
（別紙１）
[確報値]

平成24年７月19日

金融庁

　中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（平成21年法律第96号。以下「法」とい

う。）第２条に掲げる金融機関は、法第８条の規定に基づき、法施行日（平成21年12月４日）から平成24年３月31

日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を（平成24年５月15日までに）行政庁に報告したところです。今般、

金融庁は、当該報告の概要を以下のとおり取りまとめましたので、これを公表いたします。

中小企業金融円滑化法に基づく貸付条件の変更等の状況について



[確報値]

上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円）

申込み 実行 謝絶 審査中 取下げ 実行率① 実行率②

(A) (B) (C) (B)/[(B)+(C)] （B)/（A）

413,421 376,602 10,685 15,385 10,749 97.2% 91.1%
(214,119) (198,380) (5,367) (6,538) (3,832) 

1,412,272 1,301,618 36,447 32,031 42,176 97.3% 92.2%
(397,897) (371,414) (9,337) (8,947) (8,197) 

26,945 21,793 2,539 943 1,670 89.6% 80.9%
(3,784) (2,658) (918) (77) (129) 

1,060,822 986,292 24,768 20,711 29,051 97.6% 93.0%
(196,861) (183,522) (4,483) (4,091) (4,759) 

166,642 156,374 3,198 2,525 4,545 98.0% 93.8%
(33,571) (31,391) (797) (604) (776) 

4 4 0 0 0 100.0% 100.0%
(5) (5) (0) (0) (0) 

7,100 6,838 77 63 122 98.9% 96.3%
(5,606) (5,377) (70) (53) (104) 

46,536 43,866 984 745 941 97.8% 94.3%
(5,472) (4,754) (272) (171) (271) 

3,133,742 2,893,387 78,698 72,403 89,254 97.4% 92.3%
(857,315) (797,501) (21,244) (20,481) (18,068) 

※２　地域銀行とは、地方銀行、第二地方銀行及び埼玉りそな銀行をいう。

※７　信農連、信漁連はそれぞれ信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会の略。農林中央金庫の計数を含む。
※８　記載金額は、億円未満を切り捨てて表示。
※９　左端の欄中の括弧内は、平成24年３月末時点の金融機関数。
※10　件数は、貸付債権ベース。

※６　労働金庫連合会の計数を含む。

信農連・信漁連(67) ※７

農協・漁協(862)

合計(1521)

※１　主要行等とは、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三井住友銀行、りそな銀行、中央三井信託銀行、
　　　住友信託銀行、新生銀行、あおぞら銀行をいう。

※４　信金中央金庫の計数を含む。
※５　全国信用協同組合連合会の計数を含む。

※２

労働金庫(14) ※６

信用金庫(272)

※３　その他の銀行とは、主要行等・地域銀行を除く国内銀行をいう。

※４

主要行等(11)

信用組合(159)

１．債務者が中小企業者である場合

  債務者が中小企業者である場合における貸付条件の変更等の状況は、下表のとおりです。全業態の合計では、実行率①

が97.4%、実行率②が92.3%となっています。

※３その他の銀行(29)

※５

※１

地域銀行(107)



[確報値]

上段は件数、下段括弧内は金額（単位：億円）

申込み 実行 謝絶 審査中 取下げ 実行率① 実行率②

(A) (B) (C) (B)/[(B)+(C)] （B)/（A）

53,342 44,746 3,027 1,793 3,776 93.7% 83.9%
(9,818) (8,264) (580) (322) (649) 

120,236 91,072 9,734 3,640 15,790 90.3% 75.7%
(17,890) (13,651) (1,423) (558) (2,255) 

3,377 2,851 236 122 168 92.4% 84.4%
(440) (337) (52) (20) (29) 

55,148 45,360 3,365 1,273 5,150 93.1% 82.3%
(7,905) (6,572) (471) (185) (672) 

9,273 7,761 590 194 728 92.9% 83.7%
(1,325) (1,128) (78) (30) (87) 

9,981 8,035 946 268 732 89.5% 80.5%
(1,343) (1,079) (131) (35) (97) 

183 165 3 1 14 98.2% 90.2%
(22) (20) (0) (0) (0) 

5,840 4,270 449 146 975 90.5% 73.1%
(764) (559) (56) (18) (127) 

257,380 204,260 18,350 7,437 27,333 91.8% 79.4%
(39,507) (31,610) (2,791) (1,168) (3,916) 

※２　地域銀行とは、地方銀行、第二地方銀行及び埼玉りそな銀行をいう。

※７　信農連、信漁連はそれぞれ信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会の略。農林中央金庫の計数を含む。
※８　記載金額は、億円未満を切り捨てて表示。
※９　左端の欄中の括弧内は、平成24年３月末時点の金融機関数。
※10　件数は、貸付債権ベース。

信用金庫(272) ※４

信用組合(159) ※５

労働金庫(14) ※６

２．債務者が住宅資金借入者である場合

　債務者が住宅資金借入者である場合における貸付条件の変更等の状況は、下表のとおりです。全業態の合計では、実行

率①が91.8%、実行率②が79.4%となっています。

※３その他の銀行(29)

主要行等(11) ※１

地域銀行(107) ※２

※５　全国信用協同組合連合会の計数を含む。
※６　労働金庫連合会の計数を含む。

信農連・信漁連(67) ※７

農協・漁協(862)

合計(1521)

※４　信金中央金庫の計数を含む。

※１　主要行等とは、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行、三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三井住友銀行、りそな銀行、中央三井信託銀行、
　　　住友信託銀行、新生銀行、あおぞら銀行をいう。

※３　その他の銀行とは、主要行等・地域銀行を除く国内銀行をいう。



[確報値]

　

３．債務者が貸付条件の変更等の申込みを取り下げる際の理由

　債務者が貸付条件の変更等の申込みを取り下げる際の理由は、下の円グラフのとおりです。「債務の弁済に目途が立ったもの」

は債務者が中小企業者である場合には全体の約47％、債務者が住宅資金借入者である場合には全体の約64％を占めています。

【債務者が中小企業者である場合】

債務の弁済に目途が

立ったもの（46.8%）
その他 （45.6%）

債務者に事業継続の意思が無く、申込みを取り下げたもの （7.6%）

【債務者が住宅資金借入者である場合】

その他 （33.8%）
債務の弁済に目途が

立ったもの（64.1%）

債務者に返済の意思が無く、申込みを取り下げたもの（2.1%）



[確報値]

　

４．金融機関が貸付条件の変更等を謝絶する際の理由

　注）「申込み日から３ヶ月経過して謝絶とみなされたもの」であっても、その後、実行に至った場合には、その時点で「申込み」

「実行」に１件ずつ再計上することとされている。

　金融機関が貸付条件の変更等を謝絶する際の理由は、下の円グラフのとおりです。「申込み日から３ヶ月経過して謝絶とみなされ

たもの」は債務者が中小企業者である場合には全体の約66％、債務者が住宅資金借入者である場合には全体の約68％を占めています。

【債務者が中小企業者である場合】

その他 （17.8%）

申込み日から３ヶ月経過して

謝絶とみなされたもの（65.9%）

事業についての改善又は再生の可能性が低いと判断したもの（16.3%）

【債務者が住宅資金借入者である場合】

その他 （23.1%）

申込み日から３ヶ月経過して

謝絶とみなされたもの（68.3%）

貸付条件の変更等を行ったとしても、債務の

弁済に目途が立たないと判断したもの（8.6%）


