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経 済 学 研 究 35-3
北海道大学 1986.1 

イギリスの 4大銀行の中小企業金融

浜田康行

序 金融革新と中小企業金融

イギリスでは中小企業への熱中1)がし、まだに

続いている。この熱中現象を支えているのは，

1970年代の終りから今日にかけて急速かつ多様

に展開した中小企業政策とイギリス大銀行の様

々な中小企業向けサーヴィスである。本論文は

もっぱら後者を取り扱う。前者については，既

に紹介しているからであるお。

今，先進国の金融界の話題はいわゆる金融革

新とか金融革命とか呼ばれている現象である。

しかしその具体的な内容となると論者によって

力点のおき方は様々である。金融革新の核心は

金融の自由化であったり金融の国際化であった

り，はたまた金融の効率化であったりする。さ

らに対象をどこの国にするかによっても，金融

革新はそれぞれ異った様相を呈してくる。日本

では，金利の自由化，金融業務の白由化・いわ

ゆる垣根問題の撤廃，円の国際化などが問題に

されるが， シティという国際金融の中心地を持

つイギリスでは，金利の自由化はとっくに実現

されておりもはや問題にもならず，またポンド

の国際化ということも聞いたことはない。むし

ろ，イギリス 4大銀行は国際化から国内重視に

焦点を移しているようにさえみえるのである。

日本では規制緩和が話題となっているが，イギ

リスでは逆に規制強化がとり沙汰されている。

1)浜田康行「最近の中小企業金融問題J~商工金融』
33巻 2号， 1983年2月。

2)浜田康行「イギリスの中小企業政策J~商工金融』
35巻5号， 1985年5月。

周知のように，ジョンソン・マッセイ銀行の危

機が1984年10月に表面化して以来，大蔵省とイ

ングランド銀行は機会あるごとに 1979年銀行

法3) の強化を表明しているのである。垣根問題

のかわりにイギリス証券界ではジョッパーとブ

ローカーの分業体制，そのギルド的体質が両

者の合併の急進展によって崩れようとしてい

るヘまた，手形交換所への米系銀行の加盟申

請にともなってシティの閉鎖性が打破されよう

としている 5)。

我々が考えなければならないのは，金融革新

と呼ばれ議論されている現象のうちゅ何が決定

的なものであり何が派生的なものであるかを明

らかにすること，様々な現象の因果関係を明ら

かにし金融革新の立体的構造を明らかにする

ことである。

金融とはもっとも簡単にいえば，蓄蔵貨幣の

形成，媒介，利用の体系である。今日の金融卒

新が根本的な変化であるならば，以上の 3つの

ステップのどこかに本質的な変化が生じている

3) Banking Act 1977はイギリスではじめての成文
化された銀行法である。この法のもとにイングラ
ンド銀行の銀行監督権が確認された。しかし今回
のジョンソン・マッセイ銀行の事件によってイン
グランド銀行の敢替能力が疑われるlに至ったので
ある。

4)イギリス証券界の再編については，東海銀行，
『調査月報JJNo. 442， 1984年5月号栗山氏の論文
「イギリス金融界をめぐる動き」を参照されたい。

5)手形交換所に最初に加盟申請した外国銀行はシテ
ィ・パンクである。チャイルド・ νポートは大手
外銀の加入はもちろん， その他の銀行，建築組合
にいたるまでほとんどすべての金融機関に交換所
加入の門戸を解放するべきだとしている。 (The
Financial Times Dec. 12， 1984). 
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はずである。

私がこの論文で取り扱う中小企業金融は，金

融の体系の第3のステップ，蓄蔵貨幣の利用に

かかわる問題である。この第3ステップは貨幣

資本から現実資本への出口のところに位置し，

それ故に現実資本の蓄積構造の変化を反映する

場所でもある。

金融革新は固によって様々な現象となって表

われているが， よく観察してみると共通の現象

もあり，中小企業金融もそのひとつなのである。

日本では都市銀行の中小企業向け貸し出しの全

融資に占める比率が年々上昇し，ほとんどの銀

行が50%(個人向けローン・住宅金融等を含む)

を越えるに至っている。イギリスでは同じよう

な統計はないが，それでも推定で全融資の弘が

小企業に向けられるに至っている。そしてこれ

らの傾向はごく最近のものなのである。

本稿では，一年間の英国留学によって得た資

料と情報をもとに， 4大銀行を中心とするイギ

リス大銀行の中小企業接近を紹介することにし

たい。金融卒新の本質を語るためのひとつの材

料になれば幸いと考えている。

1. 小企業向けローン

(1) 概説

大預金銀行による小企業向け特別ローンが活

発に行われるようになったのは1979年のウィル

ソン委員会の中間報告以後，特に1980年代に入

ってからのことである。 1981年10月から1982年

4月までの 6ヶ月間に，手形交換所加盟銀行

(Clearing Banks) 6)は約100万件の新規貸付を

行っているが，その%はボルトン委員会の規定

6) ロンドン手形交換所に加盟しているのは目下のと
ころ 4大銀行(バークレイズ，ナショナル・ウ
エストミンスター， ロイズ， ミッドランド)， イ
ングランド銀行， トラスティ・セイピング・パン
ク (TSBと呼ばれ， 全英にある貯蓄銀行の全国
組織)，コープ・パング(協同組合の銀行)， ナシ
ョナル・ジロー(郵便振替を取扱う専門機関)，
コーツ銀行， ウィリアム・グリンズ銀行の10者で
ある。

する小企業向けであり，金額にして約28億ポン

ドになったわ。 この事実は， 1975年時点で，約

半数の小企業が当座貸越やターム・ローンなど

の銀行からのサーヴィスに無縁の存在であった

(ウィルソン委員会の調査結果による)ことを

勘案すれば，実に大きな変化といわざるを得な

L 、。

もちろん，小企業へのローンが以前になかっ

た訳ではなし、。この点で最初の画期は1971年の

新金融調節方式 (Competitionand Credit 

Controle. .;.. CCC)の導入であった。これ以

前の小企業への貸付はほとんど当座貸越の型を

とって行われていたが，導入後は，一方でターム

・ローンを開始し，他方で、それに見合うように

定期預金の受け入れを開始した(以前は当座預

金と7日の通知預金のみであった)。以後，今日に

至るまで預金銀行は，建設組合との預金獲得競

争下で実に様々な預金を8)考案し発売するよう

になった。それにともなって当座預金から定期

預金へのシフトも相当すすんだのである。しか

し，当座貸越のターム・ローンへの転換は，小

企業主の当座貸越選好によって思うようには進

まなかった。 1980年代になって，人目をひく新

しい名称を冠した新型の小企業ローンがやっぎ

ばゃに各銀行から発表されたひとつの背景はこ

こにもあるのである。確かに大銀行の中小企業

接近は以前にない積極性を示しついにはブーム

化するのであるが，そのブームそれ自体はまた

大銀行にとって高収益を持続するための好機で

もあったのである。ここで大銀行がめざしたの

は，俗にいうハード・コアの解消であった。ハ

ード・コアとは，当座貸越サーヴィスにおいて

常に貸越しとなっている部分を指している。先

に述べたように，イギリスでは小企業融資がほ

とんど当座貸越で、行われた。当然，なかには設

備投資資金までこの型で行われることになり，

必然的にかなりの長期間一定額が貸越し状態に

7) The Banks and Small Firms. 
8)最近の“流行"商品は，定期預金並みの利子がつ

いて， かつ，いつでも引き出せ，キャッシュ・カ
ードも使えるというものである。
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なってしまうのである。銀行にしてみれば，一

方で当座預金が有利子の預金に置き変わってい

るのに，ハード・コアが放置されることは預金

・貸付の対応関係が崩れることを意味し，また

銀行の収益にも大いに影響があることになる。

しかしこのハード・コア解消は順調には進まな

かった。ひとつの理由は各行の支庖が3，000もあ

って上意下達がなかなか進まないこと，第2は，

銀行のターム・ローンが魅力に欠けたことであ

る。従来型のターム・ローンは，特に小企業向

けというのではなく，むしろ小企業の場合には

利子が高く，担保条件はかなり厳しく，当座貸

越に較べれば約上手数料などとし、う余計なもの

まで支払わされるという訳で、ある。ハード・コ

アの解消は，今日のブームを裏側で支えたひと

つの要因である。それは消極的ではあるが見逃

せない要因である。今日の銀行の小企業ブーム

は， これまで圏内の大企業，国際業務に重点を

おいていた銀行が，大企業の銀行ばなれ(一部

の高収益会社が銀行を必要としなくなるという

日本によくある現象はイギリスでは少なく，む

しろイギリス経済の停滞による投資の減退が主

要因である)，国際業務の競争激化によって，彼

らの目が小企業に向いてきたという積極的な

面，新規に小企業を顧客として獲得していこう

とし寸積極的な面と前述のハード・コア解消と

いう消極面があわさって作られたものなのであ

る。この点を見逃すと，保守的で伝統を重んじ

るイギリスの銀行がかくも急速にブームに参入

してきたことを理解できなくなる。小企業金融

に関しては，今でも各行の取締役会に賛否両論

がある。推進派は，いつも積極論を前面に出し

つつ，新型ローンの推進はハード・コア解消の

特効薬なのだという裏の論理によって慎重論を

唱える反対派を説得してきたのである。

これから各銀行の小企業向けサーウ、ィスをみ

ていくが，そこには，銀行の積極的な面と，小

企業寄りというにはあまりにも銀行エゴが目立

つ部分とが混在している。

もうひとつ事前に述べておきたいことは，小

企業ローンという新しいビジネスを始めるにあ

たって，銀行側にそれを推進するための根本哲

学のようなものが存在しないという点である。

融資をする際のイギリスの銀行の伝統は，ギァ

リング・レシオと担保であるといわれている。

ギァリング・レシオとは，企業主自ら(あるい

は親族，友人)が投下する額と外部からの借入

金の比率のことである。これを銀行家が重視す

るのはグモラル・ハザードd という効果を期待

するからである。銀行側の言い分はこうである。

もし企業主が成功した場合には得るものが大き

く，失敗した場合には失うものはあまりない，

ということになると彼はしばしば銀行家が彼に

期待する以上のリスクをおかすことになる。こ

のことの防止がギァリング・レシオであり，失

敗のときに銀行が失うのと同じかあるいはそれ

以上を彼も失うという情況が， レシオ 1: 1以

下の意味なのである。

もうひとつの問題は担保である。担保をとる

ことの第1の効用が，倒産，失敗したときの債

権の保全ではないことは日本もイギリスも同じ

である。借手の倒産を願うか，繁栄を願うかは，

高利貸しと銀行家の基本的な差のひとつであ

るo 担保の効用は，企業主を注意深くさせる，

自分の企業の健全度に最大限の関心を持たせる

ことである。実際，企業が返済不能になった時

の担保の処分はまれであり，銀行の望むところ

ではない。しかし， この担保の効用論は，企業

主の方からみると悪名高い個人担保 (Perso

nal security，企業主が個人として所有してい

る財産を担保にとること)の口実になっている

のである。銀行は，先に述べたギァリング・レ

シオがやや高めのときは，それを 1: 1にする

までに必要な個人担保を要求する。こうして，

失敗した時に失うものがイーブンである状態を

常に維持する。これがイギリスの銀行の伝統で

あった。しかし， この伝統は，小企業に進出す

る際に大きな足初日となる。小企業は充分な担保

を持っていない場合が多い。だからこそ，信用

保証制度がイギリスでも必要とされ，その設立
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は非常な歓迎を受けたのである。また独立心を

重んじるイギリスの企業主は先祖から伝わる家

や土地を担保に借金することを好まない。ま

た，彼らが集めうる内部資金の量にも限りがあ

る。そこで，小企業ローン推進にあたっては，

どうしてもこの伝統的原則の緩和が必要となっ

てくる。今の大銀行の状況は伝統と革新の間で

揺れ動きつつ徐々に革新に向っているところで

ある。ギァリング・レシオ 1: 1はもはや，ア

ンコモン (uncommon)であると明言する多く

の銀行家に会ったし，また新型のローンの金利

一覧表に，はっきりと無担保の場合の金利が明

示されている例も散見される。各行の新型ロー

ンの解説には，原則は有担保だが無担保も可と

いう説明が目につく。たが，伝統をはずす際の

歯止めも必要である。ギァリング・レシオをは

ずしてもよい条件は何か，それを各行は今模索

中である。日本流の，企業の将来性の評価も注

目されており，それに必要なのは企業を知るこ

とであり，その手段としての小企業向けカウン

セリング・サーヴィスが盛んである。また， リ

スク・ファイナンスを広範に展開する訳にはい

かないということから，小企業の選別が強まっ

ており， このことが折からのベンチャー・ブー

ムと結びついている面もある。

以上で前置きをおえて，新型ローンの具体的

な内容をみていくことにしよう。

(2) 小企業向け特別融資

ここ数年，大銀行のターム・ローンは全体と

してかなり伸びている。表 1は最大手のパーク

レイズ銀行の全貸付を満期までの残存期間別に

みたものである。これによると， 1980年末に10

%であった 5年以上先に満期となる貸付残高

は， 1982年には22%に急上昇しこの水準が1984

年末まで持続している。逆に一年未満の比率は

1980年70%から1984年59%に減少している。 1

年未満の数字には当座貸越の残高も含まれてい

るから，当座貸越からターム・ローンへのシフ

トが，新型ローンによる小企業の発掘と同時に

生じたことが推測される。

ミーグレイズ銀行は， 1980年， ウヰルソン委

員会の中間報告のあった翌年にビジネス・エク

スノfンション・ローン (BusinessExpansion 

Loan) を導入している。

期間は最長20年，金額は 5 千~50万ポンドま

では各支庖で，それ以上は子会社のパークレイ

ズ・マーチャント・パンクを通じて供給され

る。返済条件をみると，金利は固定と変動のい

ずれかを選択でき，返済休日も 2年をめどに交

渉可能となっている。このローンはその名の示

すとおり事業の拡大のための設備投資資金を供

給するものであるが，新規の企業のスタート，

また新分野への進出のための専門ローンも同じ

1980年に導入している。それは， ピジネス・ス

タート・ローン(金額 5 千~1O万ポンド)で，

このローンの特徴は，期間中(最長 5年)に元

金の返済がないこと，そして利子のかわりに成

功報酬制度(販売額の一定パーセントを要求)

を導入しでいることである。

ミークレイズ銀行は， 1983年の 3月に，新型

ローンの第3弾としてベイスィズ・ローン (Ba-

sis Loan) を発表した。これは前2者よりも

表 1 パーグレイズ銀行の残存期間別貸付残高(単位:百万ポンド， ( )内は%)

品下~l 1984 1983 1982 1981 1980 

1 年未満 12，125(58.7) 10，877(57.7) 9，632(58.0) 9.073(68.1) 7，373(70.0) 

1~5 年未満 4，599(22.3) 3，804(20.2) 3，319(20.0) 2，523 (18.9) 2，068(19.6) 

5 年 以 上 3，942(19.1) 4，166 (22. 1) 3，666 (22.0) 1， 734 (13. 0) 1， 123 (10.6) 

i日h、 言十 10，564 

※ 各年12月末を集計。
出典)バークレイズ銀行年次報告 (Barc1aysBank Annual Report 1984). 
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大きなプ口ジ且グト〈金額25万~250万ポンの

な対象とするものでかつ普通の銀行融資の対象

としては適当でないもの(リスク，担保，ギァ

・レシオ等々の点で〉を対象とするローンであ

る。パークレイズの本体ではなくパ…グレイズ

. -:t…チャントバンクの子会社であるパークレ

イズ・ディベロプメント，キャピタノレが握当し

ている。議長10年で，融資とともに場合によっ

ては一日誌の株式保有を条件としている。条件は，

震客との相対でかなりフレやシブ、ノレに決められ

るが，融資の対象として次の 4つがあげられて

いる。

告事業の拡大許税あるいは新分野への進

出計澱があるが，そのための資金がギァザン

グ・レシオや担保の問題で銀奇からの普通の

ノレートでは得られず， また金額からみて，か

っ資金の必要な期間からみて，株式発行によ

る謂達にも遥きなし

舎 一字ネジメント・パイ・アウト幻

己主 マネジメント・バイ・イン(株主のなか

マ級営に無関心な層から株式を買い度すこ

と。これは198!:俸の会社法の改正ではじめて

可能になった。)

告短期資金の一時的な不足の解消

担当者の話ではメインは命勺あり，ミ診と舎は

時折りあり，は①~舎をど支える意味~持つこ

とになっている。日本のベンチャー・キャピタ

ルの場合はがメインと L、う看板とは裏腹に，

④を主業務とする時代が長くづづいたが，ベン

チャー・やャピタノレ業務における短摺紫金供給

と臨界は今後の議論の課題である。

ロイズ銀行は， 1979年にアセット・ローン

(Asset Loan) という小企業舟議資を開始し

た。金利は閥定で，瀬間は 5年，融資額は 5

2万 5千ポンドと小口で， これ以上の額は訟に

9) Management Buy Out，多角経営あるいは多く
の支}古を持つ小売業などで，…支}怠…部門を任
かされているマネージャ…途がm~資って独立す
ること。 企業者精神の書道努と失業防11::に役立つと
いうので縫進されている。

Z ンタープライズ・ローンとして載っている C

こちらのローンには返済休日も可能で，ま

期嬰担保だが無担保も可能となっている。明イ

ズ銀行は畿近(1985年 5Jj)これらのロ…ンを

一本化してどジ本ス・ローンとして蒋発足させ

た。統合の理由比小金業主にわかりやすくす

るためと，この部門でやや出遅れているロイズ

のイメージな…新ずることであると説明があっ

た。期間は最長20年，融資額は2千ボン r'から

50万ポンド，原則は婆担保だが無担保も可能

捜途の鰐騒がほとんどなく，返済は月払いでも

4半期ごとでもよい 2年間の返済休日つきで

約上料は融資額の 1%ι 語 2~告に較べて条件

はかなり構内手寄りにはなっている。戸イ

のビジネス・戸…ンの場合，指織しておきたい

のは，rすべてのタイプの顧客のために設計され

たロ…ンで，大企業と同様に自営業者，パート

ナ…シッブ企業，小金業が対象とj なっている

のであり，特に小企業だけに限識していない，

ことである O

ミッドランド銀行も期限~10年とする中小企

業向けローンな扱っている。 1ω98初O圭年ドに開始した

その名もベンfチ許

t令k傘頭にオおdいている。そのため余室長も 5千ポン

ドから25万ポンドとなっている o1979年には，

やはり小企業向けのにい謡界一ン (5 千~2 万ぷ

ント?と長嘉戸…ン (10年以上20年余マ， 50万

ポンドを上限〉な導入している。後者の場合は

多数株主にならないことな条件に株式の保有を

している。しかし， ミッドランド銀行も

これらの 3つのロージさと最近統合して 1万 5

ヂポンド未満はスモール・ビジネス・ロ…ン，

それ以上をビジネス・ディベ nブメント・ロー

ンとして再発売している G これはふたつのロー

ンというより，閉じ口…ンを金額で線を引いて

2分したものであり，金科条件その他はだいた

い同じである。第2淡はスモール・ビジネス・

戸ーンの実質金幸司令示したものTある。この表

は，ナベて担保付の金利であるが，無担保の場

合はフラットーレートで弛%加算されることに
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表2 スモ…ノレ・ビジネス・世…ン笑資金利(ミヲドランド銀行) (単位:a) 

なっている。無主主保の際の金持が切らかにされ

たこと，弘3答とさ穂高くないところに，無担保

貸しの護極姿勢を読みとれる。しかし表から切

らかなように実質の年利 (APR)は17"-'18%

であり，相当な高金利になっている。イギザス

の銀行は，関際業務の薄い?ージンをE邸内の潟

マージンでカパーしているという批判を聞く

が，第2漢をみる痕りうなずける o

小企業戸…ンという点でもっとも襲極的なの

は次に述べるナシ丑ナル・ウエストミンスター

銀行〈通称ナトウエスト Natwest)であろう。

持行は1971年にビジネス・ディベ口ブメント・

ロ…ンを導入している。 1971年という年比イ

ギリス中小企業務題の発擦を開いたボルト

出た主主年であり，開銀行のすばや

い反感は各方醤に影響を与えることになった。

このロ…ンの概要は， これまで述べた他のロ

ンとほぼ阿じで，期!笥は藤長20年，融資額は 2

千~50万ポンド，約上料は最低50ポンドで、金額

の1~1.5%とやや高L、。興味深いのは無担保

の場合にレートが 15名高になると明記されてい

ることである o そして，期間別に金利が兵って

いること，返済休日が 1万 5千ポンド以上のロ

ンで担保子ずのものについてのみ 2年時を眼度

として与えられることである。 1985年 2)守護在

表$ ピジネス・ディベ詳プメント・ローン金利事長
(ナト・ウネスト銀行)

1__- ~ ‘ ・レー

1 年~5 若手まで i

s 年~10年設で i

11年~15王手まで

16年~20年まで

のレ…トは第3表のようになっている。

先のミッドランド銀行の場合も同様である

が，実費年率は16~18%にもなっている。…体，

このような商い科子率を払える小企業が存在す

るのか? あるとすればどういう業種なのか，

興味のわくところであるが，それは後にみるこ

とにする。

さてこれまで 4大銀行の小企業ローンを概観

してきたが，こうした口一ンによって一体どの

くらいの額が紫し出されているのか? 残念な

ことに4大銀行はその数字乱戦略上の秘績に

していて公表していないのである。第4

者が入手したナトウ zスト銀行の内部資料であ

る。ここの表は， ビジネス・ディベ口プメント-

P …ンの実績を示している。

10) National Westminster Bankの AnnualRe-
port 1告84.



1986. 1 イギジ λ4大銀行の中小傘幾重量級 浜田 15 (381) 

表4 とどジネス・ディベ口プメント・ロ日ンの災緩〈挙佼 :13'万ポ γ ド〉

金 綴

件数

最近の実績は，}J平均ゑ 100万ポンド， 3，500件

であると援当者は言っている G 上の表でみる譲

りこの口一ンは嬢鈎に金額・件数とともに伸び

ており，間行のひとつの目玉商品に予まっている

といえる。ナトウエスト銀有の最近の決算をみ

ると，利益が 6器7，100万ポン iごく約2，200億円)

c'， うち悶内収益が60%を占めている。

(1983年12月)の比率は47%であるから，

決算の特徴は罰的収益が大i摘に伸び、たことによ

る。開仔は，ピジ ιネス・ディベ口ブメント・ロー

ンの能?こ在来裂のターム・ローンでも小企業金

融合行っており，小企業ローン全体の残高は

1984年12月米で給部長室ポンド(凡第4表から

明らかなように13議室ボンドはどジネス・ダィベ

ロブメント・ p …ンである〉となっている。そ

して， 50億ポン iごというのは同行の金貸出額の

約%を占めている c 手形交換所加盟銀行語

(日本の諮市銀行協会のような組織)の推定に

よれば，龍の 3行についてもお--25%が小企業

に向けられている o

ピジネス・ディベロブメント・ロ…ンの産業

関内訳は第 5~援に示した。

表 5 1:::'ジネス・ディベ口プメントーローン
多業績別内訳 (千;fl:/ド〉

言葉 議室 件数 ぎ長 綴

重量 業 2，743 36，810 

Zド 遂， ニたネノレギ} 38 479 

護基 議長 害義 12，034 ! 152，086 

流 主義 喜善 支基 45，248 615，731 

軽量 7lS 5，493 40.780 

金 選虫 260 5，473 

その後サービス業 34，205 383，595 
.:r ム の 勉 2，499 18.600 

主主 設 多喜 4，177 75，294 

合 言十 114，282 1.328，848 

T…どスと流通関連がこのローンの最大の常

守去を形成している G 金額で流通関係 (46%)サ

ービス (29%)，件数でも流通関誌 (39%) サ

ーどス (30%) を点めている。他方，

金額で11%，件数で10%にすぎなし、。この事態

る。ひとつは， これまで紹介

してきた小企業口ーン合金剥が16---18%と

に高く，大方の製造業部門の小企業:の利潤溶合

超えてしゴどっていること。第2は，政府の中小

企業政驚の重点がさき初(1970年代)の製造業中

心からサーピス・流通関係へと移ったことによ

る。その理由は，雇用の創出という点で、これら

の部門が貢献していることが明らかになってい

るからであるμ〉。

2. リース，ファクタリング，輸出信尽

1970年fえに入ってから，イギジス大銀行の p

ス業進出は著しく話発になった。それは，銀

行の周辺業務としてヲースが見隠されたことに

加えて，新設備・機械の購入に大きな税金の控

されたからである。さて，およそ減税と

いうものは現在税金を払う情況にある者にしか

ない。赤字やわずかの収設しかなL

が新規に機縫合購入しでも I!減税効果d はたい

したことはなL、。逆に高収益の会社程，その効

果は大きいのである。ここにひとつの ρ工夫グ

がなされたのそれは高J院議の銀行が様々な機械

い込み， 'Iず税詮銭安充分に本受し， しか

る後その機識を製造業に Pースずる。そ

リース料にはある穂度の減税効果を友映さぽる

けース料を安くする〕とL寸グ工夫'である。

露骨にいえばリ…スは銀行の格好のタックス・

11)浜田， l'イギヲスの中小企業政策J(言者掲〉。
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シェ/レター〈税金のがれ策) り，まさに壌

発的に耳元議い高が伸びたのである O し か し イ

ギヲス政府は昨年度から小企業への直接援税を

る一方で，この新鋭機誠購入に関する税接

除を廃止してしまったのである。結巣はあまり

にも露骨で，多くの銀行がワ…ス部慢の鰯小・

人員の醍転を実擁したのである o 次のヲ!用は，

財政危機に鰭むサッチャ一首棺を部らせるのに

充分であろう。

「特にリースの科用者が正予ャピタノレ eアロー

ワンス宏事受できない状説〈つまり収支トント

ンか赤字…浜田)のときは，特にリースは議ま

しいものとなる。手…ス業者が(つまり銀行の

こと…浜田〉ア F ーワンス〈譲徐)を受けてそ

の見返りとしてリース料会主ピ安くするのであ

る。J(The Banks and Small Business) 

リースに較べてツァクタリングはなお主要な

銀行のサイド・ピ、ジネスでありつづけている O

ブァクタリングは次の 4つの内務から構成され

ている。第1は依頼主の売り上げJf:;様の管理で

ある。具体的には，売り上げ伝票の発送，級品

書の発送に責法令持ち，依頼意に確実に代金が

支払われるよう事務上の仕家主三行すること，

第 2は，長室用・金融に関する箭報を依頼主に提

役すること O 第 3は保設業務。第4比融資，

あるいは依頼主の持つ横権を買し ことであ

る。イ~lJスで最も一般的なのはノン・リコー

スと呼ばれる完全践し、取り裂で，売掛金事f約80

Zでファクタ Pング会社に売却するものであ

る。

イギリスのブァクタジング業界は好舞を持続

している。 1985:f手1月にブアグタ pング会社の

連合体である念英ファクタリング協会が発表し

たところによれば，業界を Pードする 8社の;取

設い高は， 1983年の27議ポント》ミら1984年米に

は38億ポンド，突に37%の増加を示した。ブア

グタザングは1960年代にアメヲカからイギリス

られて以来，着実に伸びたが， 36;吉増と

いうのは1978年の385百に次いで 2番目

ある。債権の買い取りも歳年比で55%伸び¥小

とつではブァグタリ γ グが確き誌にひとつ

の資金援として成長していることを示してい

る

ま去にみたように，小企業が銀行から借入すれ

ば16~18%の実質金利になる。それなら， 自分

の所有する俊権を謹2えなしで売れるならたとえ

20%のディスカウントになっても，潤F詰f函値は

充分にあることになる。銀行の高利潤(バーグ

レイズ銀行の1984主f.の利益は 8櫨2400万ポン

仁約2700憶円入 ツァクタリング会社の好決

算の影にはどうも小企業(特に議造業)の苦闘

がみえかくれするというのがイギリス経済を体

して得たひとつの印象なのである。

ファクタザング会社の利舟客の規模をみると

売り上げ高50万ポンド以上の会社が 58%をさ

め， 100万ポンド以上が223ぎを占めているから，

イキ、リスの議定時からいくとやや大き自の小企

業が顧客となっていることがわかる。業種別に

顧客そ分類すると，製造擦が全体の49%，28% 

が流通関連， 23%がサービス壌となっている。

なお，協会大手の 8社をなんらかの型で利用し

ている会社数は 3，600社で与患った程には多くな

い。したがって今後iまだまだ伸長が予想される

分野である O 大手8社の顧客数と取抜高を示し

たのが第6 る。

i輸出信用については，政府の機関である輸出

信用保錠烏 (TheExport Credits Guaran-

ttee Department)が叢要な役割を持っている

がこれについては京の機会に譲って，ここでは

4大銀行だけに探って述べよう。

1970年にミッドランド銀と間行の:スコヂト

ラン γの子会社夕汐イズデーノレ銀行は小金業輸

出制度を発足させている。この制度比 50万ポ

ンド以上の輪出高のある企業に閲覧医科率の輪出

を与えることを基本的内容としている。ま

た問機の融資が p イヤノレ・パング・:tブ・ス

12) Th母 Financialてrim在s，Jan. 18， 1985. 
13)ボノ川、ン委員会のや小まな業の定義では，

場合売上認5万ポンド以下， 銀3を多震で、は25万ポン
ド以下である。
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表 6 77'クリタリング大手8社の業績

------------ー--

顧客 数 |取扱高(百万ポンド)

会 社 名 1984年 1 1983年 1蜘年| 附 年

アγグロ・ファクタリ γグ・サービィス 110 150.6 I 96.4 

アーパスナット・ファクターズ 364 446 246. 7 i 190. 9 

プレッタス・ローリー・ファグターズ (ロイズ銀行)

センチュリー・ファクター

1，124 
60 

944 660. 3 I 472. 3 

23.2 
クレジット・ファクタリ γグ・インターナショナノレ

327 (ナトウエスト銀行)
グリフィン・ファクターズ (ミッドランド銀行) 533 

エイチ・ア γ ド・エイチ・ファグターズ 322 260 

インターナショナノレ・ファクターズ (ロイズ銀行) 630 515 

Tota! 

コットランドとパークレイズ銀行によって，

1982年に導入されている。

3. エクイティ・ファイナンス

小企業向けのエクイティ・ファイナンス(支

配権付株式への投資)は，元来， クリアリング

・パンクの伝統的な業務ではなかった。

その理由はふたつある。ひとつは，預金者の

資金を危険にさらしてはならないというイギリ

スの銀行業の大原則。第2は，イギリスの資本

市場がよく発達していることである。第 lの原

則は，今でも当然“生きて"いる。それは 4大

銀行が， 自ら直接ではなく子会社の手を通じて

エクイティ・ファイナンスを進めていることに

表われている。第2の事情は，小企業にはあて

はまらない。市場で株式を発行し資金を調達で

きるのはごく限られた大企業だけである。

ほとんどのクリアリング・パンクはマーチャ

ント・パンクを子会社として持ち，これを通じ

て大企業を対象にエクイティ・ファイナンスに

取り組んできた。これはまさに“伝統の一部"

である。伝統の枠を乗りこえたとされるのは，

このファイナンスが小企業にまで展開してきた

ということである。特に，小企業のなかでも新

規設立の会社に投資するという，いわゆるベン

チャー・キャピタルが最近の自立った現象で、あ

同 2I 3，135 I 

る。

さて 4大銀行のうちで， このエクイティ・フ

ァイナンスに最も強く関わっているのはミッド

ランド銀行である。同行は 100%支配の 3つの

エクイティ・ファイナンス会社(ミッドランド

・バンク・エクイティ， ミッドランド・バンク

・イン夕、、ストリアル・インベストメント， ミッ

ドランド・バンク・ィくンチャー・キャピタノレ)

を持ち，これらがミッドランド・パンク・エク

イティ・グループという中央機関を形成してい

る。すべての案件はまずこの中央グループに持

ち込まれ，必要とする資金の性質と量によって

どの機関が担当するかを決めるというシステム

になっている 14)。また， このクソレープと密接な

関係を持つ 3つの関連会社(メリター・インベ

ストメント，モラクレスト・インベストメント，

モラクレスト・ファイナンス)も加って，エク

イティ・ファイナンスの分業体制ができあがっ

ている。例えば，比較的小口のファイナンスは

(5 千~1O万ポンド)ミッドランド・ベンチャ

ー・キャピタル (1979年設立)が扱い， 10万以

上~25万ポンドまでは関連会社のメリター・イ

ンベストメント(ミッドランド銀行とロールス

・ロイス・ペンション・トラストの合併会社)，

さらに大口の場合は関連会社のモラクレスト

14) ミッドランド・パンク・エクイティ・グループ発
行の Investingfor SuccessとL、う小冊子。



ブ別に示したものである O ニじクイティーファイ

ナンスといっても普通株投資だけではなく，確

実に惑さき当もありかつエクイティであるという支

配権付累積鍾先株 (Cumulative participat-

ing preferred ordinary shares)が多いのが

医される。これは被投資企業が相対的に弱者

の立場にあることを繕示2H金る。

ミy ドランド銀行は以上の飽に， 1982年に主

に USM話柄右中心にした投資信託 theSma-

ller Companies Fundを設立している。また

ごく最近では，小企業に必要な技術者をリグル

トするサーグィスも開始した。アメリカ

クロッカ…銀行の危機によって手痛し

4大銀行の中で、まさに 3強 l弱とな

りつつあるミッドランド銀好がその再強にかけ

るもののひとつ，それが小企業へのエグイディ

.ファイナンスであることは間違いなさそうで

ある。

パークレイズ・ディベ符プメント・キャピタ

ノしは1979年に設宣されたノミ…クレイズ・グルー

プのよたグイティ・ツァイナンスの韓関で、ある。

10万ポンド以上の資金色輯資E訟で25万ポンド

から 1，000万ポンド程療の規模の食業を対象に

供給している。明らかにや型志向である。

口イズ銀行は，陪様な性資の子会社，ペガサ

ス・*…ノレディングを1981年に設立している。

やはり中諜以上の小食業を対象にしている O 通

ベンチャー・キャピタ;1.-の株式保有はマイ

ノヲティ (49%まで〉を条件にしているが，

ガサスの場合は10%~33% と罷めの限度を設定

しているところに特邑がありセーノレ久・ポイン

トになっている O

4大銀行のうちで，ナトウエスト銀行はそ子会

社役通じないという点t 能行とはやや違った

スを歩んだ。同行はキャピタノレ・口一ン・

スキ…ムを1980年に導入し，通需の銀行業務で

は原則的に供給で、~ない資金書ヲ提供している G

期限10王手，金額 5 万~1O万ポンド， 25%際撲の

品クイディ保有を婆求ずる場合がある。問符の

は，塁走述の各種小企業向けローンとこの

36-3 究研当幹宅専

(ミッドランド銀行とブリティジシュ・ tガス・セ

ントラル・ペンシ器ンスキームとブルーデンシ

ャノレ保設会社の合静によって1977年設立)とグ

ブ本体の 2社が最高2百万ポンドまでをめ

どに担当することになっている。企業の設立に

際してはまずミッドランド・バンク・ベンチャ

ーキャピタんが資金会供給しくスタート・アッ

プ・ファイナンス)，少し企業が大きくなってさ

らに設億投資をどする場合〈ブリッジ・ファイナ

ンスとかデ 4 ベロブメント・キャピタノレとか呼

ばれる)に悠の々クションが動くことになる O

モラクレストに関しでは最新の数字が入手で

きたので紹介しておこう o 1984年末の投資残高

は1， 100万ポンドで，投資先は22社。 1984年中の

新規投資は 6件で600万ポンドであるから，間社、

にとって1984年は急成長の年であったことがわ

かる o iた題社は議近，マネジメント・パイ・

アウトにカをど入れており1983年の12月にブ1)テ

ィッシュ・ペト戸ージアムからブマリ (Amル

li plc) が独立するのを援助している問。その

前年の1982年にはアメロカにも投資先宏伸ばし

ている。イギリスのベンチャ…・キャピタノしは，

モラクレストのような預金銀持系，マーチャン

ト・パンカ…系列，そして独立系に 3分類さ

1のものはその飽に較べてナシ器ナルな性紫

が強かったが，最近では徐々に海外に尽を向け

はじめている σ 資金の海外流出はイギリスのベ

・キャピタル・ブームのひとつの問題

選霊18 (384) 

ノl〆

J¥  

ンチャ

点である。

第7表はそヲグレストの投融資を憤権のタイ

こZ

% 

13.5 
16.2 

25.1 

33.8 
11.4 

100.0 

モラタレスト殺:の投資

15) Mor誌記rest，Anl1ual R告view1984. 
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ペンチャー・"1'-ャピタノレとを結びつけ， しかも

すべてを本路サイドのイニシアデ 4ブで運営し

ていくところに特教がある。間行は，マーチャ

ント・バンキングの子会社，カウンティ・パン

クを所有しているが，こ bらの方は大企業を対

したエクイティ・ファイナンスに専;念して

いる。

ζ の{&，パング・オブ・スコヂトランドはメ

ノレピ、ノレ・ストザート・インベストメントを専門

の小企業向エクイティ・ファイナンス機器とし

て所有しており， 1982年には子会社のブリティ

シ品・リンネル・バンク(マーチャント・バン

キング部門)の管理下に投資信託〈クザエイテ

ブ・キャピタル・ブアンド〉令設立している。

このブアンド比政府の推進する事業拡大計画

にもとづくものである。タライズデール銀行は

1981塁手に，小企業向けヰグイテ 4 ・ブァイナン

ス会社を設立している。スコアトランド最大の

銀行であるロイヤル・パング・オブ・スコ γ ト

ランドも， ロイヤノレ・バンク・ディベロブメン

ト(問グループのマーチャント・バンク，ナシ

zナノレ・コマ…シャノレ・アン F・グ手ンズ・・・現

ャータ…ドハウス・ジョセブィというベ

ンチャー・"1'-ャピタノレ右r設i反している:

社) ~通じて 2万 5 守二"-'50万ポンドの範劉でエ

クイデーィ・ブプイナシスを行なっている。

さで以上，イギリス大銀行の小金業向けエグ

イディ・ファイナンスを醜観してきたが，確認

すべき第 1 点は，すべてがこの 5~6 年，特に

2~3年のうちに生じたということである。小

企業向けのこE クイディ・ファイナンスと

るにベンチャー<"1'-ャピタルの供給であるが，

このブームは今なお続いている。これらの詳穏

については射の機会に論じたし、

4. ハイテクノロジー，経営相談

ノ、イテクノロジーの開発ということと，小企

業の接輿ということがー欝に語られることが

“ベンチャ…・ブーム"のひとつの特徴なのか

もしれない。

銀行がハイテク翼連の小企業に爵与しようと

するとされ裁大の障害は技術面の評舗である o

文化系の学部を卒換した学生が多く就職するの

が銀行であるのはお本もイギリスも興じであ

る。 1982年にバ…グレイズ銀行は， ζ の樟害克

服なめざして，本店内にパークレイズ・ n イテ

クノロジー・エスニ γ トと称するセクション

けた。その役割は，各支患のマネージャー

イテク喜平鐙の助言合与えることである。さらに

同行は， 1982年から支!古マネージャ}向けにハ

イテクに関する研修会を紫施しており，昨年末

己主マに結 1，000人が参加した。大学や研究機関

への関与も，ハイテグ・ブームをど磯会にして強

まり， ワ…ウィック大学のサイ品ンス・パ…ク

建設に際しては 100万ポンドの寄付を行ない，

中小企業主のための技術開発センターな建設し

ている。

ロイズ銀行は， グランプ 4ーノレド技術研究所

と協同で1982年に新技術評語幾度を発足さ也

新技術開発に敢り組む小企業に強行額uから{低利

の重量紫と金融上のアドバイスが，大学側からは

技術開発上の接助が与えられる。またロイズ銀

持は1982年に，ハイテク企業を専門に対象と

るベンチャ…・キャピタノレをノ〈…ミンガム市と

共胃で設立しでいる。

ミッドランド銀行は， 1979年以来，ぉレクト

ロニグス関係の産業アドバイザーを擁してきた

が， 1982年にこれを拡充してエレクトロ・イン

ダスト Pー・セクション安本}喜子ちに設けた。 践

的はやはりハイ・テクノロジーの評揺を行うこ

とである o

ナトウよじスト銀行のテクょエカノレ・アドビサリ

ードザーピスは1983年の初頭にはじまっている。

設立の動機は，同行が小企業を推進するに捺し

てやはり小念業の持つあるいはt'iざしている

衡の評価が重要になってきたからでるる。開行

もミッドランド銀行もこれまでになく，

研究機関との技術部価の留でーの結びっさ?を強め

16)浜悶前掲論文 fイギリスの中小企業政策J2章。
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ている G

経営和談事業

4大銀中心とするイギリス大銀行の小金

業hの関心はここ5~6年間に急速に高まった。

しかし，このブ…ムへの対処において，銀宥側

にもひとつの間揺があった。それは援らの却に

小企業金融に欝ずるノウ・ハウが蓄積されてい

ないこと，特に数多いく最近の産梁省の発表で

は自営業者も含めて140万)小企業から“長統あ

るイギリスの銀行"の顧客にふさまっしい企業を

どう選び出すかという事である。 4大銀持は全

英?と13，000庖以上の支活を持っている。…見

この大きなネット・ワークを烈1，関すれば小企業

金融の推進もさ程に関難ではないように盤、え

るQ しかし，突際のところ，多くの小翠支誌は

もっぱら預金集めに専念しており，貸付の方は

かなり中央集権的なシステムによって実施され

ているようである。支活が多いので，支館長と

いう ぎの人々も 、る 後らはキ

ャリア組とそうでない組にだいたい分れてい

る。前者はほぼ2年ぐらいの期間で支肢を転々と

するが，後者は比較的ひとつの支高に長くおり，

だいたL、自分の生まれた土地の周辺しか移動

しなL、。館者の出世組の方が常に関意ずること

は議資の失敗をしないことである。また地元の

小企業のきを識を恕彊ずるには 2年簡では短い。

本語サイドでいくら小企業ロ…ンに力こ

ぶを毅りあげても繁ふけど鱗らずということに

なる。ノン・キヤジア組の場合は逆の現象がお

きる。彼らは，本f高や地域の母!苫からみるとあ

まりに地元的であるので，被らが申請してくる

融資案件を母森本語サイドが決済な渋ること

になる o いずれにせよ，挺来からの3芝府システ

ムのもとでは，なかなか小企梁金融は逢まない

ことになる。この鰐鶏へのひとつの解決策が経

営相談事業であるとみることができる。これは，

各地域の母f乱あるいはそれよりやや小さL

叢の支癌に緩舘相談コーナーを設け，

癌の紹介で来る顧客の相談にtc;じるものであ

るC 銀に小企業主が務談?と山、くということ

は，天気の慈笹をしにいくのではな仁結局は融

資に践する識しが中心になる。この経営相談に

は本践でトレーニユングを積んだ専門家が諮って

おり，彼らの資告でもって支j高を選じて融資が

なされる G つまり支出長江宣告をどまぬがれるこ

とになる。相談ごとがあたりまえのように有料

であるイギリスで，室長行の経営指議はたいてい

無料であるが，それは銀行にもそれなりのメザ

ヅトがあるからである。小金業金融という未開

の分野合切り罷く不可欠の用具なのである。

経営格談業務に穣機的なのは，バークレイズ

銀行と世イズ銀行である o この 2行は，按う授の

システムとは)jlj系統の本広を中心とするネ

ット・ワーグ役作ろうとしている。ここれに対し

て， ミッドランドはエザプ・オフィスと呼ばれ

る地方の母庖ごとに級織を作ろうとしている。

〈ーグレイズ銀行は，ボルトン報告直後の

1971年に小金業向けの枢談事業を精子し， 1973 

ら本格的に金屋で漆瀦ずるようになった。

この h ・年だけで，相談件数は2万件をこえてい

るO 口イズ銀行はやや遅れて1976年からパーク

レイズとほぼ同様のサーヴィスを開始した。経

営相談の悶的はまず醗客の発掘，銀行自体が相

談事業から小企業の経常に議する知識を得るこ

と，そして最後は次のさ1mが語ってくれる。

?これらのサ…ヴィスのな目的は，多くの

小企業主が緩議に弱いといわれている資金フロ

ー表や融資申し込みに捺して銀行に提出すべき

ザポート作り

あるJ11)。

うこと， ることでト

4大銀行が小企業に関心女持ちはじめている

ことは事実であるが，授らの方から小企業に歩

み寄るというよりは，まだ小企業の方から歩み

らせよう，銀行の物援しに会うよう

しようとする姿勢が，上の引用から読み

とれる O 今イギ予スでは，小企業主r対象にした

経営セミナーが変容に花ざかりの状態である。

そのいくつかに参加して，犯のみたものは，小

金業主にいかに銀行の納得する γ ネー・フロ

17) ThεBanks and Small Firms. 
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表を作るか る銀行マンの姿であったc

5. 公約機関との協翻

イギ Pスで小会業への熱中と呼ばれる現象が

じた背景のひとつに，闘の中小企業政葉の牒

関と 4大銀特の小企業接近が同時進行したこと

があげられる o ブームの進行議経におし

の間に嫌々な協議関係がみられたのは当然であ

った。その典型は) 1981年にはじまった議用保

証制度である。詳細はすでに述べたが 3年開

の実験期間のうちに大きな赤字なおしたため事

策上の棚上げ状態になっている o

1981年にミ γ ドランド銀行は滋ーロ γパ投資

銀行 (EuropeanInvestment Bank)の資金

の融資仲介を開始した。 EC諸国の欝発地域内

る企業の設備投資提遂のため低利の資金を

伶介銀行の保援を付して賢し付けるもので，

1983年3月にはナトウエ乙スト銀行， I弓年10J:Iに

はパークレイズがこれに参加している O さらに

ナトウ zストとミッドランドの南行はやはり

EIB の資金者ピ捜うニ品…・コミ品ニユディ・イ

ントルメント・スキ…ムに参加している。ここれ

は開発地域・援助地域外に立地する企業を対象

にしている。また 4大銀行はすべて ECSC

(欧州石炭鉄鋼共肉体〉の望者金を利用した113石

炭・鉄鋼地帯への特別符ーンに参加して L、る O

このローンの践的は失業救済であり，この点、で

は1981年にはじまったパークレイズ銀行のジ縫

ブ・クヲ品イシ誼ン・ローン〈襲用創出融資〉

も関じ性格のものである。ナトウエストも最近

間様のローンを発足させたo いずれも，麗用を

創出するという名目において致府が…恕の科子

負担をするものである。失業需題は段下最大の

際懇であり，雇用部誌に賞献するということは，

毎年の潟潤寵・野決算から鵠こりがちである銀

行批判官と緩和するのに絶好なのである O

差是村地帯の小念業の振興に関しては， コーサ

イラ (Cosira)と4大銀有の罵で協力欝係が議

している。ウェーノレズ、とスコァトランドでは

各開発1Tと諸銀行との関で，関発に賞献する之

とを条件に，通常の銀行融資の衿をはみ出すよ

うなプロジ広グトにファイナンスをつける

闘，ファンドが設立されている。ひとつ倒をあ

げれば，スコットランド開発庁はバンク・オブ

・スロットランドと接関でダライデハング・エ

ンタムプライズ・ファンド合設立し， .地域内の

小企業に総務の資金供給を行なっている。

都市化地域では，委審議はやや興った方向に進

んでいる。 1981年に，都市の環境保全のために

環境翁がブァイナンシャル・インスディデュー

シzγズ・グループ (FIG)を設定した。 FIG

は，銀行，建築組合，保験会社，年金基金から

ま1・26人の γ ネージャ…が参加しており，そ

な呂的はイギリスの古い都市の袴議発の是非，

是の場合の青写真の作製。そして)FIGのメン

パ…はブ F ジ品グトに融資言とすると同時に再

開発に関連する懇市の小企業に様々な援助を提

ることになっている。またこれとは訴に，

ほとんどの大銀行は都市小企業の援助のための

専門職(ビジネス・ディベロプメント・オフィサ

ーズ〉を鐙いており，地方致時との関探蓄と探めて

L 、る o 各地の綾業開発に撰しても各銀行は近年

穣綴的に参加している。パークレイズ銀行はワ

シントン地区， ロイズ銀行はパーミンカ・ム

?ースィサイド県， コベントlJ~市等々， ミy

ドランド銀行はどーターボロ…鰭発公社，ナト

ウzスト銀行はγ ースィサイド開発公社とジ器

イント・ベンチャーを発殺させている。

むすぴ

最近の 4大銀行のアニ且プル・ヲボ…ト等か

ら，彼らの環状攻擁観し，本稿のむすびとした

い。それはまた，披らの小企業金融への急速な

接近の背景をど考えることにもなるからである O

日本では大企業の銀行ばなれが進み，それが

銀行業の新らたな巌欝へのインパクトになっ

た。銀行は新しい資金の運用先を探し求めるこ

18)前掲の浜f務総文。
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とになった。私晃では， 日本の場合，出向は3

つあったと悪われる。第1比 E窓際業務ヘの進

出，第2は倒入への様々な信用供与，そして

3は中小念業金融である。最近の新欝発表では，

都市銀行のすべてが，競貸出の50%以上を中小

企業に向けている(もっとも， この数字には住

宅ロ…ン等が含まれている〉。

イギリスではやや事情は異っている。大企業

むけと小企業むけの融資の分類が統計上訴され

ないため，はっきりは言えないが，大会業の銀

行ばなれが進んでいることは捻識しうる。第8

表は企業の資金諜泉を内部資金と外部資金にわ

けて示したものである o この霊祭によれば，最近

5年題に，内部金融はかなり伸びているのに対

い銀行借入は微増にとどまっている。イギジ

スでも，こうした事態への対臨策として控目さ

れたもののひとつが，個人への焚付・バーソナ

ル・口…ンである。第9表と第10量発は，業界 1

f立と 2佼，パ…クレイズ銀行とナトウエスト銀

苛の分野別賞出残高を示したものである。鈎人

の項目言とみると， 1980年から1984年の5年間に9

パーグレイズで 3倍強，ナトウ品ストでは4倍

に増加し，昨年末には最大の貸付議Bになって

表 8 金主義の資金源泉

(単位 :13ポ万ンド〉

11980 119滋 11捌¥19831鵬

内部資金 118，618札 570
1

18，24抑，47313丸山

う ち蜜 徐利 澱 117，507119，50ざ:20，43625，704131，989 

外線資金 19，8831 9，972ほ0，03416，383110，733 

う ち銀 行倫 入 I6，3401 5，8471 6，5681 1，5521 7，967 

!fUI亀)Fin註ncialStatistics (CSO). 

L 、る。

では日本の銀行がここ数年来，急速に伶ばし

た国際業務はどうか。第11表と第12奈は間じく，

パークレイズとナトウエストについて耗益，総

資産，平均利鞘などヨピ罷九障護築業務艇に示し

たもの、である o 1983年から1984年にかけての大

きな変化は間行とも，歯肉収益が大轄に伸び，

j敢に額際部門は伸び憾んでし、るということ

る。ナトウエストは昨年金収益の70%を関庁業

務から稼&'出している (1983年は58%であ 。

パークレイズについても1984年は70%で， 1983 

年は57%である。単年度の変化から鎮向を設う

のは卒計かもしれないが， この急激な変化は住

民に値する O 私は，国内収益の好転の理由のひ

とつには，小企業分野への進出・その収益への

後 9 パークレイズ銀行分野別貸託i残高

E C G D 事長 議E 588 

E支 耳守・国お企業 174 
線道整業，建 設! 9安102 8，530 5，808 長長 融・サービス
襲5 l 次 属産 多量 1，398 1，357 1，094 720 

不 軍吉 Eま 955 882 695 i 570 437 

そ の 他 148 77 191 88 112 

{路 人 7，9き3 6，880 5，710 2，450 
語草 タト 308 283 278 68 

ス 1，968 1，720 1， 722 1，400 I 962 

国 内 線 門 小 計 22，634 20，567 18，334 14，730 11，526 

喜重 ‘際 部 子う 25，740 I 22，241 19，630 15，015 8，999 

まま 言十 48，374 42，808 37，964 29，745 20，525 

出発): Barc1ays Bank Annual Report 1984. 
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表10 ナトウエスト銀行分野別貸出残高

1984 1983 

(単位:百万ポンド)

1981 19加1982 

第 l 次 産 業 1，355 1，176 1，015 808 665 

製 造 業 2，808 2，434 2，662 2，311 2，004 

建 設 1，019 806 621 491 455 

金融，サービス，流通部門 5，729 4，977 4，434 3，422 2，808 

不 動 E主 768 575 425 329 270 

個 人 7，085 6.067 4，036 2，607 1，806 

海 タト 390 395 382 220 146 

害1 賦 信 用 1，537 1，303 958 799 826 

日 ス 2，248 1，991 1，741 1， 361 920 

政府保証ロー γ 873 883 801 770 813 

園内部門小計

国際部門小計

23，812 

22，090 

45，902 総 計

20，607 

16，203 

35，429 

17，075 

12，881 

29，956 

10，713 

6，808 

17，521 

13，118 

9，748 

22，866 

出典) National Westminster Bank Annual Report 1984. 

表11 ノミーグレイズ銀行の利益，資産，平均利鞘

I 1蜘 | 1983 1982 1980 

税引前利益国際部門 203 234 146 242 180 
(百万ポンド) 国内部門 562 376 381 343 341 

その他 59 49 35 31 28 

総 資 産国際部門 45，444 39，125 35，271 29，275 20，429 
(百万ポンド) 園内部門 28，179 25，779 23，775 19，477 16，668 

平均(%利〕 鞘国際部門 2.8 2.9 2.6 2.7 2.9 

園内部門 6.1 5.9 6.2 7.2 7.8 

典拠) Barc1ays Bank AnilUal Report 1984. 

表12 ナショナノレ・ウヱストミンスター銀行の利益，

資産，平均利鞘

1 1似 11983 11982 

税引前利益国際部門
(百万ポンド)

国内部門 4621 2971 277 

総 資 産国際部門 41， 7391 33， 685! 31， 969 
(百万ポンド) 国内部門 29， 7781 26， 3321 22， 518 

平均利鞘国際部門 2. 11 1. 91 2. 0 
(%) 国内部門 4. 91 5. 01 5. 4 

典拠) National Westminster Bank Annual 
Report 1984. 

寄与があると考えている。なにしろ，既にみた

ように，小企業貸出の利子は高く， リスクの問

題さえなければ高率の利益が保証されているの

である。

第13表はパークレイズの収益を更に内訳にし

てみたものである。国際部門の収益の落ち込み

は，南アとその他世界で生じている。前者につ

いては，政治がらみの特殊な事情があるようだ

が，その他世界については，アメリカと日本の

銀行との競争激化によって利益が減ったことが

予想される。園内収益の分類をみると，パーク

レイズ本体の貢献とともに，マーカンタイル・

クレジット・グループ(当グループの中に，小

企業へのエクイティ・ファイナンスを担当する
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表13 ノミークレイズ銀行の収益内訳
(単位:百万ポンド〕

[1開41198311叫198111捌

国際部門計|判叫判叫 180

英国 1401 
U S A 1 6α 

28 

14 

南アフロヵ l伺 1181 781 711 65 

その他 1 3判 701 781 1051 73 

国内部門計!叫判例叫 369

B制 aysPLC 必31叫叫初7引|矧
E医;;記t詑宅怒:芯rchan

ぎ舵z;3;rffrn此l比tileC仕r目叫e

その他国内部門|判釘1 5臼21 4幻71 3岱3 

典拠) Barc1ays Bank Annual Report 1984. 

バークレイズ・ディベロプメント・キャピタル

もある)が収益を伸ばしている。その他国内会

社の項目にはクレジットカード(パークレイズ

・カード…これは VISAに加入している)会

社が含まれているが，これも 5年間順調に収益

を拡大している。競争激化による国際部門の不

振を，圏内業務の多様化(主に個人と小企業)

によって充分カバーしているといえよう。元来，

国際業務の平均利鞘は圏内部門に比べて，極端

に低いのである。利輸が低くてもやっていける

のは，一件が大口でありかつほとんどがソプリ

ン・ローンと呼ばれる外国の政府・公的機関の

保証っきだからである。イギリスの銀行の最大

の顧客はアフリカである。アフリカには， さす

がの日本の銀行も参入できていない。逆にその

他の地域では競争が激しくなり，メキシコ，ブ

ラジルにみられるようにグ危険d も増している

のである。こうした状況の中で、イギリスの諸銀

行の目が国内に向けられたのは当然であろう。

詳しい統計はないが，園内業務再評価のひとつ

として小企業金融に注目が集まったことは確認

しうるのである。

最後にイギリス大銀行の小企業金融に関して

問題点を整理しておわりにしたい。

第 1点は，製造業よりもサービス業関係に融

資が集中していることである。これは，先の第

5表で直接示されているしまた本節で、掲げた

第9表と第10表でも知ることができる。特にナ

トウエスト銀行の第10表には 5年間に金融・

サービス業・流通関連部門の倍増が示されてい

る。サービス業への重点移行は，雇用問題の副

産物であるが，イギリス経済の再生という点か

らすると疑問が残る点でもある。第2点は，安

易なベンチャー・ブームと大銀行の小企業ロー

ンが結びついたということ。これについては前

稿で、述べた19)。第3点。本文中でも指摘したよ

うに，小企業金融の対象が実は中企業に傾斜し

ているのではなし、かということ。最後の点は，

小企業への熱中といっても，小企業主からみる

とまだまだ銀行本位であり，小企業への理解は

充分でないということである。ロブソン・ロー

ズ会計事務所の昨年の報告は，まだまだ銀行家

の中小企業経営に関する一般的知識は不足して

おり，あし、かわらずギアリング・レシオと個人

担保の“伝統"が生きつづけていると述べてい

る20)。

いずれにしろ， シティの変革のー要因， 目立

たないが着実に進行している変化のひとつとし

て小企業金融は大いに注目すべきものである。

19)浜田，前掲「イギリスの中小企業政策」のむすび
を参照されたし、。

20) The Guardian， Jan. 4， 1985. 


