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【第１章の要旨】
厳しい経営環境にある建設企業にとって、新分野展開による事業
機会の創出の取り組みは重要な経営課題である。
新分野の事業が「業」として成立するということは、「事業が不
特定多数の顧客に支持され、継続的な売上と収益を生み、相応の
雇用が確保できる状態」ということであるが、そのポイントは
「円滑な資金調達」の実現にある。
つまり、円滑な資金調達を担保する事業の組み立てが出来ている
か（＝金融機関が継続的に支援できる事業スキームか）が、新分
野展開成功のポイントである。
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1．新分野展開の重要性1．新分野展開の重要性
　建設産業を取り巻く環境は極めて厳しい状況にあるが、経営力強
化のためには、下記のような課題の解決を進めていくことが必要で
ある。

（１）本業の経営基盤の強化
　本業の経営基盤強化としては、一定量の受注量を確保するため
に、異なる技術の要素を有する建設企業と協働して受注機会を拡大
する施策を行う、Ｍ＆Ａの推進によって規模を拡大する、適切な原
価管理によって工事採算の改善を行う、リスク管理徹底による工事
代金未回収や焦げ付きを回避するといった施策の推進が必要とな
る。
（２）新規事業への取り組み
　新規事業に取り組むにあたっては、かつての不動産投資や観光業
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（ゴルフ場、ホテルなど）の展開といった「ハコモノ」中心の多角
化とは一線を画し、地域における建設業の位置づけを踏まえつつ、
わが国の基幹産業である建設業の活力回復と雇用確保を実現するた
めの新規事業展開が必要である。このような環境の下、「建設業の
元気回復事業」の取り組みを行うなど、国も建設企業の新分野展開
を積極的に後押ししている。
　しかし、建設企業にとって新分野展開は容易ではなく、様々な
ハードルが存在する。次節では、新分野展開の成功要因について考
察していくこととする。

２．新分野展開の成功要因分析２．新分野展開の成功要因分析

（１）新分野展開成功の定義
　新分野展開が成功した状況とは、「新事業が『業』として成立し
ている状況である」と定義できる。そして「業」とは、「特定の財・
サービスを不特定多数に反復継続して提供する」ことを意味する。
つまり、新分野展開が成功した状況とは「展開した事業が不特定多
数の顧客に支持され、継続的な売上と収益を生み、相応の雇用が確
保できる状態である」ということである。
　また、「事業が継続・拡大する」ために必ず突き当たる壁であり、
事業成功の可否を握るのは、円滑な資金調達の実現である。第三者
増資や社債発行といった直接金融で事業資金を調達可能な大手企業
を除き、多くの企業において資金調達の主要な手段は銀行などの金
融機関からの融資（間接金融）である。つまり、金融機関から継続
的な支援を受けることが出来るか否かが新分野展開の取り組み成功
における大きなポイントであるといえる。
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（２）金融機関の与信判断の勘所
　ここでは、「円滑な資金調達」のポイントを理解するために、資
金の出し手である金融機関の貸出可否の判断について整理をしてみ
たい。金融機関は、預金者からお金を預かり、それを融資すること
で利ざやを稼ぐ、という事業を行なっている。金融機関は、預金者
から預かったお金を毀損するわけにはいかないことから、色々な手
法を使って貸出先企業の事業内容などを判断し、貸付の諾否や条件
等を決定している。この貸出に関する判断を「与信判断」と呼び、
各金融機関が独自の判断基準で検討を行っているが、特に下記の４
つの視点を重視して検討をしている。
①要資
　要資とは、「調達した資金を何に使うか」つまり、お金の使い道
（資金使途）である。資金使途の検討においては、資金の使い道だ
けではなく、資金が必要となる事業の内容に対する理解度や、事業
がきちんと継続していくか、そのために必要な最低限度の資金はい
くらか、そして資金の額は適切かといったことを評価する。借り手
の気持ちとしては「何が起こるかわからないので、多めに借りてお
こう」となりがちであるが、金融機関は「余分なお金は事業と違う
ところに使われやすい」という見方をする。よって、金融機関の立
場としては、必要最低限の融資額に抑制する方向で判断が働く。
②返資
　返資とは、「どのように返すか」ということであり、具体的には
返済の方法や返済計画の妥当性を金融機関は判断している。返済計
画は、事業計画という形式で表され、事業の市場性や対価性（顧客
が適正な対価（お金）を払う価値を有していること）、競合状況と
いった企業の事業戦略を踏まえているかどうか等で妥当性を評価す
る。なお、複数の事業を実施している場合、当該事業以外の事業で
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黒字であっても「返資」の項目は評価を受けることは少ない。この
ため、事業主体としては、融資の対象となっている事業単体でコス
トが負担でき、かつ返済（元利金の返済）や投資が可能であると判
断できる計画を提示することが必要である。
③担保
　担保とは、「返済出来なかった場合にどうするか」である。つま
り、事業が失敗して返済ができなくなった場合も、返済を行う保全
措置がとられているか、ということである。具体的には、不動産や
売掛債権といった換金性の高い資産を「担保」として評価し、担保
取得することを検討する項目である。金融機関にとっては、融資先
が「倒産」せずに継続的にお金を借りる等の取引を継続することを
望んでいるが、企業の業績の変化によって貸出債権の管理コストの
増加（引当の増加など）が起こると、通常の融資業務にも影響が出
る。よって、円滑な金融の維持の点からも「換金可能な担保」を取
得するのである。
④メリット
　メリットとは、金融機関からみた「取引メリット」のことである。
一般に、貸出の利ざやは低く、取引先１社から得る金融機関にとっ
ての利益額は小さい。よって、長期的に継続した取引を通じて利益
を確保していくことにある。つまり、金融機関は、継続的なメリッ
トを享受できる事業者を評価するため、プロジェクトの規模自体が
小さ過ぎる場合や規模拡大といった発展性がない場合などは、当該
事業に対する評価を低くする。
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融資判断のポイント 内　容 事　例

【融資判断の４つのポイント】
融資判断のポイント 内　容 事　例

要資（資金使途）要資（資金使途） 何に使うのか何に使うのか 投投資資計計画画、、運運転転資資金金需需要要のの説説明明
などなど

返資（返済原資）返資（返済原資） どうやって返すのかどうやって返すのか 資資金金計計画画（（返返済済計計画画））、返済条、返済条
件件、、事業計画の妥当性事業計画の妥当性、、ガバナガバナ
ンスンス

担担保保 うまくいかなかった場合にどううまくいかなかった場合にどう
するのかするのか

担保担保・保証の有無・保証の有無（（無担保もし無担保もし
くは無保証を認めることができくは無保証を認めることができ
るか）るか）

（取引）メリット（取引）メリット 取取引引すするるとと銀銀行行ににととっっててメメリリッッ
トがあるのかトがあるのか

金融機関側の取引メリット金融機関側の取引メリット（預（預
金残高増強、金残高増強、振込口座指定など）振込口座指定など）

出所：出所：「資金調達完璧マニュアル」「資金調達完璧マニュアル」（丸山武志、山田英司共著、すばる舎リンケージ）の（丸山武志、山田英司共著、すばる舎リンケージ）の
資料をもとに作成資料をもとに作成

　以上の通り、金融機関は「事業の継続性（＝サステナビリティ）」
に与信判断のポイントを置いていることが分かる。
　円滑な資金調達の可否が、企業の新分野展開に必要なポイントで
あることを考えると、金融機関が継続的に支援できる事業スキーム
になっているかどうかが重要となる。そして、そのようなモデルに
するためには、「適切な戦略に基づくビジネスモデル構築」と「ビ
ジネスを継続するための資源とガバナンス」が「一連のシナリオと
して展開されていること」が必要である。

　以上、新分野展開の成功要因は「事業の継続性の確保」であり、
事業を継続させるために「適切な戦略に基づくビジネスモデル」を
検討し、「ビジネスを継続する責任と権限のあるガバナンス」のも
とで金融機関が継続的に支援できる事業スキームを組み立てていく
ことであるといえよう。
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【新分野展開までの流れのイメージ】
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※提供価値の対価性：顧客が適正な対価（お金）を払う価値を有していること。
出所：日本総研作成
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