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シミュレーションの状況を正しく共有し、交渉をスムーズ
に進めるためにも現状把握が重要です。

2.バランスシートの聖域なき見直し

　先行資金繰り表を作成する中で、単に売上・経費の
先行管理による表を作成するのではなく、バランス
シートからも資金の捻出ができないかを検討する必要
があります。具体的には、受取手形（手形割引）、保険
（契約者貸付の利用または解約）、有価証券（売却）、の
検討を進めてください（図表1）。

　

　
　その際の価値判断基準は、損益ではなく、手元の現
金を最大化させることです。PL上、売却・解約をする
ことで損金計上をすることになっても、手元の現金を
最大化させることを最優先に意思決定することが重
要です。
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危機に強い経営へ挑む

先行6ヶ月資金繰り表作成と対策の推進

コロナショックを乗り越える資金調達

　新型コロナウイルスの感染拡大による、いわゆるコ
ロナショックにより、企業を取り巻く環境は最悪の状
態といえます。見えない敵から命を守るという行動と
経営活動の２軸を進めないといけないという観点で、
リーマン・ショック以降の経済危機、災害とは違う対策
が各企業に求められます。
　これまでの提言の通り、感染予防と法令順守を前
提に『経営を止めない、経済を止めない』という原則
のもと、コロナショックを乗り越える資金調達という観
点で今回提言いたします。

1.全天候型
　 【雨（最悪）、曇り（横ばい）、晴れ（V字回復）】の
　業績と資金繰りシミュレーション
　
　日々状況が変化する中でありますが、パターン別に
今後の損益シミュレーションを想定することで、打ち手
の遅れが回避できます。各営業社員からの顧客動向・
案件情報を吸い上げ、その情報を踏まえた中で、先行
の業績見込みを全天候型でシミュレーションする必要
があります。また、業績シミュレーションと合わせて先
行6ヶ月の資金繰り表を作成することが重要です。
　ここで明らかにしたいのは、コロナショックの業績イン
パクトが、先行6ヶ月の資金繰りに「どのタイミングで」
「どれくらい」影響があるかを明確にすることです。
　資金調達を考えた際も、とにかく資金を調達したい
ということを金融機関にぶつけても話が前に進まな
いことが多く見受けられます。自社の現状と先行の
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【 図表1 】 バランスシートの見直し方法
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 　　　　緊急対策本部を立ち上げ、業績・資金
　　　　 シミュレーションを組める状態をつくる　

　現状のコロナショックの環境下では、トップはすべ
ての情報がそろった中で対策を決定するのではなく、
情報がそろわない中で『決断』をすることが求められ
ます。とはいえ、未曾有の危機中に決断をするために
は、タイムリーな情報がトップに入ってくる必要があ
ります。そこでタナベ経営は、トップ主導の緊急対策
本部を立ち上げることを提言しています。多くの企業
で推進していますが、未設置の企業は早急に立ち上
げていただきたいです。
　緊急対策本部の中で、前述の業績・資金シミュレー
ションの実施やテレワークなどの、「経営を止めない、
経済を止めない」ための意思決定と資源配分、社員と
家族の感染予防対策などを検討することが重要です。

　　　　メインバンクに業績・資金の
　　　　 シミュレーションを共有する

　ある経営者は、自社が無借金企業であるにも関わ
らず、必ず毎月5営業日に前月の試算表を持って、メ
インバンクの担当者宛に自ら支店に出向き、業績や
経営状況の報告を行っています。社長の一貫した金
融機関へのコミュニケーションにより、メインバンク
からの信頼は厚いものになっています。
　経理・財務部長に業績報告や金融機関対応を任せ
るのではなく、社長自ら金融機関に業績報告、経営
状況の報告を行うことが重要です。そこで社長の経
営に対する思いやビジョン、コロナショックへの対峙
の姿勢などをぶつけることで、金融機関からの信頼
が高まります。
　現在のコロナショックの状況を受けて、金融機関
も来客・訪問を制限している場合もありますが、場合

によってはweb会議などでもコミュニケーションは
とれます。コロナショックを言い訳にして対策の知恵
を絞らないのは経営者の怠慢と言っても過言ではあ
りません。

　　　　補助金・支援策活用を相談する

　金融機関に対し、「信用保証制度、融資制度など
何か活用できませんか」という相談をするのではな
く、活用したい支援策をメインバンクの担当者にぶ
つけることが効率的です。緊急対策本部にてコンサ
ルタントや会計士などの外部ブレーンを活用し、自社
が活用したい支援内容を明確にすることが重要と言
えます。
　経済産業省のホームページでは、新型コロナウイル
ス対策として企業を支援するための施策が都度発信さ
れており、資金繰りや設備投資など、最新の支援策を
確認することができます（図表2）。

次ページ以降で主な支援内容の概要を紹介します。

メインバンクとのコミュニケーションを中心とした調達ステップ
STEP1……緊急対策本部を立ち上げ、業績・資金シミュレーションを組める状態をつくる

STEP2……メインバンクに業績・資金シミュレーションを共有する

STEP3……補助金・支援策活用を相談する

STEP4……助成金・支援策以外の資金調達についても相談する

STEP
1

STEP
2

STEP
3

【 図表2 】
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
（2020年4月27日時点）
（https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf）
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1.資金繰り支援策
　下記の表（図表3）は資金繰り支援に関する信用
保証制度・融資制度を一覧形式でまとめたものです。
自社の状況に当てはまる条件から利用可能な制度を
割り出し、その概要と相談窓口が明確化できます。

2.持続化給付金
　感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事
業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となるよう、
事業全般に広く使える給付金が支給されます（図表4）。
　なお、この給付金は令和２年度補正予算案の成立を
前提としているため、制度の具体的な内容や条件につ
いては、詳細が決まり次第公表される予定です。
（2020年4月27日現在）

【 図表3 】
経済産業省 資金繰り支援内容一覧表（2020年4月14日時点）
（https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf）

3.設備投資などの支援
　サプライチェーンの毀損や今後の事業継続性確保
等に対応するための、設備投資や販路開拓、IT導入に
よる効率化などに取り組む事業者を優先的に支援する
「生産性革命推進事業」についても、通常枠に加え、
コロナショックを乗り越えるために前向きな投資を行
う事業者を対象に「特別枠」が設けられました。

（1）ものづくり補助
　　中小企業がコロナショックを乗り越えるための、
　　新製品・サービス・生産プロセスの改善に必要な
　　設備投資などを支援する制度
　　【通常枠】補助上限：1,000万円
　　　　　　補助率中小1/2、小規模2/3
　　　　　　↓
　　【特別枠】補助上限：1,000万円
　　　　　　補助率中小2/3、小規模2/3

（2）持続化補助
　　小規模事業者がコロナショックを乗り越えるために、
　　経営計画を構築した上で進める販路開拓などの
　　取り組みを支援する制度
　　【通常枠】補助上限：50万円、補助率：2/3
　　　　　　↓
　　【特別枠】補助上限：100万円、補助率：2/3

（3）IT導入補助
　　ITツール導入による業務効率化などを支援する制度
　　【通常枠】補助上限：30～450万円、補助率：1/2
　　　　　　↓
　　【特別枠】補助上限：30～450万円、補助率：2/3
　　※ハードウェア（PC、タブレット端末等）のレンタル
　　も対象になる

　上記詳細は、経済産業省のホームページ内にある
新型コロナウイルス感染症関連のページ
（https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html）
もしくは中小企業基盤整備機構のホームページ
（https://seisansei.smrj.go.jp/）
にてご確認ください。

【 図表4 】 経済産業省　持続化給付金に関するお知らせ
（https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf）
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4.雇用関連
（1）雇用調整助成金の特例措置
　雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動
の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図る
ための休業手当に要した費用を助成する制度です。
　コロナショックの影響を受ける事業主を支援するため、
助成内容・対象の拡充や受給要件の緩和、短期間一斉
休業の要件の緩和、残業相殺制度を当面停止、申請
書類の簡素化など、特例措置として内容が拡充されま
した。4月1日～6月30日の緊急対応期間中、全国で
全業種の事業主を対象に実施されます。

（2）小学校休業等対応助成金
　新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、令
和2年２月27日～6月30日までの間に小学校などが
臨時休業する際、学校に通う子の保護者である労働
者の、休職に伴う所得の減少に対応するため、正規
雇用・非正規雇用を問わず、有給休暇（年次有給休暇
を除く）を取得させた企業に対する助成金が創設され
ました。有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃
金相当額（上限8,330円）×10/10が大企業、中小企
業同様に支給されます。

　支給要件の詳細や具体的な手続き方法は、厚生労
働省のホームページにてご確認ください。
（https://www.mhlw.go.jp/index.html）

　なお、ご紹介した支援策などについては、随時情報
が更新されておりますので、該当のホームページで最
新情報をご確認ください。

　　　　助成金・支援策以外の資金調達
　　　　についても相談する
｠
　下記に示す３つの調達原則を踏まえ、金融機関から
の追加融資の交渉を進めることが重要です。
　キャッシュの最大化が経営の最重要課題という認識
のもと、企業経営活動をしていただきたいと思います。
｠

①経営の理解者・応援者をつくる
　ある金融機関の本店審査室長に経営者のコミュニ
ケーションスタンスをヒアリングしたところ、「経営
者にお願いしたいのは、経営に対する思いや経営状
況を共有してもらいながら、われわれ銀行員の担当者
を育てる視点でコミュニケーションをとってほしい」
ということでした。まさに自社の経営の理解者・応援者
をつくり、関係を強化していく視点が求められます。
お付き合いで借りてあげているというスタンスで
はなく、自社のビジョン・方針・業績・コロナ対策など
を丁寧に説明し、自社のファンをつくるスタンスで
コミュニケーションをとる必要があります。
｠｠
②先手交渉
　目先の資金ショートが見えている中で交渉をするよ
うでは、経営をしていることになりません。先行シミュ
レーションの中で、交渉をする必要があります。そのた
めにも前述の通り、パターン別のシミュレーションが重
要になります。困ったときに助けを求めるのではなく、
困る前に相談するというスタンスが重要です。
｠
③短期で資金を最大化させ、長期で返済する
　経営危機の際の調達原則は、短期で資金を最大化
させ、長期で返済するということです。誤解を恐れず
表現するとしたら、今調達できる分だけ調達し、返し
方は後から考えるくらいが丁度よいと言っても過言で
はありません。現金がなければ打ち手も限られます。
キャッシュを最大化させて打ち手の制約条件を可能
な限り低くすることが重要です。

【 図表5 】厚生労働省 雇用調整助成金の特例拡充について
（2020年4月27日時点）

STEP
4

３つの調達原則

① 経営の理解者・応援者をつくる
② 先手交渉
③ 短期で資金を最大化させ、長期で返済する
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