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要約	 

本稿の目的は、信用金庫のデフォルトリスクを「可視化」することにより、早期的に合

併や救済、吸収などの決断ができるようにすることで、金融庁の指導の下、信用金庫の健

全な運営と一層の向上を促すことである。	 

信用金庫は、相互扶助の精神に則って立ち上げられた民主的組織である。しかし、バブ

ル崩壊後の不況や金融業界全体の再編、不良債権の抱え込み、都市銀行や地方銀行との競

争などにより、やむを得ず経営規模をする、合併・吸収・破綻が起こるなど厳しい環境下

におかれるようになった。	 

本稿では信用金庫のデフォルトの可能性について、現状分析と比較分析を行い、今後の

信用金庫の経営指標に対する政策提言を行う。	 

本稿の構成は以下のとおりである。	 

第 1 章では、信用金庫の経営状態を鑑みた上で、①収益性が低い②金融機関同士の競争

の激化という２つの大きな問題が存在していることを指摘する。どちらも信用金庫が破

綻・合併するための起因になる可能性が高く、またそれが信用金庫の在り方や成り立ちに

大きな影響を受けていることも加えて述べる。本章の 後に、補足として、信用金庫のセ

ーフティネット制度の概要を述べている。	 

第 2 章では、参考にした先行研究とそれを踏まえた本稿の位置づけやオリジナリティー

について言及する。まず、第１節では先行研究の概要を述べていく。「オプション価格理論

に基づく適正預金保険料率の算出方法は、Merton(1977)、Marcus	 and	 Scholes(1973)、Ronn	 

and	 Verma(1986,1989)の手法が存在する」というという小田（1998）の意見をもとに、先

に挙げた 3 つの理論について説明する。これらから、本稿のオリジナリティーは「株式を

所有しない非上場企業である信用金庫の IPP を、株式を所有する銀行の IPP の推計式を使

用して推計する」であることを明らかにする。	 

第 3 章では、信用金庫の IPP は銀行の IPP と同様にデフォルトリスクを示しうる、とい

う仮説を設定し、実際に信用金庫のIPPを推計していく。第1節では、参考にした渡部（2011）

の先行研究をもとに、分析の概要を述べていく。第 2 節では、銀行の IPP を算出する際に

使用した変数をもとに、信用金庫の IPP 推定において必要と思われる説明変数の選定方法

を述べたうえで、実際に変数を代入し、信用金庫の IPP を推定する。第 3 節では、求めら
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れた信用金庫の IPP と銀行の IPP をカーネル密度関数において比較し、考察を述べる。第

4 節では、実際に破綻した信用金庫の財務諸表データを用い破綻当時の IPP を推定し、信

用金庫においても IPP が有効な値であることを示す。	 

第 4 章では、前章までの分析を踏まえ、金融庁主導の信用金庫経営における早期警戒制

度に対する政策提言を行う。	 
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はじめに	 

	 

	 信用金庫の起源は、１９世紀のイギリスのマンチェスター地方で生まれた協同組合運動

であると言われている。当時の産業革命により貧富の格差が広まる中、労働者たちが互い

に助け合い、安定した生活を送ることができる社会を作るという理想を掲げ、「協同組合」

が組織された。それは、目的を同じくする事業者や個人が互いに資金を融通し合い、協同

でモノを購入・管理する相互扶助の精神に則った民主的組織である。一方、ドイツにおい

ては、銀行は富裕層のみを顧客としていたため、貧困層に対して不当な高利率で貸出する

高利貸しが出現した。これに取って代わる「自分たち」の金融機関として、「信用組合」

が誕生した。	 

	 

	 日本においても、明治初期の産業革命期以降に都市部と地方において生じた貧富の格差

を解消するべく、1900 年に明治政府によって信用組合法が制定され、信用組合が組織され

た。これはドイツの「信用組合」を手本としたものであり、のちに農業協同組合、生活協

同組合、そして信用金庫に機能が分化されることになる。	 

	 

	 信用金庫法第一条において、「この法律は、国民大衆の為に金融の円滑を図り、その貯

蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性に鑑

み、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的と

する」とあるように、信用金庫は「共同共栄」「地域密着」の精神のもと、今日まで活動

してきている。しかし、バブル崩壊後の長引く不況や金融業界全体の再編の動き、不良債

権の抱え込みののち破綻してしまう信用金庫、また合併・吸収、都市銀行や地方銀行との

競争などにより、経営の規模を縮小せざるを得ず、厳しい環境下におかれるようになった。

信用金庫の顧客である企業や個人は、財務諸表に目を通すほか、営業地域内の人たちから

の口コミ、ムーディーズや格付投資情報センターのような格付機関の評価を参照するなど

して経営状況を把握している。日頃お世話になっている信用金庫が、もし経営難に陥り破

綻する可能性があれば、尚更顧客はその情報が気になるであろう。	 
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	 ここで、我々は、信用金庫の経営状況の判断、デフォルトリスクの指標として、個別銀

行のデフォルトリスクを反映した IPP（適正預金保険料率）を提唱したい。IPP は、大手銀

行のデフォルトリスクを計算する時に使われる CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）

との相関関係が高いことが渡部（2011）の研究で証明されている。信用金庫における IPP

の値を回帰分析の手法を用いて算出することで、従来の評価方法に加え、更に多角的な観

点をもってして、信用金庫の経営状態を知ることが可能になることを示したい。	 

	 

なお、本稿は以下のような構成になっている。第一章で現状分析をし、問題提起をする。

第二章では先行研究に触れ、その内容説明を行う。第三章で本稿におけるシミュレーショ

ンの過程および結果を述べる。第四章では、以上の分析を踏まえ、適切だと考えられる政

策提言を行う。	 
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第１章	 現状・問題意識	 

	 

本章においては、信用金庫の在り方と経営状態に触れ、問題提起をする。第１節

では、信用金庫特有の在り方に触れながら、経営状態について説明する。第２節で

は、信用金庫が今日に至るまで辿ってきた歴史に触れながら、その変遷を説明する。

第３節では、銀行の健全性を向上させるための「信用金庫経営力強化制度」の概要

を説明する。	 

	 

第１節	 信用金庫の経営状態	 

	 信用金庫の業務は大きく分けて４つ挙げられる。①預金業務、②融資業務、③為替業務、

④その他の業務である。これらの業務内容は普通の都市・地方銀行や信用組合とは基本的

に同じではあるものの、②融資業務・④その他の業務において大きな違いが見られる。	 

	 

図 1-1 は銀行と信用金庫の違いを表にまとめたものである。銀行は株式を発行し、一般

の資本家からの出資金を資本として設立された商業銀行であるのに対し、信用金庫は、そ

の営業地域に事務所がある・居住している・通勤している、のいずれかに当てはまる法人

や個人からの出資金を資本として設立される。銀行は「利益追求」の経営理念に則り、融

資の範囲に対して制限はない一方で、信用金庫は融資の対象は、基本的に資金を提供した

会員のみ、となっている。	 

	 

図 1-1	 銀行と信用金庫の違い（より筆者作成）	 

	 銀行	 信用金庫	 

根拠法	 銀行法	 信用金庫法	 

設立目的	 国民大衆のために金融の

円滑化を図る	 

国民大衆のために金融の円滑化を図り、そ

の貯蓄の増強に資する	 

組織織構成	 株式会社組織の営利法人	 会員の出資による協同組織の非営利法人	 

会員・組合員	 なし	 地区内において、住所または居住を有する

者、勤労に従事する者、事務所を有する者、

またはその役員	 

もしくは従業員３００人以下または資本

金９億円以下の事業者	 

業務範囲	 制限なし	 預金は制限なし	 

融資は原則会員を対象とするが、制限付き

で会員外貸出が可能（卒業生金融あり）	 
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さらに、両者の違いは、地域貢献への積極的な姿勢があるか否かにおいて、顕著に現れ

ている。全国さまざまな場所に散らばる信用金庫は、その土地や置かれている環境によっ

て、多種多様な取り組みをしている。具体的には、新規事業支援、中小企業の従業員も含

めた若手後継者の育成、企業交流会の開催など地域との親密な関係を築こうとする地域密

着型金融の実現に向けた取り組みが見られる。	 

	 

	 また、「 も重視しているステークホルダーは何か」という問いに対して、⑴「出資者」、

⑵「預金者」、⑶「取引先企業」、⑷「信金中金」、⑸「従業員」を候補として設定して

行ったアンケートでは、以下のような結果が示された。（図 1-2 参照）	 

	 直接取引相手である「取引先企業との関係」という回答が も多いことから、日本企業

が多く支持する「顧客重視」の経営システムが信用金庫にも根付いていることがわかる。

また、「出資者」「預金者」という回答に並ぶ割合で「出資者・預金者の中でも・営業地

域の地域貢献に積極的な方」という回答もあったことから、地域貢献に注力する信用金庫

の経営姿勢がうかがえる。	 

	 

図 1-2	 も重視しているステークホルダーとの関係性	 

（出典：坂和・佐々木・棚橋『地域金融機関の問題点と革新』）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

第２節	 変わりゆく信用金庫	 

信用金庫は相互扶助精神のもと、明治時代に組織されたのち、幾度かの改訂を経て、1951

年に発布・施行された信用金庫法の下、日本の復興期からバブル期までその規模を拡大さ

せてきた。しかし、バブル崩壊以降の長期的な不況により、大量の不良債権を抱えてしま
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う信用金庫が増加した。また、同時期に金融業界の再編が行われ、1異業種の参入や都市・

地方銀行との競争の激化により、破綻や合併を行う信用金庫が続々と出現した結果、現在、

金庫数は減少傾向にある。（図 1-1・1-2 参照）	 

	 

図 1-1	 信用金庫の合併数（出所：全国信用金庫協会 HP より筆者作成）	 

	 

	 

	 

図 1-2	 信用金庫の本店数の推移（日本預金保険機構 HP より筆者作成）	 

	 

	 	 

                                                   
1 この時期に登場したインターネット専業銀行は各種手数料の安さや預金金利の高さにお

いて従来の銀行に比べて優れていた。また、バブル崩壊以降都市・地方銀行の得意先であ

った大企業からの資金需要が減少したため、顧客層を個人・中小企業にも拡大させた。 
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第３節	 信用金庫が抱える課題	 

ここで、第１節、第２節の内容を踏まえ、現在、信用金庫が直面している大きな課題を

２つ提示したい。	 

	 

	 一つ目は収益性の低さである。	 

図 1-3 は、信用金庫の預金・貸出金・預貸率の推移を示した図表である。預金額は毎年

増加傾向であるのに対して、貸出金額は減少傾向にある。その結果、預貸率は年々減少傾

向にあることが読み取れる。なお、ここでは、通常預金から貸出金の額を引いたものは余

剰資産として運用されている。	 

図 1-4 は、貸出金利回りと余剰資産利回りの推移を表したものである。もともと、余剰

資産運用による利鞘は、貸出金のそれと比較して常に低い数値を記録しているが、バブル

期においてはその差が顕著である。これは、バブル期において不動産業への貸出金の上昇

（図 1-5 参照）による利鞘が増加し、高い収益性が見込まれていたからである。しかしな

がら、バブル崩壊以降は土地価格が暴落し、債権回収が進まず、不良債権が増加したこと

を受け、両者とも減少傾向に転じた。加えて、1997 年から貸出金利回りが急激な減少を始

めたのに対し、余剰資産運用利回りも変わりなく減少傾向であることが信用金庫の収益の

低下に繋がった。この収益性の低下を解消する手段として、信用金庫同士の合併による店

舗数・職員数削減を図るなど、経営効率の改善が試みられてきたが、低金利の長期化や後

に後述する銀行間同士の競合のため、あまり効果が出ていない店舗も存在する。	 

	 

	 	 

図 1-3	 信用金庫の預金・貸出金・預貸率の推移（出典：金融庁 HP）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
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図 1-4	 貸出金利回りと資産運用利回り（出典：信金中金月報	 2003.2 増刊号）	 

	 
	 

図 1-5	 貸出金別貸出金	 不動産向け設備資金新規貸出額	 国内銀行と信用金庫	 

（出典：日経ビジネスオンライン）	 

	 
	 

二つ目は金融機関同士の競争の激化である。	 

近年のバブル崩壊以降、メガバンクや地方銀行は、主な融資対象である大企業の資金需

要の低迷を受け、新たな貸出先として、地方の中小企業へも目を向けるようになった。こ

れらの企業は、信用金庫をはじめとする地方金融機関にとっての主な顧客層であるため、

少なからず顧客が流れて行ってしまうという結果を招いた。	 

	 

このように、メガバンクや地方銀行の戦略の路線変更、顧客の高齢化や若者の信金離れ

が進む中で、信用金庫がこの先生き残るためには、新しい商品やその販売ルートの開拓を

しつつも、より地域に密着した顧客情報獲得技術の維持や、多様化する顧客ニーズに対応

する柔軟性が求められていると考えられる。	 	 
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第４節	 金融機関救済制度	 

	 第１章で述べた通り、信用金庫を取り巻く環境が一段と厳しくなったことを受け、経営

状況が厳しい信用金庫を含む金融機関を救済する制度が制定されてきた。	 

	 

（１）早期是正措置	 	 

	 1990 年初頭のバブル崩壊以降、日本の金融システムに変革が起こった。それは「2護送

船団方式」の中止である。この仕組みがなくなったことで、金融機関同士の競争が激化し

始め、効率のいい経営ができる金融機関は生き残り、非効率的な経営を行っている金融機

関は自然淘汰されていった。しかし、個々の銀行の破綻を見過ごすことはシステム全体の

不安定化につながる危険性が指摘され、経営に問題のある銀行を早期に見つけ出し、状況

に応じて適切な措置を施す「早期是正措置制度」が導入されることになった。これは客観

的な指標である自己資本比率を算出し、当該比率に応じて決められた措置を行う制度のこ

とである。（図 1-6 参照）	 

	 

	 

図 1-6	 早期是正制度の概要	 大和総研（２０１２）「早期是正措置の区分、バーゼルⅢ

に合わせた見直しへ」より筆者作成	 

区分	 国内行3基準	 国際行4基準	 早期是正措置	 

非対象	 4%以上	 8%以上	 なし	 

第１区

分	 

２％以上

４％未満	 

４％以上

８％未満	 

経営の健全性を確保するため改善計画・実行の命令	 

第２区

分	 

１％以上

２％未満	 

２％以上

４％未満	 

資本の増強にかかる計画の提出・実行、配当または

役員賞与の禁止と抑制、総資産の圧縮または増加の

抑制	 

第２区 ０％以上 ０％以上 自己資本の充実、大幅な業務の縮小、合併または銀

                                                   
2第２次世界大戦以降の日本の金融制度のことで、金融システムの安定生を維持するため官

庁による強力な行政主導が行われていた。 
3 海外に営業拠点を置いていない預金取扱金融機関のこと。 
4海外に営業拠点を置いている預金取扱金融機関のこと 。 
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分の２	 １％未満	 ２％未満	 行業の廃止等の措置のいずれかを選択した上で、当

該選択にかかる措置を選択。	 

第３区

分	 

０％未満	 ０％未満	 業務の全部または一部の停止命令	 

	 

早期是正措置は国際的に活動をする銀行の自己資本比率に関する国際統一基準であるバー

ゼル規制の枠組みをもとに発動される。	 

	 バーゼル規制とは国際的に営業をしている各国の銀行システムの健全性を維持し、国際

業務に携わる銀行間競争における不平等性を解消する目的で策定された。	 

	 初に制定されたバーゼルⅠの規制内容は達成すべき自己資本比率を 8%に設定され、日

本は 1992 年から参加することになった。2006 年末にバーゼル規制Ⅱが策定され、従来の

自己資本比率の達成数値は 8％で変更はなかったものの、①銀行が抱えるリスク計測の精

緻化、②銀行自身で経営を行うのに必要な自己資本比額の検討、③情報開示の充実、の３

つの柱を新たに盛り込んだ内容となり、日本は 2007 年から参加した。そしてリーマンショ

ックに起因する金融危機の再発を防止するため金融規制の全体的な見直しが行われ、自己

資本比率規制の厳格化、定量的な流動性規制、過大なリスクテイクを抑制するためのレバ

レッジ比率を盛り込んだバーゼルⅢが 2013 年から段階的に実施された。	 

自己資本は、預金取扱金融機関が抱える様々なリスクを吸収するための財務基盤であり、

各預金取扱金融機関が内外の金融市場において預金者や投資家からの信頼を確保していく

上で重要な指標である。	 

	 これにより、預金取扱金融機関の経営状況を客観的な指標で把握し、適時に是正措置を

講じることで預金取扱金融機関の経営の健全性を確保し、経営破綻の未然防止を図ること

や是正措置の発動ルールを明確化することにより、行政の透明性確保にも資することにな

る。さらに、結果として、預金取扱金融機関が破綻した場合の破綻処理コストの抑制につ

ながることが期待できる。	 

	 

	 なお、預金取扱金融機関における自己資本比率を算出する式は以下の通りである。	 

	 

	 	 	 自己資本比率＝自己資本額（資本金・総資産）÷リスクアセット（資産の種類に応

じたリスクの割合を基礎として計算されたリスク資産額の合計額）	 
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（２）早期警戒制度	 

	 これは、（１）で提示した早期是正措置制度の対象とはならない金融機関であっても、

その健全性の維持と一層の向上を図るため、継続的な経営改善への取組みがなされる必要

があるという観点から、行政上の予防的･総合的な措置を講ずることにより、金融機関の早

めの経営改善を促す仕組みとして整備された制度である。（図 1-7 参照）	 

ここでは、収益性、信用リスク、市場リスク、流動性リスクに着目して、経営改善が必要

と判断された場合、金融庁から原因・改善策のヒアリング調査、もしくは銀行法に基づく

報告が求められる。	 

図 1-7	 早期警戒制度説明図	 （出典	 金融庁の１年	 『平成２４事務年度版』）

	 

（３）信用金庫経営力強化制度	 

信用金庫の健全性を確保し、信用金庫業界の信用力の維持・向上を図るため、平成 13

年 4 月、信用金庫、全国信用金庫協会および信金中央金庫の総意に基づき創設されたもの

で、セントラルバンクである信金中央金庫が信用金庫に対し「経営分析制度」「経営相談

制度」「資本増強制度」の 3 本の柱をもとに強力にサポートする制度である。	 

	 

図 1-8	 信用金庫経営力強化制度（結城信用金庫 HP をもとに筆者作成）	 
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第２章	 先行研究・本稿の位置

づけ	 

第１節	 先行研究概要	 

	 1.1	 Merton の方法	 
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	 Merton(1977)は適正預金保険料率を求める際に Black	 and	 Scholes(1973)のオプシ

ョン価格理論の考え方を初めて用いた。その考えの基礎となる式は以下の通りである。

𝐺＝max 0,𝐵 − 𝑉 	 (1)	 

	 

預金保険を提供する立場になったとして所要キャッシュフローである G を考えてみる

と、保険の対象である銀行の負債（この場合１種類の割引債と仮定）の満期の時点に

おいて、(1)式が必要になってくる。ここで、V は銀行の資産価値を表しており、預金

保険がそれを穴埋めすることになっている。そして B は固定値、V は確率変数である

ことに着目すると、(1)式は資産価値 V がボラティリティを𝜎v とする対数正規過程に

従うものと考えた上で、オプション価格理論の公式を利用することが可能になる。こ

のときの適正預金保険料率 P は	 

	 

	       P＝Be!!"N x + σ! T − VN(x)	 (2)	 

	 

	 

ただし、	 	 x ≡
!"!!!(!!

!
!!!

! )!

!! !
	 

	 

となる。ここで、r は無リスク金利のことであり、関数 N(・)は、標準正規分布に関する累

積密度関数である。(2)式では V と𝜎!が未知数であり、これらを求めれば適正預金保険料

率を算出することが可能になる。	 

	 

	 

1.2	 Mercus	 and	 Shaked	 の方法	 

	 

Mercus	 and	 Shaked の方法は（１）で述べた Merton のものに若干の修正を加えたもの

を基本とし、アメリカの銀行の株価のデータを使用して実証分析を行った。	 

	 適正預金保険料率の算出方法について、Merton のものと比較してみると２つの相違

点を見つけることができる。その一つ目は、Mercus	 and	 Shaked らは銀行の資産価値
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が預金保険に加入する前後で違っているという点である。詳しい内容の話に移ってい

くと、まず、V を預金保険に加入していない時の銀行の資産価値と定義する。また、

預金保険の価値を P と置いてみると、預金保険に加入した後の資産価値は V＋P として

表される。Mercus	 and	 Shaked はこの V が対数正規過程（ボラティリティー𝜎!）に従

う変数であると仮定し（１）式を基に Black	 and	 Scholes の公式を当てはめることに

より、以下のような預金保険価値 P（適正保険料率）を導きだすことができた。	 

	 	 	 𝑃 = B𝑒!!"N x + 𝜎! 𝑇 − V𝑒!!!𝑁(𝑥)	 	 (3)	 

	 

	 ただし、𝑥 ≡
!"!!!(!!

!
!!!

!)!

!! !
	 

	 

	 

	 ここで、B は負債額面、r は無リスクの金利、関数 N（・）は標準正規分布に関する

密度関数のことを表している。(3)式は、(2)式とほとんど同じであるが、内部留保が

減少する効果（配当率をδと定義する）を株式配当によって明示的に取り入れている

という点において、（2）式を一般化したものである。	 

	 Mercus	 and	 Shaked の方法と Merton の方法との相違点の２つ目は,(3)式に置いて実

際に直接的に観測することができない２つの未知数、すなわち銀行の資産価値である

V とそのボラティリティ𝜎!が存在していることに注意して、それらの推定を可能にす

るために、以下の２つの関係式を新たに取り入れたという点である。その１つ目の式

が(4)である。	 

	 

V＋P＝D+E	 (4)	 

	 

	 (4)において D は銀行の負債時価、E は銀行の資本時価（つまり株式の総額）を表し

ている。この式は、負債・資本と資産のバランスを示す一般的な関係式として解釈が

可能である。また、1.1 節では複雑さを回避し簡略化して考えたため負債を割引債の

みを考慮していたが、ここでは一般的な負債を考え、その額面 B と時価 D に対して形

式上は異なる点数を与えておくものとする。Mercus	 and	 Shaked は、無リスク金利 r
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を払う負債を仮定することにより、負債の割引現在価値 D と負債額面 B が同じである

場合を想定し(5)の関係式を利用する。	 

V＋P＝B＋E	 (5)	 

	 

	 次に第２の関係式は（６）である。	 

	 

σ!E=σ!V
!!
!!
	 	 	 (6)	 

	 

この関係式は銀行の資本時価 E が V と銀行のボラティリティ𝜎!に依存している確率変数で

あること（E=E(V,𝜎!)）を考えて、伊藤の補題5を適用して導出された式である。（𝜎!は、

資本時価 E のボラティリティを表している。まず、（４）式に（３）式を代入すると	 

	 

	 E=V-D+P	 

	 	 =V-D+B𝑒!!"N x + 𝜎! 𝑇 − V𝑒!!!N(x)	 	 	 	 	 	 	 (7)	 

	 

となり、(7)とその微分した式を(6)に代入し、まとめると(8)となる。	 

	 𝝈𝑽 = 𝝈𝑬・「𝟏 − 𝐁𝐞!𝐫𝐓{𝟏!𝐍(𝐱!𝛔𝐕 𝐓)}
𝐕𝐞!𝛅𝐓{𝟏!𝐍(𝐱)}

」	 (8)	 

	 

以上の(3)(5)(8)の３つの式を連立方程式として計算することにより、P・V・𝜎!の３つの

未知数についての解を得ることができる。また、これらの解を求めるにあたり、負債額面

B については同じ簿価を用いて、資本時価 E については株価に発行済普通株式数をかけて

算出した株価総額を用いる。E のボラティリティ𝜎!は、過去の株価データを利用して推定

するものとする。	 

	 Mercus	 and	 Shaked は以上のような方法を基に、アメリカの１９７０〜８０年代の銀行

の適正料率を算出した。	 

	 

1.3	 Ronn	 and	 Verma の方法	 

                                                   
5 日本の数学者である伊藤清が考案した、ランダムな要素を持つ確率過程に関する計算方

法のことであり、数理ファイナンスで用いられることが多い。 
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	 Ronn	 and	 Verma の方法は 1.2 の Mercus	 and	 Shaked の方法を一部取り入れながら、銀行

の資産価値 V の推定についていくつか修正を加えた計算方法を考え出した。	 

	 その中身は、Mercus	 and	 Shaked は	 

１.	 適正保険料率をプット・オプションのプレミアムとして Black	 And	 Sholes の公式に

よって表すこと。	 

２.	 銀行の資産価値 V と銀行のボラティリティσ!は直接的な感想はできないため、観測

が可能な株価と銀行のボラティリティのデータから推測すること。	 

この２点が 1.3 の Mercus	 and	 Shaked の手法と共通している部分である。これとは反対

に Mercus	 and	 Shaked 独自の部分は以下の４点にまとめることができる。１つ目は、預

金保険に加入した後の資産価値 V’を考えて、この V‘が対数正規過程に従う確率変数

であるものと想定している点である。２つ目に、この V’を用いて 1.2 の Mercus	 and	 

Shaked における(4)を書き直してみると V＝D+E になるのだが、今回の Ronn	 and	 Verma

の方法ではこの式を用いることなく、(9)という関係式が仮定している。	 

	 

E=VN(y)-ρBN(y-σ! T)	 	 	 (9)	 

	 

	 ただし、	 y≡
!" !

!" !!!!!"
!

!! !
	 

	 

この式は、銀行（一般的には企業のことを指す）の資本価値がコール・オプション（原資

産は資産価値 V、行使価格は負債の将来価値 B𝑒!"＜B は負債の額を表す。＞）の理論価格

として推定が可能であることを示している Black	 and	 Scholes（1973）の理論の考えに従

ったものである。ここで３つ目の相違点として、（９）式において、行使価格を𝐵𝑒!"にρ

（０≤ρ≤１）を掛けた値として使っている点である。また、ρの値を変化させると、各々

の銀行の預金保険料率の絶対水準に変化が見られるが、相対的な大小関係に大きな変化は

観測されなかったことが判明している。また、Ronn	 and	 Verma は 1.2 の手法と同じく(6)

の関係式を用いるが、これをまとめると(8)の関係式になることはなく、(9)の式を偏微分

した
!"
!"
＝N（y）という関係式を(6)に代入した(10)の関係式に整理される。	 
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𝜎!＝
!!!
!"(!)

	 	 	 	 	 (10)	 

	 

後の４つ目の相違点は預金保険対象の負債（額面𝐵!）と非預金保険対象の負債（額面

𝐵! ≡B-𝐵!）の２つが存在する枠組みとなっていること点である。具体的には、全ての負債

（額面 B）が預金保険の対象者であると仮定した場合において、仮想的な預金保険料 P‘は

1.2 の部分で議論されたものと同じく(10)となる。	 

	 

P‘＝BN(x+𝜎! 𝑇)-𝐕𝒆!𝜹𝑻𝑵(𝒙)	 	 (11)	 

	 

	 ただし、x≡
!"!!!(!!

!
!!!

! )!

!! !
	 

	 

実際には、全ての負債の中で
!!
!
倍の分だけが預金保険の対象であるため、全ての負債の優

先度が等しいものと想定するならば、求める預金保険料は(11)となる。また、これを料率

に換算すると(12)になる。	 

	 

P＝
!!
!
P′	 	 	 	 	 	 （１２）	 

	 ＝B!N x + σ! T − !!!!!!!
!

N(x)	 

	 

d≡ !
!!
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (13)	 

	 = 𝑁 𝑥 + 𝜎! 𝑇 − !!!!"

!
N(x)	 

	 

上記の(9)(10)の式を連立方程式として解くと、２つの未知数 V と𝜎!を算出することが可

能となり、その V と𝜎!を(11)または(12)に代入して、適正保険料率を算出することができ

る。	 

	 

	 

	 



ISFJ2015 終論文 
 

21 
 

第２節	 本稿の位置づけ	 

	 第１節は適正預金保険料率を求めるいくつかの手法を紹介した。1.1 は銀行の資産価値

を V、銀行のボラティリティを𝜎!としてオプション価格の公式を利用した。1.2 は 1.1 の

方法に修正を加えた他、銀行の資産価値を預金保険に加入する前後で異なるものとして計

算したこと、直接観察することのできない銀行の資産価値 V とそのボラティリティ𝜎!を伊

藤の補題を用いて推定したこと、この２点が 1.1 と大きくことなっている部分であった。

1.3 はこれら２つの計算方法の基本を踏襲しつつも違った方向性で適正預金保険料率を導

出した。そこで、本稿の独自性としてこれらの先行研究の手法を踏まえて株式データのな

い信用金庫の適正預金保険料率を推計してみる。第３章では渡部(2011)と Felkenheim＆

Pennacchi（2003）の論文を参考に実証分析を行う。	 

	 

	 

第３章	 実証分析	 

第１節	 分析の概要	 

渡部(2011)によると、可変料率のベンチマークとして、個別銀行のデフォルトリスクを

反映した「保険数理的に適正な保険料率」(“actuarially	 fair	 deposit	 insurance	 premium	 

per	 unit	 of	 deposits”、以下「適正料率」という)がオプション価格のブラック・ショー

ルズ公式を応用して求められる公式に基づき銀行の株価を用いて推計することができる。

適正料率は、預金保険制度から銀行への保険料支払いの価値(期待値)と保険料が等しくな

るような仮想的な保険料率のことである。	 

	 まず、付保預金者(全体)が預金の満期時点に銀行から受け取る金額について考える。預金

の満期となる時点 T において、銀行がデフォルト(経営破綻)しない場合、時点 T での付保

預金額が払い戻しされる。一方、同時点で銀行がデフォルトしている場合はその時点での

銀行の資産価値のうち預金者に帰属する部分(銀行の資産を付保預金とその他の債権で按

分したうちの日歩預金の比率に相当する金額)が清算価値として支払われる。具体的に付保

預金者が銀行から受け取る金額は、	 
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min FV B! ,
!!!!
!!!!!

	 (1)	 

FV(.)	 :	 将来価値演算子	 

B!:	 付保預金の額面価値	 

B!:	 預金保険保護対象外の銀行債務の額面価値	 

V!:	 時点 T における銀行の資産価値	 

	 

と表現できる。	 

預金者は付保預金の価値(上式の min の中の左側の値)が破綻時に銀行から受け取る清算

価値(上式の min の中の右側の値)を上回った際に、その差額を預金保険から保険金として

受け取る。前者が後者を上回らない場合、預金保険から預金者への金銭の移転は発生しな

い。したがって預金者の預金保険から受け取るペイオフは次の式で示されることとなる。	 

max 0, FV(B!) −
!!!!
B1+B2

) 	 (2)	 

	 

式(2)は、FV(B!)を行使価格とするプットオプションの式に他ならない。したがってブ

ラック・ショールズ公式を用いて、預金者が預金保険から受け取るペイオフの現在価値 IP

は以下のように表すことができる。	 

IP = B!N y + σ! − !!! !!!
!

N y 	 (3)	 

y ≡
ln 1

1 − δ
B
V − σ!

!

2
σ!

	 

B ≡ B! + B!	 

σ! ≡V へのリターンのボラティリティ	 

N(.)≡累積標準正規分布	 

δ ≡資産一単位当たりの配当金	 
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ここで、(3)の両辺を付保預金額B!で割ると、適正預金保険料率 IPP(Insurance	 Premium	 

Per	 Unit	 of	 Deposits)を求めることができる。	 

IPP = N y + σ! T − !!! !
!

N y 	 (4)	 

式(4)から分かることは、IPP は資産のボラティリティσ!、および資産負債比率 V/B の増

加関数であることがわかる。つまり、付保預金者の損失に対する保険である預金保険の適

正保険料率は資産のリスクが高いほど、また銀行のレバレッジが高く自己資本比率が低い

ほど高くなるということがわかる。	 

	 

第 2 節	 分析手法	 

第２章において、IPP は資産のボラティリティσ_V、および資産負債比率 V/B の増加関

数であり、付保預金者の損失に対する保険である預金保険の適正保険料率は資産のリスク

が高いほど、また銀行のレバレッジが高く自己資本比率が低いほど高くなるということが

判明した。一方で、IPP の式に用いられているボラティリティσV や資産一単位当たりの配

当金δは上場銀行の株価関連情報を用いて計算されるものである。したがって、直接的に

IPP の式を用いて上場していない信用金庫の IPP を求めることはできない。	 

そこで、本稿においては、IPP の式を信用金庫においても用いることが出来るように改

変する。まず、2000 年～2007 年度第二半期における上場銀行のボラティリティσ_V や銀

行の資産価値 V、資産負債比率 V/B の値を調べる。これは、先行研究者であり、我々が所

属する研究会の担当教授である渡部本人の許可を得て、彼が使用していたものを拝借した。

次に、株式データに基づいた変数である上場銀行のボラティリティσ_V や銀行の資産価値

V と銀行の決算データに基づいた変数の関係を、回帰分析を用いて推定する。（図表 3-1・

3-2 参照）。回帰分析を行う際に、説明変数として Felkenheim＆Pennacchi（2003）の論文

を参考にした。Felkenheim＆Pennacchi の論文においては、以下の説明変数（図表 3-3 参

照）が使用されている。我々の論文では、有意であると示されている、A/L、NI/L、TL/A、

(NI/L)^2、DUM*(NI/L)^2 の 5 つの変数を使用することにする。（図表 3-4 参照）	 
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Variable D efinition

A/L
The	 ratio	 of	 the	 book	 value	 of	 assets	 to	 the	 book	 value	 of	 liabilities,	 w here	 liabilities	 exclude

only	 shareholders'	 equity.
LN /A The	 natural	 log	 of	 the	 total	 book	 value	 of	 assets.
N I/L The	 ratio	 of	 net	 incom e	 to	 the	 book	 value	 of	 liabilities.

(N I/L)2 The	 square	 of	 N I/L.

D U M *(N I/L)2
The	 square	 of	 N I/L	 m ultiplied	 by	 a	 dum m y	 variable	 equal	 to	 one	 w hen	 N I	 is	 negative

and	 zero	 otherw ise.
SIG N I The	 annualized	 standard	 deviation	 of	 log	 changes	 in	 N I/L.

C O RN IR
The	 correlation	 betw een	 the	 log	 changes	 in	 net	 incom e	 and	 changes	 in	 the	 three-m onth

treasury	 bill	 rate.
TL/A The	 ratio	 of	 total	 loans	 to	 total	 assets.	 
PL/L The	 ratio	 of	 the	 bank's	 provision	 for	 loan	 losses	 ezpense	 to	 total	 liabilities.
FD /L The	 ratio	 of	 the	 bank's	 foreign	 deposits	 to	 total	 liabilities.
D IV/L The	 ratio	 of	 the	 bank's	 dividends	 declared	 on	 com m on	 stock	 to	 total	 liabilities.

TYPE
A	 dum m y	 variable	 that	 is	 equal	 to	 1	 if	 the	 intitution	 is	 a	 holding	 com pany	 and	 zero	 if	 it	 is

an	 independent	 bank	 or	 thrift.

SIG D The	 param eter	 σd,	 estim ated	 according	 to	 Pennacchi（1987b）

C1,…,C 6
The	 “CAM ELS”　rating	 assigned	 by	 the	 banking	 supervisors	 in	 each	 of	 six	 categories.

The	 six	 ratings	 have	 the	 follow ing	 m eaning(1-C apital,	 2-Assets,	 3-M anagem ent,	 4-Earning,	 5-
Liquiduty,	 6-Sensivity)

図表 3-3	 Explanatory	 variables（出典：The	 Cost	 of	 Deposit	 Insuarance	 for	 Privately	 

Held	 Banks:A	 Market	 Comparable	 Approach）	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図表 3-4	 Estimated	 relationship	 between	 x	 and	 explanatory	 variables	 

（出典：The	 Cost	 of	 Deposit	 Insuarance	 for	 Privately	 Held	 Banks:A	 Market	 Comparable	 

Approach）	 

	 

	 

	 

分析手法としては以下の流れである。	 

図表 3-1	 	 sigamav についての回帰結果	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



ISFJ2015 終論文 
 

25 
 

sigmavについての回帰分析結果

回帰統計

重相関 R 0.516538
重決定 R2 0.266812
補正 R2 0.261155
標準誤差 0.00825
観測数 654

分散分析表

自由度 変動 分散観測された分散比有意 F
回帰 5 0.01605 0.00321 47.16227 1.32E-41
残差 648 0.044104 6.81E-05
合計 653 0.060154

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95%下限 95.0%上限 95.0%
切片 -0.05457 0.030322 -1.79986 0.072348 -0.11412 0.004966 -0.11412 0.004966
A/L 0.054652 0.027858 1.961785 0.050215 -5.1E-05 0.109356 -5.1E-05 0.109356
NI/L 0.130772 0.142487 0.917787 0.359072 -0.14902 0.410563 -0.14902 0.410563
TL/A 0.012473 0.004881 2.555468 0.010832 0.002889 0.022058 0.002889 0.022058
(NI/L) 2̂ 30.48984 5.130293 5.943099 4.57E-09 20.41583 40.56384 20.41583 40.56384
DUM*(NI/L) 2̂ 447.3156 60.15392 7.436184 3.3E-13 329.1955 565.4357 329.1955 565.4357

sigmav=-0.05457+0.054652・A/L-0.130772・NI/L+0.012473・TL/A+30.48984・(NI/L) 2̂+1376.139・DUM*(NI/L) 2̂

後に、回帰分析から導かれる回帰式に対して 2000 年～2007 年第二半期における信用金

庫の A/L、NI/L、TL/A、(NI/L)^2、DUM*(NI/L)^2 の値を代入することで IPP の値を求める。	 

	 

第 3 節	 分析結果	 

回帰分析により導かれた V/B および sigamaV の回帰式は以下のとおりである。	 

	 

	 

	 

	 

図表 3-2	 	 V/B についての回帰分析結果()	 

	 

	 

図表 3-3	 sigmaV についての回帰分析結果	 
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これらの回帰式を用いて信用金庫の IPP の値を導出した。今回は銀行の IPP と信用金庫の

IPP の値を比較するためにカーネル密度分析を行ってその結果を考察する。	 

１つ目は計算して求められた銀行の IPP と信用金庫の IPP を正規分布図と比較するもので

ある。2つ目は計算して求められた銀行と信用金庫それぞれのIPPの比較するものである。	 

	 

（１）分析手順	 

エクセルに index、type、type_id、ipp の各変数を作成、もしくは入力する。なお、type

は銀行の場合には bank、信用金庫の場合には shinkin を取る string	 variable であり、

type_id は銀行の場合には 1、信用金庫の場合には 0 を取る numerical	 variable である。	 

	 

続いて分析ソフト Stata を使用し、以下のコードを入力する。（図表 3-2-1 参照）なお、便

宜上、この分析においては、Banks は銀行を指し、Shinkin	 Banks は信用金庫を示すものと

する。また、IPP は 10000 倍して、ベーシスポイント（1%=100bp）にしている。これを設

定せずにそのまま計算してしまうと、IPP のもともとの値が非常に小さい値であるために、

カーネル推定の結果に不都合が発生してしまうからである。	 

	 

図表 3-2-1	 Stata で使用するコード	 
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このコードを実行すると、指定した年度における銀行と信用金庫のカーネル密度が同じス

ケールで推定される。（図表 3-2-2～3-2-9 参照）	 

考察としては、以下のようなことが挙げられる。どの年のグラフにおいても、推定された

銀行のカーネル密度も推定された信用金庫のカーネル密度もおおよそ似た形状を示してい

る。しかし、前者のほうが、分布の両側が厚い「ファットテイル」の性質が強い。つまり、

銀行の IPP の分布は信用金庫の IPP の分布に比べて、非常に大きい値および、非常に小さ

い値を取りやすい。言い換えれば、銀行には信用金庫に比べて信用リスクが非常に大きい

機関や信用リスクが非常に小さい機関が多いと言えるだろう。	 

	 

図表 3-2-2	 2000 年のカーネル密度	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

	 

	 

図表 3-2-3	 2001 年カーネル密度	 
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図表 3-2-4	 2002 年カーネル密度	 

	 

図表 3-2-5	 2003 年カーネル密度	 

	 

図表 3-2-6	 2004 年カーネル密度	 
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図表 3-2-7	 2005 年カーネル密度	 

	 

図表 3-2-8	 2006 年カーネル密度	 

	 

図表 3-2-9	 2007 年カーネル密度	 
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続いて、銀行・信用金庫ともにそれぞれの IPP の分布を、正規分布を比較対象として同時

にグラフに描く。1 つ目の分析と同様、Stata に以下のコードを入力して作成する。（図表

3-2-10/3-2-11 参照）	 

	 

図表 3-2-10	 銀行の IPP 分布と正規分布のコード	 

	 

	 

	 

図表 3-2-10	 銀行の IPP 分布と正規分布のコード	 

	 

	 

このコードを実行すると、指定した年度における銀行と信用金庫それぞれと正規分布との

比較ができる。（図表 3-2-12～3-2-参照）	 
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図表 3-2-12	 銀行の IPP の分布と正規分布（2000）	 

	 

	 

図表 3-2-13	 銀行の IPP の分布と正規分布（2001）	 
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図表 3-2-14	 銀行の IPP の分布と正規分布（2002）	 

	 

図表 3-2-15	 銀行の IPP の分布と正規分布（2003）	 
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図表 3-2-16	 銀行の IPP の分布と正規分布（2004）	 

	 

図表 3-2-17	 銀行の IPP の分布と正規分布（2005）	 
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図表 3-2-18	 銀行の IPP の分布と正規分布（2006）	 

	 

	 

図表 3-2-19	 銀行の IPP の分布と正規分布（2007）	 
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図表 3-2-20	 信用金庫の IPP の分布と正規分布（2000）	 

	 

図表 3-2-21 信用金庫の IPP の分布と正規分布（2001）	 
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図表 3-2-22 信用金庫の IPP の分布と正規分布（2002）	 

	 

	 

図表 3-2-23 信用金庫の IPP の分布と正規分布（2003）	 
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図表 3-2-24 信用金庫の IPP の分布と正規分布（2004）	 

	 

	 

図表 3-2-25 信用金庫の IPP の分布と正規分布（2005）	 



ISFJ2015 終論文 
 

38 
 

	 

図表 3-2-26 信用金庫の IPP の分布と正規分布（2006）	 

	 

	 

図表 3-2-27 信用金庫の IPP の分布と正規分布（2007）	 
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第 4 節	 実例検証	 

	 本稿では実際に破綻した信用金庫の財務諸表データを用いて IPP を計算し、その結果と

IPP の関連性を考察する。	 

	 

（１）京都みやこ信用金庫の破綻概要および IPP 適用	 

京都みやこ信用金庫は 2000 年	 1 月に破綻し、京都中央信用金庫への事業譲渡が行われ

た信用金庫である。京都みやこ信用金庫自体は、1993 年 11 月に旧伏見信用金庫が旧西陣

信用金庫を救済合併して誕生したものである。そこから考えると長い歴史を持つ金融機関

であり、破綻により、地元零細企業・中小企業への大きな影響が予想され、京都の経済界

に大きな衝撃を与えたといえるだろう。	 

実際に、第３章第２節で求めた式を適用してみる。	 

図表 3-2 および図表 3-3 の値を使用して IPP を求めると、0.301(小数点第四位を四捨五

入)と分かる。これは 2000 年から 2007 年における信用金庫の IPP の平均値を大きく上回っ

ており、平時と比べて、デフォルト可能性が高いと言える。一方、図表 3-4 の値を使用し

て IPP を求めると、0.004(小数点第四位を四捨五入)と分かる。これは 2000 年から 2007

年における信用金庫の IPP を下回っており、デフォルト可能性は低いといえる。	 
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図表 4-1-1	 破綻時(2000 年 1 月)における京都みやこ信用金庫の主要な財務指標	 

(出典:Bankscope)	 

	 

項目	 額(単位:百万円)	 

総資産	 766,400	 

負債および資本合計	 766,400	 

自己資本	 -121,700	 

貸出金	 820,100	 

当期純利益	 -157,900	 

	 

図表 4-1-2	 1999 年 3 月期における京都みやこ信用金庫の主要な財務指標	 

(出典:Bankscope)	 

項目	 額(単位:百万円)	 

総資産	 1,160,000	 

負債および資本合計	 1,160,000	 

自己資本	 26,000	 

貸出金	 878,500	 

当期純利益	 500,000	 

	 

	 

（2）小川信用金庫の破綻および IPP 適用	 
	 小川信用金庫は昭和 23 年 5 月小川信用組合として設立され、昭和 26 年 10 月小川信用金庫

に改組された。当時埼玉県西部を主要基盤とする県内第 2 位の中規模信金であり東京のベッド

タウン化に伴う地域人口の増大等から、バブル期まで業容は順調に拡大していった。潤沢な個

人預金流入が続く中、バブル崩壊後もいわゆる 3 業種(不動産、建設、金融)及びゴルフ場に偏

重した大口融資を維持(貸出構成比平成 8 年 3 月末 37.3%)し続けた。平成 8 年度に至り、延滞

先が増加傾向を辿る中、ようやく融資拡大方針を改め、経営リストラ、不良債権の処理推進に

着手し始め、平成 9 年 3 月期に内部留保を原資に 187 億円、平成 10 年 3 月期に 252 億円の償却・

引当を行ったが、平成 11 年 3 月期では内部留保が底をつき 75 億円の償却・引当を行ったとこ
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ろ 375 百万円の赤字を計上することとなる。平成 11 年 9 月期時点で自己査定を行った結果、債

務超過が判明。平成 11 年 11 月 12 日銀行法に基づき債務超過である旨の報告を行い、金融再生

法 68 条 1 項に基づく申出を行うとともに、事業譲渡も発表した。	 

実際に、第３章第２節で求めた式を適用してみる。	 

図表 3-2 および図表 3-3 の値を使用して IPP を求めると、0.264(小数点第四位を四捨五入)と分

かる。これは 2000 年から 2007 年における信用金庫の IPP の平均値を大きく上回っており、平

時と比べて、デフォルト可能性が高いと言える。一方、図表 3-4 の値を使用して IPP を求める

と、0.005(小数点第四位を四捨五入)と分かる。これは 2000 年から 2007 年における信用金庫の

IPP を下回っており、デフォルト可能性は低いといえる。	 

図表 4-2-1	 破綻時(1999 年 11 月)における小川信用金庫の主要な財務指標	 

(出典:Bankscope)	 

項目	 額(単位:百万円)	 

総資産	 548,000	 

負債および資本合計	 548,000	 

自己資本	 -81,100	 

貸出金	 527,600	 

当期純利益	 -98,700	 

	 

	 

	 

図表 4-2-2	 1999 年 3 月期における小川信用金庫の主要な財務指標	 

(出典:Bankscope)	 

項目	 額(単位:百万円)	 

総資産	 825,900	 

負債および資本合計	 825,900	 

自己資本	 17,000	 

貸出金	 585,600	 

当期純利益	 -400	 
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（3）玉野信用金庫の破綻および IPP 適用	 
玉野信用金庫は昭和 17 年 10 月保証責任日比町信用組合と保証責任宇野町信用組合が合併し、

有限責任玉野市信用組合として設立された。昭和 26 年 10 月に信用金庫法に基づき信用金庫に

転換した。もともと本拠地であった玉野市とその周辺において、三井造船の下請企業、地元商

工業関係者等や漁業関係者向けを中心とした事業展開を行ってきたが、いわゆるバブル期に、

さらなる事業拡大を企図して岡山市や、その周辺地域での融資拡大を図った。もともと融資審

査能力が脆弱であるところへ、融資管理体制の不備による一部役員の専横等が重なり、暴力団

関連等特定先への融資が増嵩し、これらの問題先への融資が、いわゆるバブル経済の崩壊とと

もに不良化した。平成 11 年 3 月期大幅な債務超過に陥ることが明らかとなり、平成 11 年 4 月

23 日金融再生法に基づく破綻の申出を行った。	 

実際に、第３章第２節で求めた式を適用してみる。	 

図表 3-2 および図表 3-3 の値を使用して IPP を求めると、0.234(小数点第四位を四捨五入)と分

かる。これは 2000 年から 2007 年における信用金庫の IPP の平均値を大きく上回っており、平

時と比べて、デフォルト可能性が高いと言える。	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

図表 4-3-1	 破綻時(1999 年 4 月)における小川信用金庫の主要な財務指標	 

(出典：Bankscope)	 

項目	 額(単位:百万円)	 

総資産	 124,300	 

負債および資本合計	 124,300	 

自己資本	 -23,400	 

貸出金	 87,100	 

当期純利益	 -24,500	 
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（4）日南信用金庫の破綻および IPP 適用	 
日南信用金庫は昭和 8 年 6 月保証責任飫肥(おび)商工信用組合として設立された。昭和 25 年 4

月組織変更により日南信用組合となり、昭和 27 年 5 月信用金庫に改組。営業地域は宮崎県南部

の日南市及び北郷町で、破綻前の営業地域での預貸金のシェアは 3 割以上を占めていた。元・

本店長が起こした不正事件(平成 11 年 9 月発覚)により多額の損失(約 26 億円)が発生し、平成

11 年度決算において債務超過に陥ることが確実となった。このような状況下、予想される預金

流出に対応することができず、当金庫は平成 11 年 11 月 19 日金融再生委員会に対して金融再生

法 68 条 1 項に基づく申出を行い、同日、金融再生委員会は当該申出及び当金庫の財務状況を踏

まえ管理を命ずる処分を行った。	 

	 

図表 4-4-1	 破綻時(1999 年 11 月)における日南信用金庫の主要な財務指標	 

（出典:Bankscope）	 

項目	 額(単位:百万円)	 

総資産	 30,300	 

負債および資本合計	 30,300	 

自己資本	 -2,500	 

貸出金	 17,800	 

当期純利益	 -4,300	 

	 

	 

実際に、第３章第２節で求めた式を適用してみる。	 

図表 3-2 および図表 3-3 の値を使用して IPP を求めると、0.161(小数点第四位を四捨五入)と分

かる。これは 2000 年から 2007 年における信用金庫の IPP の平均値を大きく上回っており、平

時と比べて、デフォルト可能性が高いと言える。	 
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第４章	 政策提言	 

前章で行った分析において、「銀行の IPP と同様、信用金庫の IPP もデフォルトリスクを

示す」という仮説が正しいことが検証された。このことから、我々は、金融庁に対して、

信用金庫の早期警戒制度の信用リスクを図るための指標として、補足的に IPP を設置する

ことを提言したい。	 

前章で指摘した通り、IPP は未来時点でのデフォルトリスクを予測するものではなく、

計測時点におけるデフォルトリスクを推定するものである。株式によって資金調達してい

る銀行は、破綻前に株価が下がることで銀行の時価総額が小さくなるにつれて、IPP の値
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が大きく変動する。しかし、株式を所有していない信用金庫にとっては、銀行自体の資産

価値を推定してもまさに破綻直前まで銀行資産の値自体が動くことはなく、事前に破綻を

予想することは出来ない。誠に残念ではあるが、信用金庫において IPP の値は効力に限界

があると言わざるを得ない。	 

しかし、IPP の値自体はデフォルトリスクを推定するものとして有効であることは確か

である。我々は、これを、現在早期警戒制度の指標となっている自己資本比率とは異なる

観点から危険度が評価できると評価している。具体的には、自己資本比率のみ見た場合に

安全だという判断になっても、IPP を推定した際に平均より高い値が出た場合には、デフ

ォルトの可能性があることを疑うべきである、ということである。	 

このように、信用金庫のデフォルトリスクを、より多角的な観点から捉え、そのリスク

を減らすための一助として、IPP を早期警戒制度の追加的指標として設定すべきだと提言

したい。	 
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