では当期損失183億円となり自己資本比率も▲4.41%となった。このため、H11.5.14に
金融再生法68条1項に基づく申出を行った。その後、H12.12.29管理を命ずる処分を受けた。

103

S38.8福井県在住の在日朝鮮人の企業活動と生活向上を目的として福井市に設立。地域密着経営を展望したが、
バブル崩壊以降の長期にわたる景気低迷に伴い、主要取引業態である遊戯業、不動産業を中心に経営が悪化
する取引先が続出し、貸出金の不良債権化が進行することとなった。さらに、大口融資規制に違反していた貸出
金が不良化したことなどから、H11.3期決算において当期損失は16億円にのぼり、その結果、自己資本比率は
▲8.84%となった。このため、H11.5.14に金融再生法68条1項に基づく申出を行った。その後、H12.12.29管理を命ず
る処分を受けた。
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民事責任追及刑事責任追及

　旧信組大阪商銀理事長らが、借入金融機関に対する金利減免・元金支
払猶予を受けるなど事実上破綻状況にあった関連ノンバンク（大商抵当
証券）に対し、H5.8～H10.5の間、大口信用供与限度額規制に違反し、無
担保で当座貸越を継続し、この間に当座貸越残高を約19億8,000万円増
加させた。

　H9.9.25及びH10.3.24、前記第三者割当増資に関し、株金払込が
仮装であることを秘し、東京法務局において、新株の払込が全て履
行されたことによって発行済株式総数及び資本金額が変更された
旨の内容虚偽の変更登記申請書を提出して変更登記申請をし、登
記官をして商業登記簿原本である電磁的記録に不実の記載をさ
せ、これを備え付けさせて供用。

　H9及びH10に実施した第三者割当増資に際し、新株発行の払込金の一
部が同行の自己資金をもって行われた仮装払込であったことから、資本
未充実分（H9.9増資時の90億円、H10.3増資時の99億2,740百万円、合計
189億2,740万円）につき、各増資時取締役であった者に対する引受担保
責任履行請求（商法280条の13）

（背任）民事と同一事案。
商品先物取引の失敗で多額の負債を抱えていた県職員（高知商銀の監
督を所管）に対し、実態としては虚偽の海洋深層水事業の資金名目で合
計525百万円を融資等。

①平成４年７月～平成９年７月、同信組の訴外理事が経営していた会社
(パチンコ店経営)に対し、実質無担保で合計約3億円を融資。回収不能額
約1億6,000万円。
②平成６年２月～平成７年５月、同組合の訴外理事が経営していた訴外
会社（海産物の貿易業）に対し、実質無担保で合計1億700万円を融資。
回収不能額約80百万円。

平成4年～平成５年、Ａ社(貿易業）及び同社代表取締役らに対し、約190
百万円を融資。回収不能額180百万円。（Ａ社は設立以来ずっと赤字企業
であったことを認識しながら実質上の無担保融資。）

　当時の朝銀愛知理事長、在日本朝鮮信用組合協会会長及び朝
銀大阪理事長が、当時破綻していた朝銀大阪において回収不能と
なっていた多額の不良債権を隠蔽するため、H9.9.16ころ、朝銀愛
知本店において、340百万円を貸し付ける処理をした上、同額を出
金して朝銀大阪の職員に交付、上記不良債権の回収分に当てさ
せ、その回収を著しく困難にさせた。

①平成５年２月～４月、Ａ社（遊技場経営等）に対し、合計約670百万円を
融資。回収不能額340百万円。②平成５年９月～平成６年７月、Ａ社、Ｂ
社、Ｃ社（いずれもｸﾞﾙｰﾌﾟ企業）に対し、約10億4,000万円を融資。回収不
能額約990百万円。③平成１０年６月、Ｄ社（上記会社のｸﾞﾙｰﾌﾟ企業）に対
し、12億円を融資。回収不能額720百万円。　（いずれも財務状況が悪化
した企業に対する実質上の無担保ないし大幅な担保不足の融資、信用
調査の懈怠）
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

朝銀島根信用組合
(島根県出雲市)

朝銀広島信用組合
(広島市南区)

朝銀山口信用組合
(山口県下関市)

朝銀福岡信用組合
(福岡市博多区)

朝銀長崎信用組合
(長崎県長崎市)

茨城商銀信用組合
(茨城県水戸市)

長崎第一信用組合
(長崎県長崎市)

不動信用組合
(石川県金沢市)

輪島信用組合
(石川県輪島市)

宇都宮信用金庫
(栃木県宇都宮市)

信用組合三重商銀
(三重県桑名市)

105

S46.2島根県一円の在日朝鮮人の企業活動と生活向上を目的に出雲市に設立。バブル期に遊戯業、焼肉店を中
心に大口貸出を実施したが、バブル崩壊、景気低迷の影響から不良債権が増加、H11.3期決算では当期損失916
百万円を計上、自己資本比率は▲42.27%となった。このため、H11.5.13に金融再生法68条1項に基づく申出を行っ
た。その後、H12.12.16管理を命ずる処分を受けた。

106

S36.10広島県在住の在日朝鮮人の企業活動と生活向上を目的に広島市に設立。バブル期に融資審査･債権管理
体制が脆弱なまま不動産業、遊戯業等の特定業種への融資を拡大。その後のバブル崩壊、景気低迷長期化の
影響から不良債権が大幅増加、H11.3期決算では当期損失33億円を計上、自己資本比率は▲6.86%となった。こ
のため、H11.5.14に金融再生法68条1項に基づく申出を行った。その後、H12.12.16管理を命ずる処分を受けた。

107

S36.10山口県在住の在日朝鮮人の企業活動と生活向上を目的に下関市に設立。バブル期に遊戯業、不動産業
等へ信用供与限度額を大幅に上回る貸出を行った結果、バブル崩壊、景気低迷長期化の影響から不良債権が
大幅増加、H11.3期決算では当期損失122億2,800万円を計上、自己資本比率は▲12.71%となった。このため、
H11.5.14に金融再生法68条1項に基づく申出を行った。その後、H12.12.16管理を命ずる処分を受けた。

108

S28.8福岡県の在日朝鮮人の企業活動と生活向上を目的に福岡市に設立。地域密着を標榜した金融機関として
組合員の金融の円滑化、地域経済の発展に注力してきた。しかし、バブル期の大口不動産関連貸出や、遊戯業
等への限度額を超過した貸出が、バブル崩壊に伴い不良化。H11.3期決算では当期損失92億4,600万円を計上、
自己資本比率は▲4.37%となった。このため、H11.5.14に金融再生法68条1項に基づき破綻を申請した。その後、
H12.12.16管理を命ずる処分を受けた。

109

S52.4長崎県在住の在日朝鮮人の企業活動と生活向上を目的に長崎市に設立。設立当初から不良債権の発生に
苦しみ、S61年度からは他の朝銀信用組合の支援を受けて再建に取組んできたが、バブル崩壊後、建設業、飲食
業等で不良債権が一段と増大。H11.3期決算では当期損失598百万円を計上、自己資本比率は▲42.82%となっ
た。このため、H11.5.14に金融再生法68条1項に基づく申出を行った。その後、H12.12.16管理を命ずる処分を受け
た。

110

S48.8茨城県内に居住する在日韓国人の企業活動と生活向上を支援することを目的として水戸市に設立された。
茨城県下一円を営業区域とし、3店舗(本店(水戸市)､土浦支店､日立支店)を保有。設立以来、遊戯業、不動産業、
飲食業を中心に積極的に融資を推進、バブル期には当該3業種向け貸出比率は全体の約7割を超えるに至った。
こうした融資構造の下で、バブル崩壊や景気停滞に伴い経営の悪化する取引先が続出し、貸出金の不良化が進
んだ。H12.9実施の関東財務局検査を踏まえてH12.12末基準で自己査定を実施したところ、信用供与等の限度額
を超える貸出が行われ、これらが不良化した結果、10億4,700百万円の債務超過であることが判明し、H13.2.16に
金融再生法68条1項に基づく申出を行い、同日、管理を命ずる処分を受けた。

111

S27.8長崎相互信用組合として設立。S57.4大長崎信用組合、諫早信用組合及び対馬信用組合と合併し、現組合
名に改称。長崎市を中心とする本土地区に3店舗、対馬地区に3店舗、合計6店舗を配し、地域に根ざした金融機
関として中小規模の事業者、勤労者等に対する資金需要に応えてきた。しかしながら、バブル期において審査管
理が不十分なまま不動産業を中心とする特定グループに対して融資を集中させた結果、これら大口不動産関連
融資先の延滞等により不良債権が増加。H10.3期の自己資本比率は2.1%となり、早期是正措置命令の対象組合と
なったが、経営改善計画書の提出により発動を1年猶予。本店を売却し、特別利益を計上してH11.3期の自己資本
比率は4.2%となった。しかし、H11.10実施の長崎県検査において、約21億円の償却引当不足が判明し、17億円の
債務超過に陥った。H12.2.9長崎県知事に対して金融再生法68条1項に基づく申出を行い、翌日、管理を命ずる処
分を受けた。

112

S27.3金沢市で設立。金沢市、松任市、石川郡及び河北郡の営業区域内に3店舗を配し、地域に根ざした金融機
関として、中小規模の事業者、勤労者等に対して金融サービスを提供してきた。しかしながら、バブル経済の終焉
期に積極的事業拡大方針を打出し、十分な貸出審査体制が整わないままに、建設及び不動産関連を中心とした
大口貸出先を増加させ、景気の長期低迷によりこれら大口貸出先の不良債権化が進んだ。特にH2.10～H12.5死
去まで務めた元理事長は、積極的な業容拡大方針を掲げ、次第に理事長の意向に沿った経営色が強まった。
H12.7実施の北陸財務局検査における指摘を受け、H12.8末現在で自己査定を見直し、朝日監査法人の監査を受
けたところ、11億300万円の債務超過であることが判明。H12.10.6金融再生法68条1項に基づく申出を行い、同日、
管理を命ずる処分を受けた。

113

S5.5地域住民の企業活動と生活向上を目的として石川県輪島市に設立。輪島市全域を営業エリアとして組合員
の利便に資するため地域信用組合としては極めて小規模であるが地域密着経営を展望していた。しかしながら、
バブル崩壊に伴う地域観光ブームの衰退、地場産業である漆器業の低迷等から取引先の中で経営が悪化する企
業が多発するに至り、H12.9北陸財務局による金融検査で貸倒引当不足が判明し、134百万円の債務超過となっ
た。H12.12.15金融再生法68条1項に基づく申出を行い、同日、管理を命ずる処分を受けた。

115

S31.11三重県内に居住する在日韓国人の企業活動と生活向上を支援とすることを目的として桑名市に設立され
た。バブル期に生コン･砂利採取業などの特定企業や元理事長の関連企業に与信を拡大し、そのほとんどが信用
供与限度額を超過し、その多くがバブル崩壊、景気低迷により不良化した。H6.9に不正融資問題で旧経営陣が辞
任、新聞にも取上げられ信用が低下、さらに内部管理のチェック体制の不十分性から役職員の不正事件や(着服･
不正融資)が散見され、長期に渡り預金流出が続いた。これに対し、商銀系組合からの協力預金や高金利預金で
つないできたものの、H12.5.19金融再生法68条1項に基づく申出を行い、同日、管理を命ずる処分を受けた。

114

T12.2宇都宮市に設立された栃木県内では最大の信用金庫。前理事長が就任したS63年度から不動産業、サービ
ス業の新規取引先を中心にH3年度にかけて貸出をほぼ倍増させたことから、バブル崩壊、景気低迷により不良
債権が増大。保有不動産の売却や有価証券運用益の増強により不良債権の償却を進めてきたが、H13.3期に大
幅赤字を計上し自己資本比率は3.95%となった。H13.9末では、H13.4実施の関東財務局検査を踏まえて、自己査
定基準に基づく厳格な査定を行った結果11億5,000万円の債務超過であることが判明した。このため、H13.10.19
預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、管理を命ずる処分を受けた。
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民事責任追及刑事責任追及

①平成４年４月、債務者から弁済がないのに、同人の不動産に設定して
いた根抵当権を抹消。その結果、貸付金の弁済に充当できたであろう953
万2,400円が回収不能。
②平成４年9月～平成５年４月、Ａ社（パチンコ店経営）の役員らに対し、
合計2億1,864万円を融資。平成８年１２月にＡ社は事実上倒産し、約150
百万円が回収不能。

　H6.10～H7.12、宅地開発事業を行う会社に対し、同社が実質破綻状態
にあり、実施する宅地開発事業も都市計画法所定の県知事による許可を
得ていない無許可開発であったことから、融資金が回収困難となることが
容易に判明したにもかかわらず、合計160百万円を融資。

平成５年３月、Ａ社（漢方薬剤業）に対し、6億円を融資。全額回収不能。
善管注意義務違反（実質的な借主はＡ社でない可能性が高い。そうだと
すれば、借主不明の融資。Ａ社が借主だとしてもＡ社の決算書等融資に
必要な関係書類を徴求していないばかりか、実質上の無担保融資）。

平成５年４月、同組合常務理事の妻外２名に対し、合計6億円を融資。全
額回収不能。善管注意義務違反（債務者は借名である可能性が大。真実
の債務者が不明で回収可能性なし。名義人が債務者だとすると実質上の
無担保融資であり、名義人の資産状況からして回収不能）。

既に高利貸しから借り入れせざるを得ないほど資金繰りの悪化していた
会社に対し、確実な返済能力がなかったにもかかわらず、十分な担保を
徴求することなく、理事長のトップダウンにより融資実行されたことに対す
る損害賠償請求。

①返済原資のない者に、実質無担保で融資したこと、②すでに債務超過
で返済能力のない者に、返済計画についての十分な検討もしないまま、
担保不足状態で迂回融資したこと、に対する各損害賠償請求。

①具体的な返済計画がなく、大幅な担保不足であるのに、理事長のトップ
ダウンにより融資したこと、②大口融資規制に違反した上、実質的に債務
超過で、返済計画の実現可能性が不透明で、大幅な担保不足であるの
に、融資したことに対する損害賠償請求。

事実上倒産状態にあった建設資材販売会社の破綻処理がなされると、信
組三重商銀自体の債務超過が露呈する状況で、信組三重商銀の破綻処
理の過程で明らかになるであろう元理事長がなした不法行為の隠ぺい、
及び自己保身を目的として、同販売会社の決済資金を破綻回避のため
に立て替えたことに対する損害賠償請求。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

臼杵信用金庫
(大分県臼杵市)

小樽商工信用組合
(北海道小樽市)

新潟商銀信用組合
(新潟県新潟市)

常滑信用組合
(愛知県常滑市)

春江信用組合
(福井県坂井郡春

江町)

中津川信用組合
(岐阜県中津川市)

沖縄信用金庫
(沖縄県那覇市)

神奈川県青果
信用組合

(横浜市金沢区)

116

S24.11地域住民の生活向上と企業活動への支援を目的に臼杵市に設立。取引先の業績不振による貸出金の不
良債権化、金利低下による収益の減少、株価下落に伴う有価証券評価損の発生等、厳しい経営環境が続いた。
従来より、低預貸率を補うために外国証券や株式投信等の有価証券による余資運用に依存していたが、昨今の
株価下落に伴う有価証券評価損の拡大等から多額の損失が発生。このため、九州財務局長の命令により、H13.9
末基準日で自己査定を実施したところ、11億4,300万円の債務超過、自己資本比率は▲5.98%であることが判明し
たため、H13.11.16預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、管理を命ずる処分を受けた。

117

S28.5設立。小樽市及びその周辺を主な営業基盤としていたが、S50年代に札幌市に進出(2店舗新設)し、バブル
期に建設業、不動産業の大口資金需要に応需したことから、バブル崩壊、景気低迷により不良債権が増大した。
さらに、株式、転換社債、投信等の運用で多額のロスが発生。H9.3に金外信22億円、H9.4に外国証券(ステップダ
ウン債)30億円を購入し、損失を回避した処理がなされた。H11.3期において自己資本比率が2.11%に低下したこと
で早期是正措置が発動され、H12.3期において5億円の出資金の増額等、経営改善計画書に基づき努力したが、
H12.7実施の北海道財務局検査により指摘された自己査定の甘さ、償却引当不足によるほか、景気低迷による貸
出資産の不良債権化により、H13.3期に52億円の当期損失を計上し、自己資本比率は▲19.31%に低下した。
H13.7.6預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、管理を命ずる処分を受けた。

119

S29.5常滑市の商工業者が中心となって設立、知多半島を主な営業基盤としていた。従来から預貸率が極めて低
い構造であるため、預貸差額金を国債･社債等を中心とした有価証券にて運用してきた。景気低迷の長期化など
から窯業などの地場産業の不振の度合いが深まり、不良債権が漸増する一方、経営の建直しを企図してリスクテ
イク型の有価証券投資や金利スワップに傾注したが(当初は株式運用を中心とした投資信託､H5頃からアジア関
連株式を投資対象とした投資信託､H8頃から金利上昇を見込んだ債券を中心とした投資信託)、想定した方向とは
逆にマーケットが推移し大幅な含み損を抱えることとなった。H9.3理事長交代以降、有価証券投資から貸出金の
増強に運用スタンスを変更したが、業績が悪化している先が多く、不良債権が増加することとなった。H13.3期に自
己資本比率は2.61%に低下し、このため出資金の増強を図ったが劣後ローンが十分に集まらず、またH13.8末の自
己査定を再度行った結果、22億1,300万円の債務超過となったことから、H13.10.19預金保険法74条5項に基づく申
出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

118

S42.11新潟県内に居住する在日韓国人の企業活動と生活向上を支援することを目的として新潟市に設立された。
規模が小さく小口優良な融資先の確保が難しく、融資先は零細で業況不安定な先が多く、不動産業やサービス業
(遊技場)向けなど特定業種に偏っていた。
また、前々理事長の任期が長期化し(17年間)、独断専行型となりこれを牽制する機能が働かず、S50年代後半か
らバブル期の間にサービス業、建設業などの特定企業に大口融資を推進したことから、バブル崩壊、景気低迷に
より不良債権が増大。また、後任の前理事長体制においても効果的な対策が打出せず、貸出金の回収･管理も十
分でなかった。H12.3期は当期利益503百万円の赤字となり、自己資本比率は2.98%、H12.5.29付で金融監督庁か
ら業務改善命令が発出された。H12.6.12付出資金増強等を中心とした経営改善計画を提出し、経営内容の改善を
図ることとしていたが、H12.5～7に大口与信先が相次いで破綻し、同年7月実施の関東財務局検査で12億1,500万
円の債務超過であることが判明し、H12.8.25金融再生法68条1項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人によ
る業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

120

S25.6福井県坂井郡及び福井市を営業区域に、地域住民の企業活動と生活の向上を主たる目的として、坂井郡春
江町に設立。バブル崩壊後の景気の長期低迷等の影響から不良債権が増加、有価証券運用における外国証券
のデフォルト発生もあって、H13.3期決算では287百万円の当期損失を計上、12百万円の債務超過(有価証券含み
損を勘案すれば114百万円の債務超過)に陥った。このため、H13.5.25預金保険法74条5項に基づく申出を行い、
同日金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

121

S34.12中津川市内の商工業者が設立。バブル崩壊後の長引く景気低迷を背景とする中小零細企業の業績悪化
から不良債権が増加。低預貸率を補うための有価証券運用も失敗、H12.3期13億3,800万円の評価損を計上した。
H13.3期当期利益は大口取引先の倒産等による引当金の増加等から653百万円の赤字、自己資本比率は2.54%と
大きく低下した。これを受け、出資金増強を柱とした経営健全化計画を策定したが、資産状況はさらに悪化し、出
資金の増強も目標額に達しなかった。H13.9末において財務状況を精査し、監事(公認会計士)と協議し、投資信託
の下落による減損処理、正確な自己査定及び適切な償却･引当等を行ったところ、251百万円の債務超過に陥っ
た。このため、H13.11.2預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の
管理を命ずる処分を受けた。

123

S46.10横浜青果商信用組合(S26.5設立)と神南青果信用組合(S28.11横須賀青果商信用組合として設立､S40.6神
南青果信用組合と改称)が合併して神奈川県青果信用組合となった。主要取引先である青果商の業況悪化など
から貸出金の劣化が進んだほか、保有有価証券(外債、投信)の含み損が増加した。H11.11神奈川県当局の検査
を踏まえ、H12.3期決算で285百万円の貸倒引当金の積み増しが必要となり、自己資本比率が2.87%に低下し、早
期是正措置命令が発動された。H12.8実施の関東財務局検査を踏まえ、H12.12末基準の自己査定の結果、債務
超過であることが判明し、H13.3.16金融再生法68条1項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及
び財産の管理を命ずる処分を受けた。

122

S28.12地域住民の生活向上と企業活動への支援を目的に那覇市に設立。バブル時代に融資した大口取引先の
経営悪化や担保価額の下落により多額の不良債権が発生。H12.3期の自己資本比率は2.96%となり、H12.5.16金
融監督庁長官より早期是正措置命令を受けた。これを受け沖縄信金では、同19日にコザ信用金庫との合併を公
表するとともに、経営改善計画を策定し、経費節減や人員削減等に努めたものの、長引く不況や担保価格の下落
が続く中、H13.7末を基準日とした自己査定において13億3,700万円の債務超過(自己資本比率▲6.22%)であること
が判明、H13.10.26預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理
を命ずる処分を受けた。
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民事責任追及刑事責任追及

①その代表者が信組の顧問となっている、ホテルや飲食店を経営する会
社に対し、その会社の経営状況や資金使途、返済原資の調査が不十分
なまま、十分担保を徴求することなく融資したこと、②すでに大口融資規
制限度額を超え、返済能力がない融資先である建設会社への資金融通
を目的として設立された会社に対し、資金使途が不透明なまま無審査、
無担保で迂回融資したこと、に対する各損害賠償請求。

理事長らが、別の理事が代表取締役であり、後には被告の元理事長が
代表取締役となるパチンコ会社のパチンコ店用地買収資金のために、大
口融資規制を無視して、いずれも理事会の事前承認をうることなく、①被
告の元理事長に対し、②組合の借入資格を仮装したうえで同社に対し、
それぞれ当初から返済見込みがないにもかかわらず、適切な保全措置を
講じないまま、情実融資をしたことに対する各損害賠償請求。

- 213 -



破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

大日光信用組合
(栃木県日光市)

せいか信用組合
(東京都千代田区)

大阪第一信用金庫
(大阪市中央区)

関西西宮信用金庫
(神戸市中央区)

中津信用金庫
(大分県中津市)

佐賀関信用金庫
(大分県北海部郡

佐賀関町)

東京商銀信用組合
(東京都新宿区)

だいしん信用組合
(石川県加賀市)

松島炭鉱信用組合
(長崎県西彼杵郡

外海町)

124

S27.9足尾信用協同組合として足尾町に設立され、S44.9本店を日光市に移し、名称を大日光信用組合に変更。T
前理事長(91歳-運営委員会H14.3.6当時)の32年に亘るワンマン体制の下で、バブル期に建設業、不動産業、旅
館業などへの大口融資を行ったが、景気低迷の長期化により、これらの貸出が不良債権化。H13.3期決算におけ
る自己資本比率は1.83%まで低下したため、経営改善計画を策定し経費節減に努め、出資金の増強等を図ったが
未達となり、その後も大口貸出先の倒産等が相次いだほか、保有有価証券の評価損が拡大したこと等から、
H13.9末の自己査定で577百万円の追加償却･引当を含む15億5,600万円の償却･引当額の計上を余儀なくされ、
10億800万円の債務超過となった。H13.11.16預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人に
よる業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

125

S6.11業域の中小零細企業及び個人事業者の経済活動を支援する目的に東京青果商信用組合として設立。
S59.12豊島青果信用組合と合併、S60.9現名称に改称。中小零細の青果業、花き業の事業者等の金融の円滑化
を図るとともに、代払決済制度を通して青果市場内の金融機能を担ってきた。しかしながら、主要取引先である零
細な青果卸･小売業の業況がスーパーとの競合などもあって悪化が進み、年々貸出金が劣化したほか、保有有価
証券(株式､投信)の含み損が発生。H12.10実施の関東財務局検査(基準日H12.3末)を踏まえ、H13.3末を基準日と
して自己査定を実施した結果、約19億円の債務超過となったため、H13.6.8に銀行法に基づき債務超過である旨
の報告を行い、預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命
ずる処分を受けた。

127

H6.7.11関西信用金庫(S24.11創業)と西宮信用金庫(T12.9創業)の合併により設立。バブル崩壊の影響に加え、
H7.1に発生した阪神･淡路大震災により、建設･不動産業者を中心に融資先の業況が悪化。さらに景気の低迷、地
価の下落による保全不足の増加等により、H12.3期決算で自己資本比率が2.1%に低下し、業務改善命令を受け
た。その後、経営改善に努めてきたが、株価下落に伴う有価証券の含み損の拡大等から、H13.8実施の金融当局
の立入検査を踏まえ、H13.9末を基準日として自己査定を実施した結果、10億5,400万円の債務超過であることが
判明、H13.11.22銀行法に基づき債務超過である旨の報告を行い、預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同
日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

126

S4.2.20地元中小企業、地域住民の支援を目的に大阪市に有限責任大阪第一信用組合として開業、S26.10.20信
用金庫に改組し現名称に改称。長期にわたる景気低迷による融資先の業況悪化、地価下落による保全不足に加
え、株価下落による多額の有価証券評価損を抱えることとなった。H13.3末を基準日として実施された金融当局の
立入検査を踏まえて、H13.9末基準日で自己査定を実施したところ、30億9,200万円の債務超過であることが判明
したため、H13.10.19預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理
を命ずる処分を受けることとなった。

132

S27年初松島炭鉱㈱及び関連企業の従業員協同組合として組合員の貯蓄奨励及び生活の安定に資するため、
大島鉱業所鉱員信用組合として設立。S35.6現名称へ変更。その後、母体である大島鉱業所がS45に閉山、2000
人台を維持してきた組合員数が1200人へ大幅に減少。H11.10組合員が池島に集中したことから本店を池島に移
転、組合員も2000人台を回復したが、職域という営業基盤が離島ということもあって資金需要が盛り上がらず貸出
金の伸びは低調に推移した。低預貸率(15%程度)を補うべく運用していた外国証券投資の失敗からH13.3期78百万
円の債務超過に陥った。こうした中、H13.11.29池島炭鉱が閉山となり、翌日、自主再建を断念し金融庁に預金保
険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

130

S29.2.24在日韓国人の企業活動と生活向上を支援することを目的として新宿区に設立され(S35.7.1漢城信用組合
より名称変更)、H11.3には埼玉商銀信用組合の事業を譲受けた。故元理事長、前理事長の二代に亘るワンマン
体制の下で、バブル期に不動産業、金融業、遊戯業などの特定企業･グループに大口融資を行い、バブル崩壊後
の景気低迷によりこれらの貸出が不良債権化。H12.1から3月にかけて約47億円の増資を実施したが、同時期に
行われた関東財務局検査結果通知に基づき自己査定を見直した結果、約221億円の大幅な債務超過であること
が判明し、H12.12.15銀行法に基づき債務超過である旨の報告を行い、預金保険法74条5項に基づく申出を行い、
翌日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

128

131

S8.4加賀市､小松市及びその周辺地域の金融円滑化を図る目的で、当時の産業組合法に基づき保証責任大聖寺
町信用組合として設立。S59.10現名称へ変更。この間、4店舗(山代支店､加賀温泉駅支店､小松支店､若杉支店)
を設置し、業容拡大に注力。しかしながら、大口貸出制限違反による特定企業への大口貸出金が不良化、理事会
等でのチェック機能不全による内部牽制組織の形骸化、融資審査･債権管理体制の不備、さらには景気停滞によ
る主要取引業態である卸小売業･サービス業を中心とした業績不振先の続出による不良債権の増加、加えて相場
悪化による保有有価証券の多額の損失発生もあって、経営内容が悪化。不良債権の回収に努めたものの、資産
内容の改善は遅々として進まず、H13.3期114百万円の債務超過に陥った。このため、H13.4.6預金保険法74条5項
に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

T12.2地域住民の生活向上と企業活動への支援を目的に有限責任中津信用組合として中津市に設立。S27.2中津
信用金庫に改組。H6.10昭和信用金庫と合併。建設業、卸･小売業向け与信を中心に、景気低迷等により不良債
権が増大。H12.3.9早期是正措置命令を受けて経営改善に努めてきた。しかしながら、株価下落に伴い株式投信
等で多額の評価損が発生。こうした中、H13.9に実施された九州財務局検査結果を踏まえ、H13.9末基準日で自己
査定を実施したところ、30億1,600万円の債務超過、自己資本比率は▲3.43%であることが判明したため、
H13.11.16預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる
処分を受けることとなった。

129

S12.1地域住民の生活向上と企業活動への支援を目的に保証責任信用組合佐賀関金庫として北海部郡佐賀関
町に設立。S28佐賀関信用金庫に改組。建設業向け与信を中心に、景気低迷等を背景に不良債権が増大。H12.3
早期是正措置命令を受けて経営改善に努めてきたが、地域経済の低迷を背景に取引先の業況悪化が一段と進
んだうえ、株式市場等の下落によって保有有価証券の含み損失が拡大する事態となった。H13.9に実施された九
州財務局検査を踏まえH13.9末基準による自己査定を実施したところ、貸出金の個別引当金の積み増しや時価会
計に基づく保有有価証券の減損処理を主因に、195百万円の債務超過、自己資本比率は▲3.36%であることが判
明したため、H13.11.16預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管
理を命ずる処分を受けることとなった。
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民事責任追及刑事責任追及

（背任）民事と同一事案、被告人死亡により公訴棄却。

旧大阪第一信用金庫の常務理事らが、理事長に対し、通常の融資審査
であれば当然に行われる資金使途や返済能力の確認すら十分に行うこ
となく、極めて杜撰な審査・承認手続にて、大幅な担保不足の状態での融
資実行したことに対する損害賠償請求 。

元専務が、かねて取引先の代表者から金員を受け取るなど癒着していた
ところ、同人らからこれを明るみに出すなどと脅迫され、回収可能性に関
する調査検討をせず、過大な担保評価をして融資実行。

旧東京商銀信組理事長らが、いわゆる「不良債権の飛ばし」の協力先へ
の見返り融資を目的として、その協力先の資金使途、返済能力を十分に
検討することなく、また十分な担保を徴求しないまま、迂回融資のために
ペーパーカンパニーを設立したうえで、実質大口融資規制違反となる迂
回融資をしたことに対する損害賠償請求。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

網走信用組合
(北海道網走市)

大栄信用組合
(東京都大田区)

旭川商工信用組合
(北海道旭川市)

加賀信用組合
(石川県加賀市)

信用組合福岡商銀
(福岡市博多区)

東京富士信用組合
(東京都大田区)

宮城県中央
信用組合

(仙台市宮城野区)

黒磯信用組合
(栃木県黒磯市)

馬頭信用組合
(栃木県那須郡馬

頭町)

133

S41.6北海道内の最後発の信用組合として網走市に設立。地域の基盤産業である水産加工業、木材加工業等の
衰退に加え、観光の低迷によるホテル業などの業況悪化などから貸出金の劣化が進み、H13.3期の自己資本比
率は2.91%に低下。全信組連に210百万円の劣後ローン、近隣自治体に総額190百万円の優先出資証券の引受要
請など、出資金増強等を図ったが未達となり、H13.9末の自己査定で約23億円の債務超過となったことから、
H13.11.9預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処
分を受けた。

134

S28.2中央区に設立され、その後S33本店を品川区に、S55に大田区に移転。バブル期に大田区、品川区で、大口
の不動産関連融資を推進したが、バブル崩壊によりこれらの貸出が不良債権化。また、景気低迷により地元中小
零細の製造業、サービス業を中心とした貸出も不良債権化が進み、投信でもロスが拡大。関東財務局検査の結
果を踏まえ、H13.6末を基準日として自己査定を実施した結果41億4,900万円の債務超過となったことから、
H13.11.2銀行法に基づき債務超過である旨の報告を行い、預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融
整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

135

S27.4旭川市に設立。地場産業である家具･木材加工業などが衰退するなかで、有価証券運用を拡大したが、H4.3
期に投信で多額の含み損が発生。その失敗を補うために、利益先取型金融派生商品の取組み、収益効率から観
光ホテル業、不動産業などの特定企業･グループに大口融資を推進したが、バブル崩壊、景気低迷によりこれら
の貸出が不良債権化。H12.3早期是正措置が発動され自主再建を目指したものの、H12.12実施の北海道財務局
検査を踏まえH13.3期40億5,600万円の債務超過に陥り、H13.6.22預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同
日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

136

S28.1組合員の経済活動の促進及び経済的地位の向上を図るべく、加賀市において片山津信用組合として設立。
S32.6現名称へ変更。加賀市、小松市を営業地域として地域密着を標榜、中小零細企業や個人取引が主体。しか
しながら、バブル崩壊後の景気低迷長期化による地元主要産業である温泉旅館、建設業を中心に経営悪化する
先が続出して不良債権が増加したほか、投資有価証券に多額の償却、含み損が発生(特にプリンストン債)したた
め、経営内容が悪化。H13.3期133百万円の債務超過に陥った。このため、H13.4.6預金保険法74条5項に基づく申
出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

137

S33.12福岡県内に在住する在日韓国人の企業活動と生活向上を支援することを目的として北九州市に平和信用
組合として設立。S44.6に現名称に変更。S59.8本店を福岡市に移転。バブル崩壊以降、景気低迷等によって、主
要取引業態である遊戯場、不動産業を中心に経営の悪化する取引先が続出。特に、信用供与限度額を超える大
口貸出先が不良債権化。その後、H10.3期決算において、364億3,100百万円の債務超過に陥り、九州商銀(仮称､
熊本･長崎･大分･佐賀の4商銀が合併)への事業譲渡の方針を決定し、H10.5.15破綻公表した。しかし、4商銀の合
併交渉は利害対立から頓挫。H11.4から単独交渉を行っていた熊本商銀は規模が小さいことから断念。譲渡先を
探すことが困難なこともあり、H12.6.9金融再生法68条1項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務
及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

138

S40漁業権行使権を放棄した漁民の経済活動及び地域の中小企業の経済活動を支援することを目的にS40.8設
立。大田区を主な営業基盤としていたが、景気低迷の長期化により地域の中小製造業の業況が悪化し、不良債
権が増大。こうした状況の下で経営の建て直しを企図して、有価証券投資を拡大したが、株式、投信、外国証券で
多額の含み損が発生。H13.6.26に通知された関東財務局検査の結果(H12.3末基準)を踏まえ、H13.6末基準で自
己査定を実施したところ有価証券の多額の評価損等により20億7,500万円の債務超過となったことから、H13.11.2
預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受
けた。

139

S28.9仙台市における商工業者らが中心に仙台商工信用組合として設立、S60.4仙台市場信用組合、東北信用組
合との合併により宮城県中央信用組合に改称、さらに、S63.4仙台食糧信用組合を合併。バブル崩壊や景気低迷
の長期化により主要取引先である建設業、不動産業などの業況が悪化したため、不良債権が増大。H12.3期決算
の自己資本比率が3.68%となったことから、早期是正措置命令を受けた。その後も貸出資産の悪化に歯止めがか
からず、H13.8大口債務者が倒産し、H13.8末基準の自己査定で債務超過(▲287百万円)になったことから、
H13.11.9預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処
分を受けた。

141

S28.10那須郡馬頭町に設立され、主として訪問･集金活動により小口の預金を集め、それを地域の中小零細企業
に対して融資する等地域密着経営を行ってきた。当事業区域は、資金需要が少なく、預貸率の改善を図るべく努
力を行ったが、景気低迷の長期化により、主要取引先である酒造業、木材業などの業況が悪化し、貸出金の劣化
が進んだ。また、貸出残高が減少傾向を辿る中で有価証券運用を拡大したが、H11年後期に購入した仕組債(他
社株転換社債)及び株式が、H12夏以降の株式市況の下落の影響を受けた。H12.12に実施された関東財務局検
査結果を踏まえ、自己査定を行った結果、H13.3期の自己資本比率は5.61%と前年度比▲8.08%悪化した。出資金
増強要請の応諾が得られない中、H13年度に入り、有価証券の評価損が拡大し、マイカル債のロスが発生。H13.9
末基準の自己査定で35百万円の追加引当が必要となったほか、有価証券の評価損は898百万円となり、うち548
百万円は減損処理を余儀なくされたことから733百万円の債務超過に転落。H13.11.16預金保険法74条5項に基づ
く申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

140

S30.12黒磯市に設立。地元の商工業を中心とした中小零細企業と勤労者の金融の円滑化と地域経済の発展に努
めてきた。バブル期にリゾート開発企業への大口融資を推進したが、バブル崩壊により経営が悪化する先が続
出。償却･引当増による自己資本の減少に対し、経費節減や出資金の増強に努め、H13.3期自己資本比率は
5.11%を確保した。しかし、株式市況の悪化や外国債券に係る信用リスクの高まりから、仕組債及び外国債券(アル
ゼンチン債等)を中心にH13夏以降評価損が急に拡大したほか、取引先の業績悪化、地価の下落に伴い担保不動
産の評価額の減少、出資の増強も目標額までには至らず、また関係団体等からの支援も困難な状況であった。こ
うしたなか、H13.4.8に通知された関東財務局検査結果を踏まえ、H13.9末基準の自己査定でさらに多額の償却･引
当が必要となり13億6,300万円の債務超過となったことから、H13.12.7預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同
日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。
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民事責任追及刑事責任追及

旧網走信組理事長らが、既存の貸付金の元利金の支払を延滞させてい
た会社に、大口融資規制に違反した上、確実な弁済財源がなく、無担保
で融資実行したことに対する損害賠償請求。

旧旭川商工信組理事長らが、①粉飾決算し、剰余金がないにもかかわら
ず、違法配当したこと、②興行業会社のグループ企業に対し、迂回融資
のため、資金使途を偽られたまま、返済能力がないのに無担保で融資し
たこと、に対する各損害賠償請求。

旧信組福岡商銀の理事長らが、大口融資限度規制を超える大口債務者
である、遊技場や不動産業の経営を主力事業としていた個人や会社のグ
ループが延滞するようになった後もさらに代理貸付を含む貸出を実行す
る状況で、担保として徴求していた預金を順次解除して、払戻に応じたこ
とに対する損害賠償請求ほか３件。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

小川信用組合
(栃木県那須郡小

川町)

岩手信用組合
(岩手県大船渡市)

岡山県信用組合
(岡山県岡山市)

島原信用組合
(長崎県島原市)

両筑信用組合
(福岡県浮羽郡吉

井町)

神栄信用金庫
(神戸市中央区)

三栄信用組合
(東京都杉並区)

信用組合京都商銀
(京都市下京区)

長島信用金庫
(三重県北牟婁郡

紀伊長島町)

150

S23.7長島農業会の信用業務を承継して長島信用組合として設立。地場産業である漁業、養殖業等の不振及び
運輸、建設業等の大口先の倒産から不良貸出金が増加し、有価証券運用においてもハイリスク･ハイリターンの
外国証券(アルゼンチン国債､同リパッケージ債)、投資信託において多額の損失を抱えることとなった。こうした状
況のもと、H13.11末基準で自己査定を実施したところ、366百万円の債務超過(自己資本比率▲4.04%)であることが
判明したため、H13.12.28預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の
管理を命ずる処分を受けた。

149

S29.8京都府内に居住する在日韓国人の企業活動と生活向上を支援することを目的に｢京都実業信用組合｣として
設立。以後、業容を拡大し京都府下に5店舗を構えるまでに拡大した。バブル崩壊以降景気低迷等によって、主要
取引業態である建設、不動産業を中心に経営の悪化する取引先が続出。内部牽制機能の形骸化から法令に定
める信用供与等の限度額を大幅に超える貸出が行われ、特に大口の貸出が不良債権化した。H10.6信用組合大
阪商銀の受皿として名乗り出たものの、H12.3期の自己資本比率が3.87%となり、H12.5.29に金融監督庁により早
期是正措置命令を受け断念。以後、自己資本増強とともに店舗閉鎖等の経営改善策を進めたが、H13.4.12の検
査結果通知においてH12.3期は大幅な債務超過であるとの指摘を受け、H13.4.20預金保険法74条5項に基づく申
出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けるに至った。

148

S27.4.1杉並区･中野区･新宿区･豊島区･渋谷区を業務地区として三和信用金庫杉並支店の権利業務を承継し、
居住する地域住民の企業活動と生活向上を目的として設立。S63.4多摩商工信用組合と合併。H12.1平和信用組
合の事業を譲受。東京都西部地区を中心とした15区18市を営業地区とした。地場産業もない商住地区であり、バ
ブル期に不動産、建設業向け融資が拡大された。バブル崩壊後、不動産業、建設業、サービス業、卸･小売業を
中心に大口先を含む経営悪化先が増加、担保不動産の下落もありこれらの貸出が不良債権化。H13.3期決算の
自己資本比率は1.51%となり、H13.5.31早期是正措置命令を受け、6.14自己資本充実策を織り込んだ経営改善計
画書を提出した。しかし、検査結果を踏まえたH13.6末基準の自己査定で新たに87億8,100万円の貸倒引当金の
計上となり、有価証券評価差額金と繰延税金資産の計上ができず45億6,800万円の債務超過となったことから、
H13.11.22預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる
処分を受けた。

S31.6島原市内の商工業者が中心となって設立。営業地域は島原市及び南高来郡一円。店舗は島原市に本店、
支店1店舗を有している。しかしながら、雲仙普賢岳噴火(H3)の影響に加えて、景気低迷の長期化から不動産･建
設向け大口貸出や特定企業への限度額を超過した貸出が不良債権化した。自主再建の努力を重ねたが不良債
権の回収は進まず、融資の低迷を有価証券によりカバーしようとしたが、債券相場下落による有価証券の多額の
評価損が発生した。H13.6.28決算発表後、協金法6条1項で準用する銀行法24条1項に基づく報告命令を受け、自
己査定(H13.9末)を実施したところ、341百万円の債務超過である事実が判明。このため、H13.12.21業務改善命令
を受けたが有効な経営改善策を立てることができず、H13.12.21預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、
金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

S22.10任意組合｢華僑福利合作社｣として兵庫県神戸市に設立。S25.11信用組合に、S27.6信用金庫法に基づき｢
華僑信用金庫｣に改組、S53.9現商号に改称。国内唯一の華僑系信用金庫として堅実経営に努めてきたものの、
華僑社会の世代交代や他金融機関との競合激化で業績が伸び悩む中、邦人取引の開拓等を模索したが、バブ
ル崩壊の影響に加え、H7.1の阪神･淡路大震災により不動産関連を中心に融資先の業況悪化が進展。H13.3期は
不動産業を中心に多額の不良債権の償却･引当を余儀なくされ、創業以来初の赤字決算(当期損失▲954百万円)
となった。H13.3末を基準日とする近畿財務局検査を踏まえ、H13.9末基準の自己査定を実施したところ、貸倒引当
金の増額、有価証券の評価損等もあって▲117百万円の債務超過であることが判明、H14.1.18預金保険法74条5
項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

142

S26.10那須郡小川町に那須郡南部地域の経済発展に寄与すべく地区内の中小規模の事業者、勤労者等の組合
員に必要な金融事業を行うことを目的として設立。景気低迷により主要取引先である建設業、不動産業の業況悪
化、及び担保不動産の価格の下落により貸出金の不良債権化が進む中で、不祥事件による未回収金の発生や
有価証券投資での評価損発生から、H13.3期決算で自己資本比率が2.74%まで低下。H13.5.30改善計画提出命令
を受けて経営の合理化に努めたが、H13.9末基準で自己査定を実施したところ、新たに119百万円の償却･引当、
有価証券の評価損も256百万円に拡大、414百万円の債務超過(自己資本比率▲6.76%)となり、H13.12.7預金保険
法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

143

S33.10大船渡信用組合として大船渡市に設立され、S46.5現行名称に変更。その後盛岡市進出に失敗したほか
(S61盛岡支店を廃止)、水産加工業や建設業向けの貸出の劣化、投信などでの多額のロス発生から、財務内容
が大幅に悪化。H6岩手県、全信組連等の支援による経営再建計画が策定された。しかしながら、再建は全く進展
せず、H13.3期決算における自己資本比率が2.20%まで低下。その後の自己査定で約6億円の債務超過となったこ
とから、H13.11.9預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を
命ずる処分を受けた。

146

S49.4地域住民の企業活動と生活向上を目的として、浮杷(うきは)信用組合と甘木(あまぎ)信用組合が合併し、両
筑信用組合として設立。S55.4吉井信用組合と再合併し今日に至る。しかしながら、バブル崩壊後の景気の長期低
迷により、温泉旅館業(原鶴温泉)、木材業、建設土木業向け与信を中心に不良債権が増大。不動産担保の評価
替により引当金が増加したほか、保有有価証券(社債)でデフォルトが発生。H13.11実施の福岡財務支局検査を踏
まえ自己査定(基準日H13.9末)を見直したところ、333百万円の債務超過であることが判明。このため、H13.12.28
銀行法に基づき債務超過である旨の報告を行い、預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財
人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

147

144

S27.9岡山県下一円を事業区域として中小零細企業の金融円滑化及び地域経済の発展のため岡山県商工信用
組合として設立。S59.4現名称へ変更。H10.10真庭信用組合と合併。H11年度は不良債権処理の原資捻出のた
め、株式･株式投資信託の運用を積極化し株式市場の好調(IT関連株の急騰)にも支えられ有価証券利息配当金
と株式売却益により60億9,400万円の不良債権処理を行うことができた。しかしながら、景気低迷長期化の影響か
らサービス業、不動産業に対する不良貸出が大幅増加した一方、株式市場の急落により有価証券の評価損が
H12.9末59億1,800万円、H13.3末92億1,600万円となった。H13.9末は時価会計により株式等償却が92億8,400万
円、減損処理以外のその他有価証券の評価損30億5,200万円、貸倒引当金繰入額15億500万円の損失処理が必
要となり、91億7,800万円の債務超過(自己資本比率▲9.42%)に陥った。このため、H13.12.7預金保険法74条5項に
基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。破綻に至った原因
として、リスク管理の認識不足、特に有価証券運用では牽制が機能しない等の経営陣の不適切な運営があげら
れている。

145
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民事責任追及刑事責任追及

連続赤字で既貸付分の元利延滞していた会社に対し、資金使途を「買掛
金決済資金」「給料支払資金」、回収原資は「売掛金回収」等とするのみ
で具体的検討を行わず、大幅な担保割れのまま融資を実行。

経営状態を悪化させ和議を申し立てていた会社に、大口融資規制に違反
した上、具体的な返済財源の確認、保証人からの保証書の徴求をするこ
となく、無担保で融資を実行したことに対する損害賠償請求。

すでに債務超過であったゴルフ場やホテルを運営する会社に対し、同社
が赤字で返済計画の実現性がなかったにもかかわらず、十分な担保を徴
求することなく、理事長のトップダウンにより融資したことに対する損害賠
償請求。

旧岡山県信組理事長らが、既存の貸付金の元利金の支払いを延滞させ
ていた赤字会社に、返済計画もなく、無担保で融資実行したことに対する
損害賠償請求。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

佐伯信用金庫
(大分県佐伯市)

都民信用組合
(東京都荒川区)

池袋信用組合
(東京都豊島区)

信用組合関西興銀
(大阪市天王寺区)

栃木県中央
信用組合

(栃木県宇都宮市)

千葉商銀信用組合
(千葉市中央区)

東京食品信用組合
(東京都新宿区)

第三信用組合
(東京都中央区)

156

157

S30.4食品製造業､販売業､花きの集荷販売を営む中小規模の事業者その他に金融事業を行うことを目的に生菓
子信用組合として新宿区に設立。S36.12現名称に変更。H5.9に東京都、全信組連等の支援を得て行った｢いちば
信用組合｣の救済合併が重荷になったほか、景気の長期低迷により健全とみられていた食品、花き集荷業向け貸
出も劣化が進んだ。これは、業域組合であることから組合員である融資先の評価が主観的であったためである。
H12.3末を基準日として実施された関東財務局検査の結果等を踏まえH13.6末を基準日として自己査定を実施した
結果、新たに169百万円の償却･引当が必要となり、18億9,700万円の償却･引当額の計上を余儀なくされ、246百
万円の債務超過であることが判明。H13.11.30預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人に
よる業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

158

S26.11.21中央区に設立。バブル崩壊や景気低迷の長期化により主な取引業態である不動産業、建設業及び卸･
小売業を中心に大口先を含む経営悪化先が増加。さらに担保不動産の下落により貸出の不良債権化が顕在化。
H13.3期の自己資本比率は1.59%に低下しH13.5.14早期是正措置命令を受けた。改善計画書を提出し出資金の増
強等努力をしたが、H13.5.14に通知された関東財務局の検査結果を踏まえてH13.9末基準で自己査定を実施した
結果、新たに10億4,300万円の償却･引当て、株式市場の低迷により有価証券の評価損額が10億3,400万円発生
し時価会計による減損処理により、23億8,500万円の債務超過となった。H13.11.30預金保険法74条5項に基づく申
出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

S38.2在日韓国人の企業活動と生活向上を支援することを目的として千葉市に設立。サービス業､不動産業､卸･小
売業､飲食店等の特定業種に対する融資が7割以上を占め、これらの業種を中心として融資先の業績が悪化、特
に、パチンコ店､産業廃棄物処理業､金融業､スクラップ業､廃品回収業等に顕著であった。また、1先50百万円以上
の大口与信額が総与信額の7割を超えるなど大口偏重がみられ、これらの先の業績も悪化した。H12.3末を基準
日とした関東財務局の結果を踏まえ、H13.3末を基準日とした自己査定を見直したところ323百万円の追加引当が
必要となり、自己資本比率も5.28%から2.14%に低下。H13.10に早期是正措置命令を受けたが、その後も貸出金の
劣化に歯止めがかからず、H13.11末基準の自己査定で780百万円の追加引当が必要となり944百万円の債務超
過となることが判明。H14.1.18預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財
産の管理を命ずる処分を受けた。

155

S27.7宇都宮市に設立。バブル期に建設･土木会社に大口融資を行ったが、これらの貸出が軒並み不良化するな
ど、融資審査･債権管理体制の不備及びバブル後の主要取引先の業績不振などから不良債権が増加。H13.3期
決算で自己資本比率は1.75%まで低下し、早期是正措置を受けた。経営改善計画を策定し、H13.7以降、店舗統廃
合を進めるなど経営の建て直しを図るが、不良債権の整理が進まない一方で融資先の業況悪化や担保不動産価
格の低下で新たに11億2,000万円の償却･引当が発生、さらにマイカル債でのロス発生などで保有有価証券の305
百万円の減損処理から、同年9月末基準の自己査定で18億3,600万円の債務超過となり、H13.12.7預金保険法74
条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

154

152

S27.12荒川区に設立。H2.4向島信用組合と合併。H10.12豊栄信用組合、H11.11台東信用組合及び総武信用組
合、H12.5足立綜合信用組合の事業を譲受。地場中小零細企業の業績不振などから不良債権が徐々に増加した
ほか、S36より同一の理事長による経営が続き、特にH9から親族が担当理事となって有価証券運用を一手に担
い、相互牽制機能が欠如した状態となった。譲受時の金銭贈与の運用手段として有価証券投資が増加したが
(H10.3末72億円､H11.3末179億円､H12.3末178億円､H13.3末236億円)、日経平均リンク･スワップやEB(他社株転
換可能債)などデリバティブを多用した商品や香港関連の私募投信などの運用が失敗。引当金計上を余儀なくさ
れ、H13.3期決算の自己資本比率は3.49%となり、早期是正措置命令を受けた。その後も株式、投信などの評価損
が拡大し、H13.11.21時価会計の導入に伴い関東財務局より検査結果の通知事項(H13.5.16)に対する改善状況等
の報告を求められたことから、H13.9末基準で自己査定を行った結果、新たに10億8,600万円の償却引当金が必要
となり68億6,700万円の償却･引当金を計上、有価証券評価損を78億円計上するなどした結果、78億2,600万円の
債務超過(自己資本比率▲12.49%)になったことから、H13.12.21預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金
融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

151

S3.7地域住民の生活向上と企業活動への支援を目的に佐伯市に保証責任佐伯信用組合として設立。S27.12信用
金庫法に基づき現名称へ変更。海運業等の信用供与限度額を超える大口与信先が不良債権化したほか、株価
下落に伴い有価証券で多額の評価損が発生。こうした中、九州財務局長の命令により、H13.9末基準で自己査定
を実施したところ、581百万円の債務超過(自己資本比率▲1.37%)であることが判明したため、H13.12.28預金保険
法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

S30.11信用組合大阪興銀として大阪市に設立。H5.7信用組合滋賀商銀､信用組合神戸商銀､信用組合和歌山商
銀､奈良商銀信用組合と合併し、組合名を信用組合関西興銀に変更。H7.3信用組合岐阜商銀と合併。従来より量
的拡大を指向してきたが、旧大阪興銀が抱えていた多額の不良債権に加え、バブル崩壊による主要取引先の業
績不振などから多額の不良債権を抱えることとなった。特定債務者に偏重した大口貸出先が不良化し不良債権が
増したことに加え、H9金融不安により、大口預金が流出したことから経営を圧迫することとなった。H12.9.11に通知
された近畿財務局の検査結果(H11.3.31基準日､立入検査開始H11.11.5)においては、H11.3期は要追加償却･引当
額を踏まえれば実質780億円の債務超過であると見込まれた。当該検査の結果を踏まえたH12.6末時点の財務状
況について、累次にわたり報告徴求が行われたが、同組合からは検査結果を大きく異なる自己査定に基づく財務
状況の報告がなされた。こうした状況の下で、同財務局は、債務超過を解消するために自己資本充実策等につい
て累次にわたり報告を求めたが、同組合は、債務超過ではないとして、検査結果通知から3ヶ月あまりが経過して
も、具体的な実現可能性のある自己資本充実策を提出しなかった。H12.12.15金融再生委員会より金融再生法8
条の処分を行うに当たり、H12.12.16｢債務超過ではない｣旨の弁明書を提出したが、同日、金融再生委員会は金
融再生法8条1項に基づき金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を行った。

153

S27.12豊島区に設立。H10.9豊信用組合の事業を譲受。バブル期に行った特定企業(ゴルフ場、不動産業)への法
大口貸出が不良債権化した。H12.2東京都の検査結果(自己資本比率0.35%)に基づき早期是正措置が発動され、
自己資本の充実に努めていたが、H13.3期においても13億2,500万円の償却･引当が必要となったことから多額の
損失(▲10億2,000万円)を計上し自己資本比率は1.51%に低下。H13.6に通知された関東財務局による検査結果を
踏まえてH13.6末基準の自己査定を実施したところ新たに18億3,200万円の償却･引当が必要となり、債務超過
(▲14億3,200万円)に陥ったことから、H13.12.21預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人
による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。
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民事責任追及刑事責任追及

信組と密接な関係にあったゴルフ場会社の営業成績が劣悪で、著しい債
務超過状態にあり、返済能力がないことを知りながら、十分な担保を徴求
することなく、同社に対するゴルフ会員からの預託金返還請求があれば、
その資金としてその都度漫然と同社に対し融資を続けた。ほか２件。

右同（背任）

他の破綻信用組合からの事業譲受に伴い預金保険機構から受けた贈与
金を原資として、自己資本額に匹敵するかその相当割合に及ぶリスクを
抱えた日経平均スワップ取引及びＥＢ取引という極めて投機的な資金運
用を行い、その結果、組合に損害を与えたことに対する損害賠償請求。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

東京信用組合
(東京都千代田区)

秋田県中央
信用組合

(秋田県男鹿市)

東京中央信用組合
(東京都千代田区)

石川たばこ
信用組合

(石川県金沢市)

上田商工信用組合
（長野県上田市)

厚木信用組合
(神奈川県厚木市)

千葉県商工
信用組合

(千葉市中央区)

相互信用金庫
(大阪市阿倍野区)

船橋信用金庫
(千葉県船橋市)

161

S48.10東京医業信用組合と中央医療信用組合の合併により設立(業域信用組合から地域信用組合へと転換)され
た医師･歯科医師中心の信用組合。非効率経営が改まらない中で高コストの資金を高利回りで運用せざるを得
ず、預貸率が低く余資運用に依存したが、H元､H2には逆鞘状態に陥り、毎年運用損失を発生させた。バブル期に
収益改善を企図してリスクの高い高利回り貸出を推進した結果、事業資金ではなく財テクを目的とした株式投資資
金やゴルフ会員権購入等への貸出が多く、不良債権が増大。H12.3は東京都の検査による指摘をうけて21億
2,300万円の引当が必要となったことから当期損失▲782百万円と赤字転落。H13.3期は、H12年度に実施された
関東財務局検査を踏まえ、30億3,400万円の償却･引当金(貸倒引当金純繰入26億4,500万円､株式償却383百万
円)が必要となったため当期損失▲36億2,600万円を計上、34億4,400万円の債務超過となったことから、H13.6.8預
金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受け
た。

160

S25.7男鹿市に設立。景気低迷により主要取引先である建設業、小売業を中心とする取引先の経営が悪化し不良
債権が増大。H11.10元秋田支店長による不祥事件が発覚、143百万円を貸倒引当金に計上した。また、H13.2.8東
北財務局の検査結果が通知され、自己査定の見直しにより大幅な貸倒引当金の積増し(180百万円)を行った。さ
らに、有価証券の運用について自己資本等を考慮しないまま株式や事業債に集中して投資したこともあり、H13年
度に入り、株式の評価損やマイカル債のロスが発生し、H13.9末基準の自己査定で当期利益▲812百万円、272百
万円の債務超過となった。H13.11.30預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務
及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

165

S28.5下総商工信用組合として設立。S36.8千葉商工信用組合と合併し京葉信用組合に改称。S63.2東金信用組
合、市原信用組合、朝日信用組合を合併し現名称に変更。東京湾横断道路の開通効果を見込んで、バブル期に
不動産業へ大口融資を推進したが、その後の大幅な地価下落で不良債権が増大。H13.5の関東財務局検査の結
果、H13.3末基準の自己査定で61億9,200万円の債務超過が判明したことから、H13.5.11預金保険法74条5項に基
づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

162

S31.7石川県一円のたばこ販売業者を主たる組合員とする業域信用組合として設立。その後、小松市、七尾市に
支店、輪島市に出張所を夫々開設し、業容拡大。しかしながら、たばこ販売業の地位は年々低下し、貸出金が伸
び悩み、預貸率が40%程度の中で資金の大半を有価証券投資としていたが、低金利時代に至って有価証券利息
配当収入の確保も困難となり外国債などのリスキーな投資が増加していた。H13後半にこれらの投資資産(株式､
アルゼンチン債)の評価額が急激に下落しH13.12末多額の評価損(▲7億円)が発生。H13.12末基準で自己査定を
行ったところ▲138百万円の債務超過に陥った。出資金の増強を目論んだが、H14.1.12理事長が病気で退任
(H14.2.14死去)、再建は困難と判断し、H14.1.25預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人
による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

164

S28.3厚木市に厚木信用協同組合として設立。S35.4現名称に変更。H11.2湘南信用組合の事業を譲受け、厚木市
を中心に県央地域一円を営業地域とする。バブル期に不動産業、建設業、遊技業向けに大口融資を行ったが、こ
れらの貸出が不良債権化。また、預貸率低下に伴い余資運用を増加させたが、保有有価証券(株式､社債など)で
も評価損が拡大し、H13.9末基準の自己査定で不良債権が前期比16%増の107億5,300万円となり、26億2,800万円
の追加引当、加えて有価証券評価損が660百万円にのぼり、24億5,300万円の債務超過(自己資本比率▲9.75%)と
なったことから、H13.12.21預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産
の管理を命ずる処分を受けた。

163

S29.2上田市に設立。主要取引先である建設業、不動産業などの業況悪化から不良債権が増大。H11.12末の自
己資本比率が2.11%まで低下、H12.3長野県より早期是正措置を受けた。H12.4に関東財務局に提出した経営改善
計画に基づき、H12年度に全信組連の劣後ローン350百万円により資本増強を図ったが（H13.3期自己資本比率
5.10%)、その後の大口倒産の発生や有価証券評価損の拡大により、H13.9末基準の自己査定で▲23億9,000万円
の債務超過(自己資本比率▲9.19%)となったことから、H13.12.28預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、
金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

159

S27.5都内燃料業者を構成員とする東京都燃料信用協同組合として設立。その後一部地域的性格への転換を行
い、S39現名称に変更。バブル期に審査体制が確立していない中で特定役員による不動産関連の特定企業･グ
ループに大口融資を推進したが、これらの貸出が不良債権化。後任の役員もその顕在化を避けるため保全が十
分でないまま追貸等を行った。H9.9に銀座支店を廃止するなど経営の建て直しを図ったが効果がなく、関東財務
局検査結果を踏まえてH13.3末基準の自己査定を実施したところ、新たに36億9,800万円の償却･引当が必要とな
り、38億3,000万円の債務超過に陥った。H13.6.15預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財
人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

166

T11.5有限責任相互金融信用組合として設立。S26.10大阪相互信用金庫に改組改称。大阪府下、兵庫県の一部
を営業区域とし、店舗は39店舗を有し地域密着経営を行っていた。しかし、審査管理に厳正さを欠き、余資運用に
ついてリスク管理の対応が不十分であったことに加えて、バブル崩壊とその後の景気低迷の長期化から融資先の
業況が悪化(旧東洋信金から譲受けた資産も悪化)。H8年度以降経営改善に取組み、効果が顕れつつあったが、
H13.3末を基準日とする金融庁の立入検査の指摘を踏まえH13.9末基準による自己査定を実施したところ、追加償
却･引当に加えて株価下落による有価証券の評価損拡大もあり(H14.1末32億6,300万円の損失､うち21億4,000万
円が一つの投資信託の損失で、これらはS63-H1頃に購入された通常の株式型投資信託)、25億7,600万円の債務
超過(自己資本比率▲2.45%)であることが判明した。このため、H14.1.25預金保険法74条5項に基づく申出を行い、
同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。なお、大口融資先に新規融資を行
い、収益マンションを購入させて既存の不良債権回収を図り、債務者区分を引上げていた。

167

S6.5有限責任船橋信用組合として船橋市に設立。S26.10信用金庫法に基づき改組。バブル期に不動産業･建設
業向け融資を推進したが、その後の大幅な地価下落で不良債権が増大。自己資本比率が2.38%まで低下したこと
から、H12.3には早期是正措置命令を受けた。その後、出資金の増強を行ったが、貸出金の劣化や投信などでの
評価損拡大が続き、H13.12末基準の自己査定で14億7,600万円の債務超過(自己資本比率▲2.11%)となり、
H14.1.25預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処
分を受けた。
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民事責任追及刑事責任追及

倒産した融資先への不良債権を隠蔽するために、新たに設立した会社に
上記債務を引き受けさせると共に、実態のない同社に対して合計約45百
万円を融資。全額回収不能。

経営難に陥っていた債務者らに対し、返済能力・返済原資に関する十分
な検討を行うことなく、保全不足の状態で新規融資を実行したことに対す
る損害賠償請求。

既に実質破綻状態にあったＡ社に対し、同社の当面の破綻を避ける目的
で300百万円を融資。さらに、手形決済資金としてＡ社に240百万円を融資
した上、H12.8.17、同社の関連Ｂ社（Ａ社のみから受注）に対し、Ａ社の営
業譲受け資金名目で300百万円を融資、ほぼ全額回収不能。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

紀南信用組合
(三重県熊野市)

大分商銀信用組合
(大分県大分市)

暁信用組合
(東京都中央区)

永代信用組合
(東京都江東区)

石岡信用金庫
(茨城県石岡市)

朝銀近畿信用組合
(神戸市長田区)

朝銀東京信用組合
(東京都渋谷区)

朝銀千葉信用組合
(千葉市中央区)

168

S26.10熊野市に設立。S34頃から過疎化の進行や地域経済(林業)の停滞から不良債権が続出し、経営が悪化。
S36-56及びS57-61の2度にわたって自主再建計画を実施したものの効果が出ず、S62.4から三重県及び地元金
融機関の人的、資金的支援を軸とした10ヵ年の経営健全化計画を実施し、その結果H9年度には不良債権等は一
掃され、H11年度には自己資本比率7.35%を確保するに至った。しかしながら、地域経済の停滞及び新たなる不良
債権の発生防止のための貸出抑制から低預貸率が続いていた中、収益面の改善を図るべく有価証券運用を行っ
ていたが、H11.5以降株式投資信託に傾斜することとなり、株式相場の下落とともに含み損が発生。H13.9末には
多額の評価損(629百万円)が発生し、H13.9末の自己査定で償却･引当等を行った結果、155百万円の債務超過
(自己資本比率▲2.45%)に陥り、出資増強運動を実施したものの目処が立たず、H14.2.15預金保険法74条5項に基
づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

169

S52.3大分県内一円を営業基盤として設立され、地域密着経営を行ってきた。しかしながら、主力取引先である建
設業やサービス業などの限度額を大幅に超える大口貸出先の業績悪化等から不良債権が増加し、H13.12末を基
準とする自己査定により247百万円(自己資本比率▲5.44%)の債務超過であることが判明。このため、H14.3.1預金
保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

170

S27.2築地中央市場信用協同組合として中央区に設立。S29.9現名称に変更。S44.3業域信用組合から地域信用
組合に転換。築地の東京都中央卸売市場内に1店舗のみを保有する信用組合。長年、中小の鮮魚卸売業者向け
に融資を行ってきたが、流通構造の変化や長引く消費低迷による主取引基盤である仲卸業者の経営の悪化(バブ
ル期に不動産投資に進出)から不良債権が増大。1店舗あたり1.5～2億円以上で取引されていた鑑札(営業権)価
格は10分の1程度まで下落。H11.10早期是正措置命令を受けた。その後、出資金の増強を行ったが不良債権は
増加を続け、H13.5.15関東財務局検査の結果を受け、H13.3期において多額の償却･引当金の計上を余儀なくされ
自己資本比率は0.96%となり、早期是正措置命令を受けた。自己資本の充実を図ったが、H13.12末基準の自己査
定で207百万円の追加の償却･引当、繰延税金資産188百万円の取崩を反映したところ▲280百万円の債務超過
(自己資本比率▲5.0%)となったことから、H14.3.15預金保険法に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による
業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

171

T15.7関東大震災後の店舗･住宅向け資金提供を目的に深川区建築復興信用組合として江東区に設立。S25.12
中小企業等協同組合法に基づき永代信用組合に改組。H10.12東興信用組合(本店:江戸川区)の事業を譲受け
た。前理事長のワンマン体制の下、バブル期にゴルフ場開発や不動産投資を積極的に行った特定企業･グループ
に大口融資を推進したため、これらの貸出が不良債権化。H10.3期以降連続して経常損失を計上（H11.3は貸倒引
当金繰入額を特別損失に計上しており実質的に経常損失)。H8.9とH11.3には債権流動化スキームを作成。これは
実質的に不良債権を飛ばし、実質破綻先に対する融資枠を広げるものであった。H13.3期決算の自己資本比率が
0.50%まで低下し、H13.5早期是正措置命令を受けた。その後、H13.7に関東財務局検査結果通知を受けてH13.6末
の財務状況を精査した場合、約99億円の大幅な債務超過となることが判明。自己資本充実策等についての報告
命令を受けた。永代信用組合はH13.6から組合員を対象に出資増強運動を開始すると同時に外国ファンド等と普
通出資増強などの交渉を開始していたが、具体性･確実性がなく、有効な改善策を見出せない状況であったため、
預金保険法74条5項に基づく申出を行わないまま、H14.1.12金融庁長官により、預金保険法74条1項に基づく金融
整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分が行われた。H13.3末の制限超の大口融資先は136先(貸出
金計1,156億円)37グループ(同432億円)あり、当局の承認を得ておらず、またH13.12末基準の監査法人の監査の
結果136先のうち118先1,087億円が破綻懸念先以下と認定されるなど、総貸出の約5割が不良債権化していた。

172

M42.5石岡市に設立。S26.12信用金庫法に基づき改組。前会長のワンマン体制(S29-62理事長､62-H10会長)の
下、バブル期に特定企業のゴルフ場開発や不動産投資･財テク資金等に厳正さを欠いた融資を行った結果、これ
らが不良債権化。H11.6外部から前理事長(県議会議員を兼職)を招聘したが、経営建直しの手腕はなく、その後有
価証券運用(金銭信託)で多額のロスが発生。さらに、H14.2関東財務局検査を受けH13.12末基準で自己査定を実
施した結果、単体で約69億円の債務超過、自己資本比率▲4.9%となった。このため、H14.3.1預金保険法74条5項
に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

175

S35.12千葉県在住の在日朝鮮人の企業活動と生活向上の支援を目的として千葉市に設立。
設立当初はサービス業が中心であったが、S58頃から不動産業向け貸出を推進し、H3には30%以上のシェアを占
めるに至り、パチンコ店を中心とするサービス業との2業種で貸出額の70%を超えることとなった。また、融資審査･
管理体制においても民族的同胞意識による甘さが存在し、杜撰に運営されてきたこともあり(例えば融資関係書類
に職員の代筆や訂正加筆が散見)、バブル崩壊後の土地価格の大幅な下落を機に、不動産業においては在庫の
不良化及び取引の激減、パチンコ店を中心とするサービス業も深刻な経営悪化にみまわれ、貸出の不良債権化
が進んだ。H10.3期自己査定による償却･引当を32億円計上した結果自己資本は大幅に減少。H11.3期も償却･引
当を行った結果、74億円の債務超過(自己資本比率▲15.20%)となり、また、H10年度に信用不安から総預金残高
が41億円減少(前年度比▲7.8%)し、H11.5.13金融再生法68条1項に基づく申出を行った。

173

S27.8兵庫県居住の在日朝鮮･韓国人の企業活動と生活向上を目的に、共和信用組合として設立。S47.10朝銀兵
庫信用組合に名称変更。H9.11朝銀京都､朝銀滋賀､朝銀奈良､朝銀和歌山と対等合併し、朝銀近畿信用組合とし
て発足。H10.5経営破綻した朝銀大阪の事業を譲受け業容拡大。
しかしながら、時間の経過とともに、合併前の一部組合においてバブル経済期に不動産関連融資に過度に傾斜す
る等杜撰な経営管理を行い、その後のバブル崩壊と経済不振の中で深刻な経営問題を抱えていたことが次第に
判明。大口化した不動産･建設業向け貸出や、法令･通達違反による特定企業への限度額を超過した貸出が不良
債権化し経営を圧迫。H12.5より実施された近畿財務局検査においてH12.3末▲842億円の大幅債務超過である事
実が判明。その後資産内容の有効な改善策を見出せず、自主再建困難と判断。H12.12.29金融再生委員会に対し
金融再生法68条1項に基づく申出を行い、同日、同委員会より金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ず
る処分を受けた。

174

S27.6在日朝鮮人の企業活動と生活向上の支援を目的とする初の金融機関として同和信用組合の名称で東京都
台東区に設立され、S41.5本店を現在の渋谷区に移転。S47.9現名称に改称。
バブル期に業容拡大を企図して他の朝銀系信用組合からの大口預金(相互扶助預金)等で資金調達し、不動産関
連等の融資を行ってバブル崩壊により担保不動産の価値が大幅に下落して不良債権化したうえ、不動産業､遊技
業等の特定先に対する無理な貸出や融資拡大路線に伴い無理に推進した個人向け融資に延滞が多発したほ
か、景気低迷の長期化に伴う中小企業の経営不振に加え、債権管理体制の不備等から不良債権が大量に増大
した。H10.3に初めて自己査定を実施し多額の償却･引当を行うこととなり自己資本比率は3.68%となった。H10.12
東京都検査の結果(H10.3.31基準日)、自己資本比率はさらに低下し1.02%となった。H11.3期決算では自己査定を
厳格に実施した結果、534億円の債務超過(自己資本比率▲20.24%)となり、H11.5.13金融再生委員会に対して金
融再生法68条1項に基づく申出を行った。
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民事責任追及刑事責任追及

右記②事案と同じ（背任）。

①理事長が実質上支配する会社を救済するため、返済能力のない同社
取引先に対し、十分な担保を徴求せず、融資実行、②理事長が実質上支
配する会社を救済するため、同社から回収可能性のない不良債権を簿価
で買い受けた。

破綻懸念先に区分され既存の融資の利払いを延滞させていた赤字会社
（理事長の妻が代表取締役）に対し、十分な担保も徴求せず、投機的株
式取引資金として融資実行。

①検査忌避。
②民事と同じ（背任）。
③ほか個別融資をめぐる背任案件。

朝銀大阪が架空人名義を利用して朝鮮総聯に資金を拠出し回収不能と
なった不良債権の発覚を防止するため、朝銀大阪の理事長であった被告
Aが、朝信協会長であった被告Bを介して、同不良債権の回収資金の交
付を朝銀京都及び朝銀兵庫に依頼し、①これを受けた朝銀京都の理事
長であった被告Cが、H9.9.12、350百万円を朝銀大阪の職員に交付、②
同様に朝銀兵庫の理事長であった被告Dが同月17日ころ、350百万円を
同交付。③同様に朝銀大阪では、朝銀愛知から同月10日、約334百万円
の拠出を受けたが、その後、朝信協の会長に就任していた被告Aは、同
資金の穴埋めを朝銀愛知から求められ、朝銀近畿に穴埋め資金の拠出
を依頼し、これを受け当時朝銀近畿の理事長となっていた被告Cが
H10.7.31ころ、344百万円を朝銀愛知の口座に送金。

平成５年3月、亡Ａ（パチンコ店経営者、Ｈ１２．６死亡）に対し、3億円を融
資。全額回収不能。善管注意義務違反（返済能力・資金使途・担保に関
する各調査の懈怠、同組合審査規程違反、実質上の無担保融資）。

①検査忌避。
②民事と同じ（業務上横領）。

理事長らが当信用組合のため業務上預り保管中の現金合計8億3,777万
5,525円を、朝鮮総聯の使途に充てる目的で、同信用組合営業本部に開
設された上記3名の管理に係る「姜忠一」名義及び「安秀哲」名義の各普
通預金口座に、ほしいまま入金して不法に領得し、当信用組合に同額の
損害を与えたことにつき、実行者及び朝鮮総聯を提訴。
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破綻の原因･経緯
整理
番号

破綻金融機関
(所在地)

朝銀新潟信用組合
(新潟県新潟市)

朝銀長野信用組合
(長野県長野市)

朝銀関東信用組合
(横浜市神奈川区)

中部銀行
(静岡県静岡市)

石川銀行
(石川県金沢市)

－

特別資金援助の制度化(預保法一部改正(H8法96号､H8.6.21施行)以前においては、不良債権の受皿機関がな
かったため、大阪府民信用組合(H5.6.11破綻)の不良債権については社団法人大阪府信用組合協会が、東京協
和信用組合･安全信用組合(H6.12.9破綻)及びコスモ信用組合(H7.7.31破綻)の不良債権については社団法人東京
都信用組合協会が、友愛信用組合(H7.2.2破綻)については社団法人神奈川県信用組合協会がそれぞれ買取りを
行い、当該買取資金については全国信用協同組合連合会(全信組連)が貸付を行ってきた。H12.5預金保険法が
改正され、各都府県の信用組合協会から全信組連が、貸付に係る債務の弁済に代えて譲受けた特例資産につい
て、預金保険機構による買取が可能となったため、買取を申請し、当該特例資産の売却により生ずる損失の補て
んを申し込んだ。

178

H11.10朝銀茨城､朝銀栃木､朝銀群馬､朝銀埼玉及び朝銀神奈川の合併により設立。H11.5に破綻した朝銀東京､
朝銀千葉､朝銀新潟､朝銀長野の救済金融機関となった。
バブル崩壊以降景気の長期低迷等により主要取引業態であるサービス業､不動産業を中心に経営の悪化する取
引先が続出。また、審査が杜撰で、信用供与限度額を大幅に超える先が多く、これらを中心に貸出金の不良債権
化が進んだ。H12.7財務局による検査結果に基づきH12.3期の自己査定を見直したところ、自己資本比率は6.21%
から▲5.24%へと大幅に低下する試算となり、資本増強を図ることとした。H13.3期決算は約60億円の債務超過(自
己資本比率▲2.49%)で、募集していた出資金申込証拠金84億円を加えても自己資本比率は2%に満たず(1.57%)早
期是正措置が発動された。しかし、朝銀近畿信組等の破綻の影響及び朝銀東京等4組合の事業譲受の断念など
から組合員の信用不安が増大し、預金流出が続き資金繰りが逼迫したため(H13.7-8中旬の1ヵ月半で約83億円の
預金減少)、結局、H13.8.24預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融庁から金融整理管財人による業
務及び財産の管理を命ずる処分を受けた。

176

S39.10新潟県在住の在日朝鮮人の企業活動と生活向上の支援を目的として新潟市に設立。
バブル期に遊技業、不動産業(首都圏所在不動産を主に取扱う業者)向け貸出を増加させた結果、大口化傾向が
進み、H4.12新潟県の検査時には大口信用供与の法令違反先は15先81億円(総貸出額の58%)となった。大口信用
供与の解消に取組んだが、バブル崩壊やその後の景気低迷により資産内容が悪化。主要取引業種の一つである
遊技業も営業競争激化から脱落組を多数抱えることとなった。H9.9新潟県検査では法令違反先は7先と半減した
が貸出金額は55億円(総貸出額の46%)で依然として高い水準であり、H11.3期決算で大口先等の不良債権の顕在
化が急速に進んだことにより15億円の債務超過(自己資本比率▲14.53%)となり、H11.5.13金融再生法68条1項に
基づく申出を新潟県知事に行った。

179

T5.4西遠無尽株式会社として設立。S27.7相互銀行に転換し株式会社中部相互銀行と改称。H1.2普通銀行に転
換。S28-H6まで約40年にわたり特定会社によるオーナー支配が継続。当該特定会社への過度な融資のほか、普
銀転換後のバブル時代に特定業種(建設､不動産､サービス)への貸出の大口化などにより業容拡大を行った結
果、バブル崩壊により不良債権が急増した。H5.6I頭取が就任し、オーナー経営から脱却し、本格的に不良債権を
処理する方針を打ち出し不良債権の償却･引当を進めたが、収益力に限界があったことから、H8年度より隔年毎
に赤字決算を余儀なくされ、減少した自己資本を増強するため、H11.3､H11.9､H13.3に第三者割当増資(合計104
億円)を実施した。一方H12.10劣後ローンと株式の持合を行っていた協栄生命保険が破綻し自己資本を大きく損
なった。
H13.12.25に通知された金融庁検査結果(H13.9.30基準日､H13.11.7立入検査開始)に基づきH13年度中間決算を修
正し、その結果、自己資本比率が3.05%(単体)と4%を下回った。このため、H13.12.28銀行法26条に基づく早期是正
措置命令(第1区分)が発出された。このような中、H14.1.14中間決算の修正の発表を行ったが、それ以降預金流出
が急増し、H13.12頃より進めていた投資会社との増資交渉も不調に終わった。H14.2.20第三者割当増資(50億円)
を行うことを公表したが、預金流出は止まらず、H14.3.5業務改善命令を受け、H14.3.7第三者割当増資の見込が
目標の半分以下に止まることが明らかになると、預金流出が一段と加速し(H14.1.4-3.8の預金減少683億円)、
H14.3.8預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処
分を受けた。

177

S38.5長野県在住の在日朝鮮人の企業活動と生活向上の支援を目的として松本市に設立。
地方の同胞中小零細企業､個人向け融資に注力してきたが、景気低迷が長期化する中で、主要取引先の飲食業､
サービス業､不動産業を中心に経営の悪化する取引先が続出。また、内部牽制機能の形骸化から信用供与限度
額を大幅に超える貸出が行われ、特に大口の貸出が不良債権化。H11.1に実施された長野県による検査結果通
知書で貸倒引当金の大幅な引当不足を指摘され、当初発表のH10.3の自己資本比率5.70%は2.16%へと大幅に低
下。H11.3.12長野県より改善状況等の報告を求められたが、有効な対応策はなく、また、金融不安の中で一部大
口預金の流出があり(H11.3期21億円預金減少)、借入金や朝信協傘下朝銀信用組合より資金を確保していたが、
H11.3期決算で約5億円の債務超過(自己資本比率▲2.84%)となり、決算を公表すれば預金流出が避けられないこ
とから自主再建を断念。H11.5.12金融再生法68条1項に基づく申出を行った。

180

S18.6北都無尽株式会社と輪島無尽株式会社の合併により北陸無尽株式会社として発足。S26.10加州相互銀行
に改組。H1.2普通銀行に転換。加州相互銀行に改組以来、H13.6までの長期に亘り、初代､二代目とT一族による
経営が行われ、北陸三県のみならず大都市圏へも店舗展開し、積極的に業容の拡大を図ってきた。融資面では、
元々石川県内において病院関係の融資に強みを有し手堅い融資スタンスであったが、S60.4-H2.3にかけ中小企
業への融資と個人ローンを積極的に拡大。急増する貸出金に対応するため、高金利預金(譲渡性預金や大口定
期預金等)による資金調達に依存したため収益が圧迫され、貸出金の利回りを高くすることで収益維持を図った
が、地元での競争力が低下。大都市圏でサービス業、不動産業に偏重した融資を拡大。また、無理に推進した個
人向け融資に延滞が多発したため、これを挽回すべく運用先を一層大都市圏に頼ったが、取引先の実態把握が
不十分なまま実行されていた。とりわけ東京支店においては店長専決権限枠が巨額であり(ピーク時新規融資枠
10億円､既往20億円)、H6-9にかけ特定グループへの貸出が増加(H13.9末560億円)、グループ会社の大部分が不
良債権化した。
H12.3期決算において、前期に引続き大幅な赤字決算の見通しとなったため、H12.3に150億円の第三者割当増資
を実施したが、さらに不良債権処理の必要に迫られ、H13.3に151億円､H13.4に70億円の第三者割当増資を実施
し資本金の大幅な増加を図った。
しかし、H13.12.28、H13.10以降実施されていた金融庁検査を踏まえた自己査定を反映させた結果、H13.9中間期
決算において224億円の債務超過(自己資本比率▲6.27%(単体))となる旨の半期報告書等を北陸財務局に提出す
るとともに、預金保険法74条5項に基づく申出を行い、同日、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ず
る処分を受けた。

特例資産買取り
(大阪府民､東京協
和､安全､コスモ､友
愛の5信組の不良
債権の二次買取り)

- 226 -



民事責任追及刑事責任追及

平成４年５月～平成６年11月、S及びSが経営する会社３社（不動産業、パ
チンコ店）に対し、約5億円を融資。回収不能額約320百万円。善管注意
義務違反（信用調査の懈怠、不十分な債権保全措置、大口信用供与規
制違反、員外貸付）。

　旧石川銀行頭取らが、ゴルフ場開発に関し発生した不良債権を隠蔽す
るため、大口融資規制に違反した上、設立したばかりで資産もない企業
に対し返済計画の実現性がなく、大幅な担保不足であるにもかかわら
ず、同ゴルフ場買取資金として実行された証書貸付に対する損害賠償請
求。

平成４年９月、元理事長の親族企業に対し、285百万円を融資。大半が旧
債務の洗い替えであるが、30百万円が流出し使途不明で回収不能。善管
注意義務違反（無担保融資、員外貸付、大口信用供与違反）など。

平成１３年３月及び４月に、Ａ社及びその関連会社Ｂ社に対し、約16億円
を融資。ほぼ全額回収不能。善管注意義務違反（実質上の無担保融資、
債務者に返済能力なし、貸出限度額規制違反）。

　旧中部銀行頭取らが、①その後頓挫する工業団地開発プロジェクトの
用地を担保にその開発業者が生命保険会社から、実質他の企業グルー
プへの迂回を目的として受ける融資の支払承諾をしたこと、②すでに返済
可能性がなくなっている、同開発プロジェクトの実質的開発主体である会
社に対し、十分な担保を徴求することなく、融資手続違背あるいは手抜き
のまま、手形貸付をしたこと、に対する各損害賠償請求。

民事と同一案件（背任）。
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破綻金融機関情報一覧表 補足説明 
１．計数 編 

（１）全般 

破綻金融機関 本分析対象である平成14年度末までに預金保険法上の破綻金融機関とされた

金融機関180先。 

ここで、破綻金融機関とは、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し

を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関(預

金保険法第2条第4項)。 

(備考) 平成17年3月末時点では、足利銀を含め181先。 

平成14年度末までの資金援助件数も180件であるが、長銀と日債銀は、それぞ

れ2件の資金援助が行われ、東京協和信組･安全信組、福徳銀･なにわ銀は、2

先に対し1件の資金援助が行われており、結果的に資金援助件数と破綻金融機

関数は一致している。 

特定合併の福徳銀･なにわ銀は、債務超過ではなかったが、預金保険法上の破

綻金融機関である。 

破綻日 破綻日とは、平成8年6月に全額保護に移行してからの破綻事例では、金融庁が

用いている破綻公表日(広報コーナー第20号参考資料､平成14年4月1日)、それ以

前の15件の破綻事例では、原則として監督当局が金融機関の破綻、若しくは破

綻処理スキームを公表した日とした。 

当局の公表に先行するマスコミ等の報道等は基準としていない。初期の案件で

は、監督当局以外による公表の場合があるが、当局が関与した処理スキームを

当事者が公表した場合にはその日を破綻日として利用した。 

(備考) 長岡信組(35)の破綻日は平成10年5月20日であり、その日に事業譲渡の合意に至

りその事実を公表しているが、その前の平成10年3月31日に新潟県が破綻公表

を行っている。 

救済金融機関 

 

合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない者(預金保険法第59条第1項)。 

なお、必ずしも｢救済｣という文字通りの意味を有しない事例も見受けられる。

事業譲渡日 事業譲渡に限らず、合併、営業譲渡が行われ、破綻金融機関の業務が処理され

た日。 

特別公的管理の案件は、株式譲渡日としている。 

(備考) 資金援助は、事業譲渡と同日に行うことを原則としている。 

例外として、朝銀東京､朝銀千葉､朝銀新潟､朝銀長野､朝銀関東は、事業譲渡が

平成14年12月29日、資金援助日平成14年12月30日である。 

また、資産の買取りが金銭の贈与に先行して行われたケースが複数存在する

(みどり銀は先行した資産買取も資金援助日としている)。 

特別公的管理は、資金援助後に株式譲渡が行われた。 

処理方式 破綻金融機関を処理する方法。 

180先の金融機関は、合併(9先)、特定合併(2先)、営業譲渡(13先)、事業譲渡(154

先)、特別公的管理(2先)、により処理されている。 

 



 -229-

（２）財務データ 

データ全般 銀行のデータは、日経NEEDS-Financial QUEST及び全銀協「全国銀行財務諸表

分析」を、信用金庫、信用組合については、業種別貸出比率を除き、㈱金融図

書コンサルタント社「全国信用金庫財務諸表」及び「全国信用組合財務諸表」

を利用した。 

また、政府｢破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告｣

(以下｢FRC報告｣)より、リスク管理債権などの不足データを補っている。 

決算期 破綻日の直前の決算期の財務データを記載。銀行については中間期も含んで直

前期を採用。 

直前期の財務データを採用したのは、破綻日後の財務データは預金の流出や有

価証券の売却等により、破綻金融機関の財務内容を適切に表しているとはいえ

ないためである。 

なお、決算期に(*)を付したものについては、破綻日の直前期の財務データが公

表されなかったため、それ以前の公表された財務データを採用している。また、

(**)の大分商銀(169)は、直前期の決算に多額の債務保証が計上されているため、

その前の期を採用している。 

総資産 貸借対照表における資産の部の合計額。 

なお、貸倒引当金は、H11.3期以前は負債項目であったが、H12.3期より評価性

引当金として資産から控除する表示方法とされていることに留意。 

リスク管理債権 決算期によりリスク管理債権の範囲が異なるため、下記の印を付している。 

破：破綻先債権の金額。 

延：破綻先債権及び延滞債権の金額。 

旧：リスク管理債権(旧基準)の金額。すなわち、破綻先債権、延滞債権、金利

減免等債権、経営支援先債権の合計金額。 

新：リスク管理債権(新基準)の金額。すなわち、破綻先債権、延滞債権、3ヶ月

以上延滞債権、貸出条件緩和債権の合計金額。 

業種別貸出比率 建設･不動産･金融は、建設業、不動産業、金融･保険業の3業種に対する貸出金

の合計額の全貸出(個人等を含む)に対する比率。 

その他の業種は、上記3業種以外の業種(個人を除く)のうち、貸出比率の最も高

い先を抽出。 

銀行を除き、破綻直前の期であるか否かに関わらず入手可能な決算速報からデ

ータを取得した。 

総負債 貸借対照表における負債の部の合計額。 

(貸倒引当金の計上についての留意事項は総資産と同じ。) 

預貸率 貸出金／(預金＋譲渡性預金＋債券)   (債券は長銀､日債銀のみ) 

 
（３）資金援助関係のデータ 

貸出金譲渡損失

額 

RCC及び救済金融機関が承継する貸出金についての債権元本と買取価格(又は

承継価格)との差額。原則として資産精査時のもの。ただし、初期の案件及び

長銀、日債銀は、把握できた範囲で記載。 

貸出金損失率 上記貸出金の債権元本に対する上記差額の比率。 

原則として資産精査時のもの。ただし、初期の案件及び長銀、日債銀は、把握

できた範囲で記載。 

受皿承継率 貸出金合計に対する、救済金融機関が承継する貸出金の比率(金額ベースにつ

いては債権元本)。 

原則として資産精査時のもの。ただし、初期の案件及び長銀、日債銀は、把握

できた範囲で記載。 
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ペイオフコスト 資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払いを行うときに

要すると見込まれる費用(預金保険法第64条第2項)。（特別公的管理銀行に関す

る定義も同様。以下同じ。） 

(備考) 預金保険法第102条第1項第2号及び附則第16条の場合を除き、資金援助に要す

ると見込まれる費用がペイオフコストを上回らないことの確認が行われる。 

ここで資金援助に要すると見込まれる費用とは、金銭贈与･資産買取にあって

は、金銭贈与額に訴訟により金銭贈与の増額が見込まれる費用(146回運営委員

会 四国貯蓄信用組合(91)､日南信用組合(92)より算入)、整理回収費用を加えた

額である。 

付保預金額 預金保険法第54条第1項から第3項まで(第54条の2第2項において準用する場合

を含む)及び第54条の2第1項の規定により計算した保険金の額に対応する預金

等(預金保険法第2条第11項)。 

金銭贈与額 資金援助の類型の一つである金銭の贈与の金額(預金保険法第59条第1項第1

号)。 

なお、資金援助の類型には①金銭の贈与、②資金の貸付け又は預入れ、③資産

の買取り、④債務の保証、⑤債務の引受け、⑥優先株式等の引受け等、⑦損害

担保がある(同項各号)。 

当初の金銭贈与額、及び現在の金銭贈与額の2時点の数字を記載している。 

また、備考として、金銭の贈与及び資産の買取り以外の資金援助について記載

している(具体的には、東邦相互銀行(1)の資金の貸付け、及び阪和銀行(20)の債

務の引受け)。 

資産買取額 資金援助の類型の一つである資産の買取りの金額(預金保険法第59条第1項第3

号)。 

資金援助後に、資産精査が行われ、買取価格等の見直しが行われるが、記載の

数字は当初申込時の買取額である。 

なお、参考として、初期の案件における第三者機関の資産買取について、公表

資料等から記載。 

(備考) 原則としてRCB･RCCに買取委託を行い、RCB･RCCが買取るが、阪和銀行の資

産や、銀行の金融安定化拠出基金に対する拠出金など預保が直接買取ったもの

もある。また、初期の案件においては、不良資産を含めて全ての資産を事業承

継する場合(Whole Bank方式)や、第三者機関に不良債権を譲渡する場合があっ

たが、これらは資金援助における資産買取ではない。なお、第三者機関に譲渡

したものの一部は、その後特例資産買取として全信組連を経由してRCCが買取

りを行った。 
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（４）その他 

民事責任追及件

数 

旧経営者(取締役、理事、監査役、監事を意味する)のほかその遺族、従業員及

びその他共同不法行為者に対する民事責任追及訴訟の件数。 

刑事責任追及 旧経営者に対する刑事責任追及訴訟の有無。 

なお、大阪府民信組は、新生預保発足前の判決であるため、括弧書きとしてい

る。 

破綻原因類型 運営委員会資料等や計数等より、各破綻金融機関について、概ね、①貸出債権

の不良化、②有価証券投資等の失敗、③不正･不祥事件の3つに類型化している。

詳細は、本報告書中｢破綻原因の分析｣参照。 

金銭贈与額対負

債比率(損失率) 

現在の金銭贈与額/総負債。 

東邦相互銀行(1)は資金の貸付による実質援助額を用い、東京協和信組･安全信

組(6)は双方の合計として計算、阪和銀行(20)は債務の引受額を金銭贈与額に加

え、福徳銀･なにわ銀(27)は金銭の贈与が行われていないため計算対象から除い

ている。 

輪島信用組合(113)は、総負債の公表データがないため、預金金額に、同地域の

信用組合の預金/総負債比率を除したものを用いた。 

金銭贈与額は、破綻金融機関の債務超過額の代替変数とみることができ、それ

を負債額で除した比率は、破綻金融機関の損失率の傾向を表し得る。ただし、

金銭贈与額には譲渡コストが含まれていることや、特に初期の案件外部支援が

多く行われているため、実際の損失率とは乖離があることに留意する。 

詳細は、本報告書中｢金融機関破綻に関する定量分析｣ 2.損失率の分析 参照。

 
２．破綻原因･責任追及 編 

破綻原因 救済金融機関及び破綻金融機関による資金援助申込書、運営委員会議事録及び

添付資料、FRC報告、新聞報道等をもとに記載した。 

（略号について） 
年号 M：明治、T：大正、S：昭和、H：平成 

例えば、｢H5.9.12｣は｢平成5年9月12日｣、｢M40.6｣は｢明治40年6月｣を表す。 

 

 



 -232-

（参考文献） 

論文中における文献の引用･参照については、文中においても指摘しているが、それらを含めて

参考とした文献を下記に記す。 

 

はしがき 

西村吉正「日本の金融制度改革」（平成15年12月）東洋経済新報社 

西村吉正「金融行政の敗因」（平成11年10月）文芸春秋社 

佐藤隆文「信用秩序政策の再編」（平成15年2月）日本図書センター 

日本銀行調査局「日本金融史資料 昭和編 第24～26巻」（昭和44年7月～45年2月）大蔵省印刷局 

Hiroshi Nakaso, “The financial crisis in Japan during the 1990s: how the Bank of Japan responded and the 

lessons learnt” (October 2001) Bank for International Settlement 

FDIC, “History of the Eighties, Lessons for the Future: An Examination of the Banking Crisis of the 

1980s and Early 1990s” (December 1997) 

FDIC, “Managing the Crisis: The FDIC and RTC Experience” (August 1998) 

 

金融機関破綻に関する定量分析 

銀行経理問題研究会「銀行経理の実務 第６版」（平成15年12月）金融財政事情研究会 

金融図書コンサルタント社「全国信用金庫財務諸表」（各年版） 

金融図書コンサルタント社「全国信用組合財務諸表」（各年版） 

預金保険機構「預金保険機構年報」（各年版） 

深尾光洋･望月均「年金改革と銀行･生保経営」金融研究第11回（平成16年10月）日本経済研究セ

ンター 

深尾光洋「検証銀行危機」（平成15年2月）日本経済新聞社 

Office of the Comptroller of the Currency , “Bank Failure---An evaluation of the Factors Contributing to 

the Failure of National Banks” (June 1988) 

Robert Oshinsky, and Virginia Olin, “Troubled Banks: Why Don’t They All Fail?” (March 2005) FDIC 

Working Paper 2005-03 

Charles Collier, and et al, “The SCOR System of Off-Site Monitoring: Its Objectives, Functioning, and 

Performance” FDIC Banking Review, 2003 Volume 15, No.3 (2003) FDIC 

 

破綻処理手法の進化と関連法の整備（金融再生法以前） 

預金保険機構「預金保険機構１０年史」昭和57年1月 

預金保険機構「預金保険機構年報」昭和58年度～平成11年度 

預金保険機構「預金保険機構運営委員会議事録」 

預金保険機構「預金保険機構記者発表資料」 

「週刊金融財政事情」平成7年8月7日号、7年9月11日号、8年11月18日号（平成7、8年）金融財政



 -233-

事情研究会 

金融制度調査会答申 

 

破綻処理手法の進化と関連法の整備（金融再生法以後） 

金融監督庁「金融監督庁の１年（平成10事務年度版）」（平成11年6月） 

金融庁「金融庁の１年（平成12事務年度版）」（平成13年7月） 

佐藤隆文「信用秩序政策の再編」（平成15年2月）日本図書センター 

西村吉正「日本の金融制度改革」（平成15年12月）東洋経済新報社 

松田昇「預金保険機構による金融再生業務の概況と今後の展望」債権管理 第98号（平成14年10

月5日）金融財政事情研究会 

鈴木誠「東京相和銀行の営業譲渡と金融整理管財人業務」債権管理 第92号（平成13年4月5日）金

融財政事情研究会 

砂田徹也「地方における銀行破綻処理―新潟中央銀行ケースの営業譲渡」債権管理 第94号（平成

13年10月5日）金融財政事情研究会 

楠井嘉行「三重県信用組合の事業譲渡による処理実務の教訓」債権管理 第96号（平成14年4月5

日）金融財政事情研究会 

竹下勇夫「沖縄信用金庫の破綻処理と合併への道」債権管理 第97号（平成14年7月5日）金融財政

事情研究会 

中山博之「石川銀行の破綻処理にあたって」債権管理 第101号（平成15年7月5日）金融財政事情

研究会 

本間通義「中部銀行の破綻処理にあたって」事業再生と債権管理 第102号（平成15年10月5日）金

融財政事情研究会 

 

破綻処理財源の変遷と機構の財務構造のあり方 

玉木伸介「預金保険制度の財政構造について――中期的な視点から」預金保険研究 第3号（平成

17年3月）預金保険機構 

大塚耕平参議院議員「金融システム安定化のために投入した公的資金に関する質問主意書」（平成

16年7月30日）参議院ホームページ 

内閣総理大臣 小泉純一郎「参議院議員大塚耕平君提出金融システム安定化のために投入した公的

資金に関する質問に対する答弁書」（平成16年8月10日)参議院ホームページ 

大出彰衆議院議員「金融システム安定化のために投入した公的資金に関する質問主意書」（平成16

年10月26日）衆議院ホームページ 

内閣総理大臣代理国務大臣 細田博之「衆議院議員大出彰君提出金融システム安定化のために投入

した公的資金に関する質問に対する答弁書」（平成16年11月30日)衆議院ホームページ 

預金保険機構「預金保険機構年報」（各年版） 

 Curry, Timothy and Lynn Shibut, “The Cost of the Savings and Loan Crisis: Truth and Consequences,” 

FDIC Banking Review, Vol.13, No.2（2000）FDIC 



 -234-

FDIC, “A Brief History of Deposit Insurance in the United States”, 第5章、6章 (1998)  

 

破綻金融機関等の関与者に対する責任追及概観 

佐々木宗啓「逐条解説 預金保険法の運用」（平成15年7月）金融財政事情研究会 

藤田康弘「アメリカにおけるS&L関係犯罪の大量摘発と日本の住専問題」国際商事法務 Vol. 25, 

No.4（平成9年）国際商事法研究所 

佐伯仁志「経済犯罪に対する制裁について」法曹時報53巻11号（平成13年）法曹會 

神山敏雄「バブル経済とその崩壊に伴う金融犯罪 上・下」法律時報70巻11号・12号 日本評論社 

佐藤正謙「米国RTCの組織と活動」NBL NO.590,591（平成11年) 商事法務研究会 

FDIC, “Managing the Crisis: The FDIC and RTC Experience”, 第11章 Professional Liability Claims 

(August 1998) 

United States General Accounting Office, ”Bank and Thrift Failures: The Government Could Do More to 

Pursue Fraud and Wrongdoing” (January 1993)  

United States General Accounting Office, ”Bank and Thrift Criminal Fraud: The Federal Commitoment 

Could Be Broadened” (January 1993)  

Department of Justice, Financial Institution Fraud Special Report, “Major” Financial Institution Fraud 

Prosecutions Fiscal Years 1989-1995 YTD 

 

金融機関に対する監督制度等の変遷 

官邸ホームページ 

金融庁ホームページ 

金融監督庁の1年、金融庁の1年（各事務年度版） 

大蔵省銀行局年報･金融年報（各年度版） 

預金保険機構「預金保険機構年報」（各年度版） 

日本公認会計士協会 実務指針等 

金融財政事情研究会「週刊 金融財政事情」 

全国銀行協会「金融」 

日本経済新聞 

統一日報 

銀行経理問題研究会編「銀行経理の実務 第6版」（平成15年12月1日）金融財政事情研究会 

西村吉正「日本の金融制度改革」（平成15年12月16日）東洋経済新報社 

谷川浩道「金融機関の債権償却」（昭和58年12月7日）金融財政事情研究会 

高橋俊樹「金融機関の債権償却 第3版」（平成16年11月9日）金融財政事情研究会 

佐藤隆文「わが国における金融破綻処理制度の変遷」（平成12年3月）大蔵省財政金融研究所 

北見良嗣･坂田吉郎「サービサー法の解説」(平成11年9月2日) 金融財政事情研究会 

第二地方銀行協会「第二地方銀行協会50年史」（平成14年3月） 



 -235-

信金中央金庫「全国信用金庫連合会五十年史」（平成13年2月28日） 

信用金庫相互援助資金制度に関する答申（昭和57年1月18日） 

全国信用金庫連合会「信用金庫相互援助資金制度の改正について」信用金庫 平成10年10月号（平

成10年） 

全国信用協同組合連合会「信用組合史續々」（平成17年9月） 

軽部謙介、西野智彦「経済失政」（平成11年10月27日）岩波書店 

西野智彦「経済迷走」（平成13年7月18日）岩波書店 

西野智彦「経済暗雲」（平成15年7月15日）岩波書店 

 

破綻金融機関情報一覧表 破綻原因 

政府「破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告（FRC報告）」平成11年～17

年報告分（平成11～17年）金融庁ホームページ 



 -236- 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○C  Deposit Insurance Corporation of Japan 2004 Printed in Japan  
本誌の内容については、(1)商法目的による転載・複製、あるいは、(2) 「無断転載・複製を禁じます」等の注

記がある部分の転載・複製、に該当する場合を除き、転載・複製することが出来ますが、その場合は出所を明記

するようお願いいたします。 
上記(1)(2)に該当する場合には、予め預金保険機構総務部調査室までご連絡ください。 
また本誌に関する照会についても、預金保険機構総務部調査室(03-3212-6141)までお寄せください。 
 

 

２００５年９月 

編集・発行 預金保険機構 

 

〒１００－０００６ 

東京都千代田区有楽町１－１２－１ 

新有楽町ビルヂング内 

電話 ０３（３２１２）６０３０（代表） 

FAX ０３（３２１２）６０８５  

HP  http://www.dic.go.jp 

  




