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ネットジャーナル「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」 
 
●ニッセイ基礎研究所「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」２００９年１１月１８日号  

2009～2011 年度経済見通し 
～緩やかな回復では戻らない経済活動の水準 
 
 

 

 
要  旨

 

2009年7-9月期の実質ＧＤＰ成長率

は、輸出の増加が続く中、民間消費、

設備投資の増加などから国内需要が 6

四半期ぶりに増加に転じたため、前期

比 1.2％（年率 4.8％）と 2 四半期連

続のプラス成長となった。 

 

急速な落ち込みが続いていた設備投資

が 6 四半期ぶりに増加に転じるなど、

企業部門は改善に向かい始めた一方、

家計部門は依然厳しい状況が続いてい

る。個人消費は政策効果から持ち直し

の動きを続けているが、先行きについ

ては雇用・所得環境の悪化を主因とし

ていったん息切れする可能性が高い。 

 ＜実質成長率：2009 年度▲2.6％、2010 年度 1.4％、2011 年度 2.0％を予想＞ 

景気は、消費息切れや公共事業の大幅

減少などから 2010 年前半にかけて減

速することが見込まれるが、海外経済

の回復を背景とした輸出の下支えが続

くため、景気腰折れは回避されるだろ

う。 

 

実質ＧＤＰ成長率は 2009 年度が▲

2.6％、2010 年度が 1.4％、2011

年度が 2.0％と予想する。日本経済は

2009 年 4-6 月期以降、3 年間にわた

りプラス成長を続けると予想している

が、それまでの落ち込み幅があまりに

大きかったため、2011 年度末の実質

ＧＤＰはピーク時よりも 2％以上低い

水準にとどまる。実質ＧＤＰが元の水

準に戻るのは 2012 年度以降となるだ

ろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」の全文は、当事務所のホームページの「ネットジャーナル」よりご確認ください。 
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実質ＧＤＰ成長率の推移（年度） 
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ネットジャーナル「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」 
 
●ニッセイ基礎研究所「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」２００９年１１月２０日号  

米国経済の改善進むも、 
雇用減・消費抑制で金融緩和持続へ 
 
 

 

 
要  旨

 

7-9 月期の GDP 速報値は、前期比年

率 3.5％と予想を上回る高成長となり、

５四半期ぶりにプラス転換、１年半に

及ぶ戦後 長のリセッションにも終止

符が打たれつつある。ただし、成長率

を押上げた主因は在庫循環と既に終了

した政府の自動車買い替え政策にある。

雇用減や資産価格下落の影響を受けた

個人消費の回復力は弱く、景気の本格

回復には至っていない。 

 

7-9 月期の生産性は前期比年率 9.5％

と急伸、一方でユニットレーバーコス 

 

トは急低下した。急速な雇用削減の実

態を示しているが、半面、今後の競争

力や収益性の回復が期待される動きと

して注目を集めている。 

 

11 月 FOMC では、異例の低金利を据

え置くとともにその前提条件が示され

た。出口戦略の進展を懸念していた市

場では、金融緩和が持続するとの観測

が強まり、高成長率・高生産性下の金

融緩和持続を受け、債券・株式・金価

格等が上昇、半面、ドル安の動きが見

られた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」の全文は、当事務所のホームページの「ネットジャーナル」よりご確認ください。 
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7-9月期実質ＧＤＰは3.5％の高成長率に （前期比年率、棒ｸﾞﾗﾌは寄与度の内訳） 

2 

＜米国経済・金融の概況＞ 
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企業経営 TOPICS 統計調査資料 
 
●内閣府 ２００９年１１月２０日公表 

月例経済報告 
（平成 21 年 11 月） 
 
 

 

 

 
総  論

 

 
1 我が国経済の基調判断  

 景気は、持ち直してきているが、自律性に乏しく、失業率が高水準にあるなど依然として厳し

い状況にある。 

 ●輸出は、アジア向けを中心に、増加している。生産は、持ち直している。 

 ●企業収益は、大幅な減少が続いているが、そのテンポは緩やかになっている。設備投資は、

下げ止まりつつある。 

 ●企業の業況判断は、依然として厳しい状況にあるものの、全体として持ち直しの動きが続い

ている。ただし、中小企業ではそのテンポは遅い。 

 ●雇用情勢は、依然として厳しい。 

 ●個人消費は、持ち直しの動きが続いている。 

 ●物価の動向を総合してみると、緩やかなデフレ状況にある。 

 

 先行きについては、当面、厳しい雇用情勢が続くとみられるものの、海外経済の改善などを背

景に、景気の持ち直し傾向が続くことが期待される。一方、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の

下振れ懸念、デフレや金融資本市場の変動の影響など、景気を下押しするリスクが存在すること

に留意する必要がある。 

 

 

 
2 政策の基本的態度  

 政府は、家計の支援により、個人消費を拡大するとともに、新たな分野で産業と雇用を生み出

し、日本経済を自律的な回復軌道に乗せ、内需を中心とした安定的な経済成長を実現するよう政

策運営を行う。また、「緊急雇用対策」を推進するとともに、雇用・環境等について迅速かつ重

点的な取組を行い、景気の下支えを図るための経済対策を取りまとめる。 
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 日本銀行に対しては、我が国経済が、物価安定の下での持続的成長経路に復帰するため、引き

続き政府との緊密な連携の下で、適切かつ機動的な金融政策運営を期待する。 

 

 

 
各  論

 1 消費・投資などの需要動向 

個人消費は、持ち直しの動きが続いている。 

 個人消費は、経済対策の効果もあって、持ち直しの動きが続いている。消費者マインドは、持

ち直している。実質雇用者所得は緩やかな減少傾向にある。需要側統計（「家計調査」等）と供

給側統計（鉱工業出荷指数等）を合成した消費総合指数は、９月は前月に比べ増加した。 

 個別の指標について、９月の動きをみると、「家計調査」では、実質消費支出は前月から増加

した。販売側の統計をみると、小売業販売額は前月から増加した。新車販売台数は、９月に増加

した後、10 月も増加した。旅行は、国内、海外ともに前年を下回った。外食は、前年を下回っ

た。 

 先行きについては、消費者マインドが持ち直している中で、経済対策の効果が引き続き見込ま

れるものの、雇用・所得環境が厳しいことや新型インフルエンザの流行による影響を注視する必

要がある。 

 

設備投資は、下げ止まりつつある。 

 設備投資は、下げ止まりつつある。これを需要側統計である「法人企業統計季報」でみると、

2009 年１－３月期及び2009 年４－６月期は減少している。機械設備投資の供給側統計であ

る資本財出荷は、持ち直しの動きがみられる。ソフトウェア投資は、緩やかに減少している。 

 「日銀短観」によれば、2009 年度設備投資計画は大企業製造業、大企業非製造業でともに

２年連続の減少が見込まれている。また、設備投資の動きに先行性がみられる設備過剰感は、や

や弱まっているものの依然高水準にある。先行指標をみると、機械受注は、下げ止まりつつある。

建築工事費予定額は、おおむね横ばいとなっている。 

 先行きについては、厳しい企業収益の状況、世界景気の先行き不透明感などを背景に、当面、

低調に推移する可能性が高い。 

 

住宅建設は、緩やかに減少している。 

 住宅建設は、緩やかに減少している。持家、分譲住宅の着工は下げ止まりつつある。貸家の着

工は減少している。総戸数は、９月は前月比3.3％増の年率69.9 万戸となった。総床面積も、

おおむね総戸数と同様の動きをしている。 

 先行きについては、経済対策の効果が期待されるものの、雇用・所得環境が厳しいことなどか

ら、当面、弱い動きが続くと見込まれる。
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公共投資は、堅調に推移している。 

 公共投資は、堅調に推移している。 

 公共投資の関連予算をみると、国の平成21年度補正予算において、約5.2兆円の予算措置を

講じたため、補正後の公共投資関係費は前年度を上回った。また、平成21年度地方財政計画で

は、投資的経費のうち地方単独事業費について、前年度比3.0％減とし、重点的な配分を行うと

している。 

 2009年10月の公共工事請負金額及び９月の公共工事受注額は前年を上回った。 

 先行きについては、予算や事業の見直しに伴う影響等を見極める必要がある。 

 

輸出は、アジア向けを中心に、増加している。 

輸入は、持ち直している。 

貿易・サービス収支の黒字は、増加している。 

 輸出は、アジア向けを中心に、増加している。地域別にみると、アジア向けの輸出は、大幅に

増加している。アメリカ向け、ＥＵ向けの輸出は、ともに持ち直しの動きがみられる。先行きに

ついては、世界的な在庫調整の進展やアジアを中心として景気持ち直しの動きが広がっているこ

となどから、当面、増加傾向が続くとみられる。 

 輸入は、持ち直している。地域別にみると、アジアからの輸入は、増加している。アメリカ、

ＥＵからの輸入は、ともに持ち直しの動きがみられる。 

 国際収支をみると、輸出金額が増加、輸入金額が緩やかな増加となっており、貿易収支の黒字

幅は増加している。また、サービス収支の赤字幅は横ばいとなっている。そのため、貿易・サー

ビス収支の黒字は増加している。 

 

 

 

 

生産は、持ち直している。 

 鉱工業生産は、持ち直している。 

 先行きについては、輸出の増加傾向などから、当面、持ち直しが続くことが期待される。なお、

製造工業生産予測調査においては、10月、11月ともに増加が見込まれている。 

 また、第３次産業活動は、持ち直しの動きがみられる。 

 

 

 

 

「月例経済報告（平成 21 年 11 月）」の全文は、当事務所のホームページの「企業経営 TOPICS」よりご確認ください。 

2 企業活動と雇用情勢 
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ジャンル： 経営 ジャンル： 経営 

企業格付改善対策 

金融機関が行う企業格付と改善対策 
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2 金融機関は決算書のココを見る 
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3 こうすれば企業格付は向上する 
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4 経営計画は格付向上のための手形 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜参考文献＞ 

■『銀行がホイホイお金を貸したくなる社長になる方法』  川北英貴 著 すばる舎リンケージ 

■『社長！銀行の手口と戦い方教えます』  村本観 著 日本実業出版社 
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1 金融機関が行う企業格付の仕組み 

１｜ 金融機関の貸し渋りは「企業格付」に原因がある  
 資金調達方法が限られる多くの中小企業にとって、金融機関からの融資は欠かせないものです。 

 しかし、昨今、金融不安の煽りを受けて、必要な融資を受けられなかったり、逆に返済を迫ら

れたり、企業格付の見直しを理由に金利の引き上げを迫られたりと中小企業の資金調達は厳しい

ものとなっています。 

「利益は出ているのに融資を断られた」「大きな商談がまとまって数ヵ月後に入金になるのに手

形の書き換えに応じてくれなかった」等、融資を断られるケースは後を絶ちません。 

 金融機関は、様々な側面から企業をみて融資するかどうかを決定します。その中で 大の根拠

となっているものが「企業格付」です。 

 本レポートでは、金融機関が融資を決める際に決算書のどこを見るのか、金融機関と対等のビ

ジネスパートナーとして付き合っていくための財務体質強化のポイントについて解説します。 

 

 

  ２｜ 金融機関が行う企業格付とは  

（１）企業格付の概要と目的 

 企業格付とは、金融機関がつける企業の“内申書”のようなものです。具体的には、各金融機

関が取引先企業の今後３～５年間における信用力をスコアリングして 10～15 項目に分類する

ことで、各金融機関が独自のスコアリングシート（得点表）を使用して、 低年１回、企業の決

算書を受け取った際等に行われています。 

 企業格付は、金融機関が負う「信用リスク」、つまり、取引相手の契約不履行により、債権が

期日に全額回収できなくなるリスクを的確に管理する体制を構築するために行われます。 

 また、金融機関の自己査定により、企業は「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」「実質破綻先」

「破綻先」の５段階にランク付けされます。要注意先の中でも悪い方の企業は「要管理先」とな

ります。 

 この自己査定により、金融機関は「要注意先」以下とされた企業への融資を絞ります。要注意

先に分類された企業は、融資が受けにくくなったり、金利の引き上げ要請が来たりしますので、

中小企業にとってはまさに死活問題となります。 

 したがって、要注意先にならないように対策をとっておく必要があります。 
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2 金融機関は決算書のココを見る 

 金融機関は、企業から提出された決算書を徹底的に分析します。 

 しかし、金融機関が重点を置いて見るポイントはある程度決まっていますので、金融機関が決

算書のどこを見るかがわかれば、金融機関に対する説明準備や今後の計画作りにも役に立ちます。 

 この説明ができないと「この経営者は自社の決算内容も良く分かっていない」と烙印を押され、

受けられるはずの融資も受けられない可能性もあります。 

 金融機関が見るポイントは、自社の経営改善に不可欠なものですので、金融機関のためではな

く、「自社の経営改善のため」というスタンスで取り組むべきです。 

 

 

  １｜ 貸借対照表は最も詳細に見られる財務諸表  

 ■貸借対照表のチェックポイント 

①流動資産や当座資産と流動負債のバランス（流動比率、当座比率） 

②売掛債権に回収不能な債権が含まれていないか 

③棚卸資産には不良在庫がないか 

④利益を上げるために棚卸資産を操作した可能性はないか 

⑤役員に対する貸付金や仮払金がないか 

⑥貸付金や仮払金で回収不能な債権がないか 

⑦減価償却はされているか（償却不足はないか） 

⑧土地・有価証券に含み損はないか 

⑨借入金が急激に増加していないか 

⑩固定資産と固定負債・純資産のバランス（固定長期適合率）に問題はないか 

⑪自己資本の増減（自己資本比率の増減）に問題はないか 

 

 上記の項目で、売掛債権、棚卸資産、貸付金、仮払金、固定資産、有価証券などを正しい数値

に置き換えて、実態貸借対照表を作成すると、真の純資産額が算出されます。もし、純資産額が

マイナスとなれば「実質債務超過」と判断され、融資を受けることは非常に厳しくなります。 

 特に貸付金や仮払金は役員に対するものは厳しく見られます。役員報酬などを利益確保のため

費用とせず貸付金や仮払金として処理している場合は、実体がない資産とみなされて純資産額か

ら控除されますので、注意が必要です。 

 

 8 



 

 

 

 

 

 企業格付は、企業にとってとても重要な意味を持ちます。格付対策が、企業の資金調達のカギ

を握るといっても過言ではありません。 
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  １│格付対策の重要性  

こうすれば企業格付は向上する 

 企業格付が企業の資金調達に及ぼす影響には、次のようなものがあります。 

①融資の可否 ⇒ 格付が良いほど、希望通りに確実に融資を受けられる 

②金 利 ⇒ 格付が良いほど、より低い金利で融資を受けられる 

③担保・保証 ⇒ 格付が良いほど、無担保・無保証で融資を受けられる 

 格付が悪いと、上記の逆で、融資が受けにくく、金利も高く、担保・保証の水準も高くなるた

め、それが企業業績を悪化の方向へ向かわせる要因となる悪循環となってしまいます。それだけ、

格付対策は企業経営にとって重要なことなのです。 

 

 

  ２│企業格付の改善ポイント  

 格付を改善するには「短期的取り組み」と「長期的取り組み」が必要です。 

 

（１）短期的取り組み 

①利益の社外流出を止める 

 短期的取り組みは、まず利益の社外流出を止めることです。いくら売上増加の取り組みを行っ

ても、赤字を垂れ流していては元も子もありません。「固定費の削減」「変動費率の改善」を行い、

利益を確保し利益率を向上させることが 初に取り組むべきことです。 

 固定費の削減は、金額の多い項目から削減することが鉄則です。その中でも、費用対効果の低

い科目から着手します。 

 具体的には、総勘定元帳を見て一つひとつ点検していきます。地道な作業ですが、固定費削減

のためには不可欠な作業です。例えば通信費の内訳を見て、携帯電話の基本料金や通話料金、固

定電話の通話料金などを詳細に点検します。 

 また、人員の見直しも必要な場合もあります。部門や営業所ごとに人員効率や個々の能力等を

見て判断します。 

②流動資産の正常化 

 次に手を打つのは、「売掛金の早期回収」「貸付金の回収」「仮払金の精算」です。売掛金の長

期滞留は資金繰りを悪化させるばかりでなく、貸し倒れなどのリスクを伴います。管理表などで

しっかりと管理して、早期回収を図ります。「貸付金」「仮払金」については、特に役員に対する

ものであれば早急に回収・精算をすべきです。前述の通り、金融機関はこのような点をしっかり

チェックしています。 
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③役員借入金の資本振り替え 

 役員からの借入金があれば、資本に振り替えてしまうか、債権放棄をして債務免除益を出して、

自己資本の充実を図ることも有効です。これにより、自己資本比率が向上するだけでなく、債務

償還年数も短くなります。 

 

（２）長期的取り組み 

 長期的取り組みは「売上高増加」「利益額確保」「利益率向上」などの収益性改善項目と、「在

庫の圧縮」「遊休資産の処分」「有価証券の処分」「有利子負債の圧縮」「自己資本の充実」などの

財務体質の改善があります。 

 財務体質の改善の中には、「有利子負債の圧縮」や利益増加が前提でなければ改善できないも

のや、「自己資本の充実」のように改善には時間がかかるものもありますので、しっかりとした

計画を立てて着実に改善していく必要があります。 

 

①収益性改善 

 収益性を改善するには、まず売上高、利益額、利益率の部門別・担当者別分析から始めます。

どの部門、どの担当者が会社に貢献しているのか、あるいは貢献が少ないのかを見ることで、今

後、収益改善のために強化すべき点や改善すべき点が見えてきます。 

 これらを踏まえてどの商品、地域、部門で売上を増加させていくかを、経営計画に落とし込み

ます。 

 また、経営計画が単に数字の羅列で終わっていては、金融機関の信用を得ることはできません。

計画達成のための活動計画を作成し、具体化しなければなりません。 

 

②財務体質改善 

 経営計画というと、損益計画だけに終わってしまう企業もありますが、損益計画だけでは不十

分であり、その計画によって会社の財政状況がどのようになるのかについても、経営計画に盛り

込むことが理想です。金融機関はその経営計画によって、融資をどの程度回収できるかを把握し

たいと考えています。 

 よって、損益計画の他に、計画貸借対照表、計画キャッシュフロー計算書、借入金返済計画が

あると、金融機関が把握したい情報をすべて網羅したことになります。 

 借入金返済計画には、返済財源が確保できていることがポイントです。もし、利益と減価償却

とで返済できなければ、どのように返済財源を調達するのかを明確にし、金融機関との交渉に臨

まなければなりません。 

 

 

レポート全文は、当事務所のホームページの 「企業経営情報レポート」よりご覧ください。 
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経営データベース  
 

1 

 
ジャンル： その他経営関連 ＞ サブジャンル： 不動産証券化  

ノンリコースローン 
「ノンリコースローン」とは何ですか？ 

 
uestion 

 

 

１．資金調達手段の１つ 

 不動産証券化においてよく利用されている資金調達手段の１つがノンリコースロ

ーン（非遡及型ローン）です。 
 リコースとは「遡及する」という意味であり、通常の不動産を担保とする住宅ロー

ン等（遡及型ローン）の場合、担保不動産を処分して売却代金を充当してもまだローンの残高が

残ってしまうと、借入人は残る債務を返済しなくてはなりません。 

nswer 

 また別の物件が共同で担保に取られていたり、借入人の返済能力に懸念があると判断されれば

借入に際し保証人を同時に取られるといった場合もあります。これが一般的なリコース型のロー

ンです。 
 
２．対象物件以外の他の関係者がローンの弁済責任を追及されることはない 

 これに対して、対象不動産が生み出すキャッシュフロー及び物件の売却代金に返済原資が限定

されているのが、ノンリコースローン 大の特徴です。 
 ノンリコースローンであれば原則として対象物件以外の他の関係者（投資家・原資産保有者）

がローンの弁済責任を追求されることはありません。 
 また業歴が浅かったり、あるいは業績の悪いような融資が出にくい会社に対しても、資金調達

を拡大する手段となり得るのです。 
 
３．厳しくなる対象物件への調査 【ノンリコースローンフロー図】
 ただし、対象物件の審査は通常の住宅

ローンやアパートローンに比して格段に

厳しくなります。実に多岐にわたる、様々

な資料をレンダーからは要求されること

となります。 
 まさに対象物件のキャッシュフローが

キモになるのであり、カネを出す側も当

然に、細部にわたりチェックを施すこと

となるのです。 
 ノンリコースローンを利用する場合は

ＳＰＣ（特定目的会社）を利用すること

になります。 
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経営データベース  
 

2 

 
ジャンル： その他経営関連 ＞ サブジャンル： 不動産証券化  

信託受益権 
「信託受益権」の意味と、その事例を教えてください。 

 

 

１．委託者が受ける権利 

信託受益権とは、「委託者が受ける権利」のことです。 

 

 

【信託受益権の事例】 

 

 

 

 

 

 

nswer 

uestion 

 そしてその賃料収入から、管理費、修繕費、借入金利息等諸々の経費を差し引き、さらに信託にか

かる信託報酬差引き後の手残りを信託配当として受益者であるＡさんに返却します。 

 マンションを一棟所有しているＡさんが委託者となり、信託銀行にマンションを信託したとする

と、信託銀行が受託者となりマンションの管理を行うこととなります。 

 

 現物不動産を信託すると、受託者が信託財産の名義上の保有者になり、当然所有権の移転登記

も行うことになります。 

 

 それに対して、委託者兼受益者には信託受益権という権利が与えられるわけです。ただし、個

人の相続の場合、信託受益権は信託財産である各財産債務を直接取得したものとして評価されま

す。 

 

２．不動産の信託受益化のメリット 

 不動産を信託受益権化する主なメリットをあげると３つあります。１つが、信託することによ

り通常の現物不動産を譲渡するよりも移転にかかるコストを安く抑えられる点です。   

 

 信託受益権として不動産を譲渡される買い手は、不動産取得税、登録免許税が優遇されます。

次に管理の手間がかからなくなる点です。受託者である信託銀行が通常管理を行いますので、特

にファンドで受益権として証券化された物件は、原資産保有者からすると管理の手間が省けるこ

ととなります。 

 

 さらに、信託受益権化することにより現物不動産が信託財産となります。信託財産は信託法上、

分離独立の財産として保護されますので結果として倒産隔離の機能を持つことができます。 

 

 仮に原資産保有者が倒産したとしても、信託法上、独立の財産として保全されるのです。使い

方によっては現物不動産よりも「勝手が良い」ということで、不動産ファンドに入れられる物件

の殆どが信託受益権化されているのが実態です。 
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