ロータリー：ロータリーは世界をつなぐ
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☆田村清記会長…4月1日以来の久しぶ

SMILE

りの例会です。例会再開と本日お二人
の入会にスマイルです。小保内さんの

卓話も楽しみです。よろしくお願いします。
☆工藤

泰会員…休みがちでしたが久々に出席で

きましたので、スマイルします。
☆鈴木裕子会員…皆様お久しぶりです！やはり例
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会あるとウキウキしますね。4月にお誕生日の発
表をしていただいて居りました。5月は創立記念

■卓話■  

日ですのでスマイルします。

破産申立を行い、会社は代理人の「すいません通知」で済ませる）場合など。

企業倒産に関する法制等の基礎知識と「経営者保証ガイドライン」など
私的整理ガイドラインに基づく対銀行交渉、事業再生ＡＤＬ、中小企業再生
令和２年５月13日

に皆さんとお会いできましたので…！

お

弁護士

ぼ

な

い

小 保 内 義 和

１

による事業再生、事業再生ＡＤＲなどの仕組みが設けられているが、通常は、
事業規模の大きい企業が対象＝田舎の町弁には基本的にご縁がありません。

岩手県内で物販業（一般向けの生活用品の販売等）を営むＡ社の代表取締役Ｂ
⑥いわゆる任意整理（高利金融時代の話？）

は、長年に亘りＡ社の営業不振が続き、日々の運転資金の支払も銀行借入や各種

高利貸付規制（平成16～17年頃）までは、企業に対しても30％前後の高金利

債務の延滞などをしなければ困難な状況に陥り、現状では営業の継続は不可能と

継続できます事をお祈りしてスマイルいたします。

考えた。Ａ社は、銀行３社（岩銀、北銀、みずほ銀）に計１億円（岩5000万円、

☆細野裕之会員…久しぶりに皆様にお会いできた

最小10万円）、未払公租公課（税金、社保料など）４庁・計500万円の債務があり、

北3000万円、み2000万円）、取引先20社に未払買掛金計2000万円（最大500万円、

賃金も２ヶ月分・従業員10名計400万円が未払となっている。

ことにスマイルします。

で数百万円規模の貸付を行う業者（日栄、商工ファンドなど）があり、多数の
企業とその連帯保証人が倒産等の憂き目に遭ったが、当時、数年程度の返済後
に利息制限法による引直計算による解決を弁護士に依頼した企業は、返済義務
から解放され多額の過払金請求もできた（が、結局、業者側も倒産した）。
現在は、利息制限法以下の利率での貸付のみ＝「リスケジュール」しかでき

他方、現時点の資産は、手持ち現金が50万円、未収売掛金が10箇所計300万円、

隆会員…今日も皆様にお会いできて大変

ないため、弁護士に依頼するメリットはほとんどない（企業依頼は見かけない）。

商品在庫などが多数（定価どおりに販売できれば1000万円以上だが、販売目処の
立たない老朽在庫も多い）となっている。

うれしいので、スマイルします。

⑦経営者保証ガイドラインに基づく特定調停（後述。④や⑤の一態様）

Ｂは、銀行３社（１億）と取引先も４社ほど（800万円）、連帯保証している。
Ａ及びＢの債務問題を解決するため現実的に可能な法的手続は何か、法的手続

☆小保内義和会員…菊地克昌さんをはじめ、新入
会員の方々を歓迎して超久しぶりにスマイル致し

支援協議会の支援による事業再生、地域経済活性化支援機構（REVIC）の支援

【設問】

つもより美味しく感じました。来週以降も平穏に

☆山田

⑤私的整理その２～本格企業の存続に関する調整型～

～万が一のため、或いは行き詰まったお友達の「最後の救済手段」として～

☆吉田祐一会員…今月結婚記念日です。ひさびさ
☆中川めぐみ会員…6週間ぶりの例会ランチはい

店じまいができる場合や、資産が全くないため破産すらできない（代表者のみ

盛岡北ＲＣ・卓話

２ 個人の債務整理・倒産処理に関する法的制度（参考）

の概要や、受任弁護士が特に検討・対応すべき課題などを説明しなさい。

①自己破産

岩手県内で飲食店を営むＣ社の代表取締役Ｄは、先般から社会で生じた問題に

特に問題のない事案なら書面審査のみで終了（免責）＝申立代理人費用のみ

より数ヶ月間、売上の急減が続き、手持ち資金に余裕があるうちに、経営継続を

（本人申立なら実費のみ）、相応の事情あれば管財手続＝予納金10～30万円。

ます。本日の卓話は重いテーマになり恐縮ですが、

断念することとした。Ｃの債務は、金融機関２社に計5000万円（東銀3000万円、

②民事個人再生

いざという時のため参考にしていただくようお願

公庫2000万円。Ｄ保証付き）のほかは、20万円以下の小口の買掛が数件あるのみ

原則として、総債務の５分の１、総資産額、100万円のいずれか最大の額を

である。他方、Ｃの営業資産は限られたものしかないが、現在300万円の現預金

原則３年最大５年（36～60回）で返済し残債務の免除を受ける手続。債務額が

がある。Ｄは預金300万円のほか、数年前から住宅ローン返済中の自宅があり、

1000万円以内で月額２～５万円程度の返済原資が捻出できるなら、利用可能な

Ｄは近日中に転職し給与収入で住宅ローンの支払を続けたい希望である。

（利用すべき）制度。住宅ローン返済中なら、住宅ローン債務のみ約定どおり

いします。
☆北田春美会員…本日は素敵な新会員お二人にス
マイルです！内、お一人の高宮様は北ロータリー
に30年もいらっしゃる様な貫禄ですが…これから
の北ロータリー楽しみです♡

２

Ｃ及びＤにとって最も賢明な「店じまい」を実現するための法的手段は何か。

返済を続け、他の一般債務のみ減免を受けることが可能。

また、実現にあたって特に検討すべき点を説明しなさい。

第１
１
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- 1 様々な債務を抱えながら資金枯渇した企業の倒産処理

③任意整理
高利貸付規制までは引直計算（30％前後の年利を18％前後の年利に修正して

企業の債務整理・倒産処理に関する法的制度

履歴＝貸付と返済による利息の充当を再計算すると約定金利による返済の一部

①自己破産（自社による破産申立）

が元本の返済に充当され、大半の取引で元本が大幅減額となり、４～５年程度

☆日山健一会員…久しぶりに皆様にお会いできて

→言わずと知れた、「会社の店じまい＝お葬式」をするための手続

とても嬉しいです。新型コロナの終息を祈念して

→企業の破産申立は管財必須＝規模に応じ相応の予納金が必要＋代理人費用

がなされていた（平成20年前後がピークで、その後、ＣＭなどの現象が生じた

→小規模企業でも合計で数十万円、相応の規模なら200万円以上

ことは周知のとおり。平成25～30年までに概ね収束し、その後は利息制限法の

スマイルします。
☆髙橋

範囲内の貸付のみ＝引直計算による減免という事象自体がなくなった。
②民事再生（債務の大減免を通じた、現経営陣による会社再建）

理会員…新入会員として、高宮さんをお

迎え出来ましたことに感謝してスマイルします。
☆岩井澤昭一会員…みなさんお久しぶりです。
☆山地信行会員…例会再開に嬉しくてスマイルし
ます。この騒ぎが早く収束する様に…。

出 ○
席 ○
報 ○
告
○

で返済困難になり破産・再生をせざるを得ない者が多い）が、客観的に実現が

得て存続（基本的に現経営陣による経営継続）するための手続。一般債権者の

困難なのに全国規模で宣伝・集客し委任費用を支払わせた後、結局、リスケ後

債権額の50％以上の賛成があれば、大幅な債権カットも可能。

の支払が困難として破産・再生に移行し二重の費用負担をさせる都会の弁護士

→受任弁護士が膨大な事務処理を担わなければならないことが多い上、裁判

及び司法書士が散見られ、受任費用目当てで無理な委任をさせているのではと

所の手続も厳重になりやすく、破産を大きく上回る費用が必要（申立代理人の

の疑問を抱かざるを得ない。官報公告の忌避者が利用しており改善が望ましい。

費用と監督委員＝弁護士及び公認会計士の予納金の合計が、最低数百万円規模）
・中堅以上の規模の企業でないと利用しにくい＝以前から少額（軽作業）で
行う手続の提言があるも、実現は不透明
・取引先等の支援が得られない企業が利用しても数年程度で行き詰まる例が

③会社更生（経営陣や株主の入れ替えを前提とした抜本的な会社再建）

３

東日本大震災で被害を受けた企業等を対象とする特例的な救済手続（の例）

ア

企業向け：震災支援機構法に基づく機構などによる債権買取（再生支援）

イ

個人向け：個人版私的整理ガイドライン（に基づく二重ローン問題等の救済）
→破産手続よりも自由財産（残存資産）を多めに設定した（最大500万円）
→その後の激甚災害にも同種制度（被災者債務整理ＧＬ）が採用された。

→公的性格を有するなど「潰してはいけない会社」の再生のため厳重な手続
のもと債権者の個別権利行使を全面的に停止し、弁護士管財人と経営者管財人
が裁判所の監督のもと事業存続を協力に支援するが、そのような企業をダメに
した経営陣には任せてはいないとして、既存経営者は退場させ資本関係も大幅
修正させるのが通例。日本航空など相応の大企業の利用を前提とし、地方企業

40.00％

現在はリスケしかできないため、実際に利用可能な者は限られている（途中

→膨大な負債を抱えた企業が、破産を避けて全債権者から大幅な債務減免を

大半であった（ので、現在は、小規模企業には、ほぼ用いられていない？）

会員数 43名
出席数 21名
出席率 56.76％
前々回修正出席率

の取引があると過払状態に達しやすい＝業者側に返還請求できる）による解決

＝換価・配当などの後に会社は消滅するのが基本。

の利用はごく稀＝田舎の町弁には基本的にご縁がありません。
④私的整理その１～小規模企業の店じまい型～

４ 今回の新型ウイルス禍に伴う支援制度の紹介例や弁護士会等の取り組み等？
詳細は各弁護士会や弁護士個人（有志）のサイトを参照。
著名なものとして、
①永野海弁護士（静岡）の「個人・家族用、事業者用の支援カード」（別添）
②日弁連公式動画チャンネル「コロナ倒産を回避する危機対応の資金繰り対策」
https://www.youtube.com/channel/UCWuadyWQFtHKDfNh2ybkKpg

残余資産で全額弁済が可能になるなど、裁判所の手続（破産等）をせずとも
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第２ 小問(1)

これに対し、ＧＬでは「20万円未満の債権は対象外＝先行して弁済しても、

１ Ａ社の手続の選択と初動対応
上記のとおり、特段の事情（スポンサー＝今後の再建支援や申立関係費用の
提供などができる相応の企業が存するなど）がない限り、経営継続は困難で、
民事再生など他の手続も現実的ではないため、自己破産をせざるを得ない。
その上で、Ａ社は現金が50万円ほどで、事案の内容に照らし、「申立代理人
費用＋管財人予納金」には到底足りない（通常、前者すら賄える額ではない）。
そこで、相談・依頼を受けた弁護士は、総債権者に通知し理解を得て適正な
方法による資産換価を速やかに行い、これらの費用を用立てることになる。
破産手続（申立後）の一般的な流れ

２
ア

特に問題がなければ、申立後、裁判所は速やかに管財人を内定し、破産開始
決定を行う（迅速対応を要する事案では、事前調整の上、申立当日に開始決定
を行い、財産凍結等の措置を執ることもある）
。
本件のように申立関係費用が不足する事案では、支払停止後それを調達する
に足る程度の一定の換価回収（現金形成）をした後、申立を行うことになる。

イ

管財人は、破産法などの規定に基づき破産会社の財産関係を整理し換価回収
の業務を行い、配当原資の増殖につとめる。短期間で足りる作業だけであれば、
３～４ヶ月で十分だが、厄介な論点・紛争などがあれば数年規模になる。

ウ

破産せざるを得ない（この場合もＤのみＧＬで解決することは可能）
。

多額・多様な債務を負う一方、現預金が足りない企業の場合

公租公課や労働債権（の一部）などは、法律上、他の一般債権者に優先して

基本的に構わないとされている（民事再生の少額債権に倣った考え方。但し、
債権者が多数存在し、それらを全部弁済するとＧＬ手続による銀行等への弁済
額が破産配当額を下回る場合は、同様の按分弁済をすべきとされている）。
本件は、20万円未満が数件程度なので、先行全額弁済が許容される可能性が
高いが、心配であれば銀行等に告知し内諾（拒否的回答がないこと）を受けて
先行処理する（それを前提に、ＧＬ手続による処理を開始する）ことが可能と
思われる（
「金融以外の債務の総額や姿勢」がＧＬを利用できるかの分岐点）
。
２

経営者保証ＧＬスキームに基づく会社債務の整理（換価・弁済）
受任通知にて銀行にＧＬ手続による解決を提案し、内諾が得られれば、直ち

に閉店などの処理を開始（直ちに閉店することは必須ではないが、弁護士依頼
がなされるケースは、経常赤字が恒常化し、経営者も経営継続の意欲を失って
いるのが通常）。公租公課・労働債権の滞納があれば破産法等のルールに従い
優先弁済し、それらを終えて形成された配当原資を代理人が管理し、弁済計画

１ Ｃ及びＤの置かれた状況と方針選択
ア

Ｃの債務は総額5000万円（金融）＋α（小口債務）。
資産は預金300万円＋α（換価価値が少額の営業用動産）
。
事業継続を断念するなら、通常は、自己破産の申立。

イ

Ｄの債務は総額5000万円（金融保証債務）＋住宅ローン
資産は預金300万円のみ（住宅はオーバーローン）
同様に、通常は自己破産（300万円－申立費用・管財予納金概算50～60万円
＝240～250万円のうち、99万円が自由財産拡張により継続保持可＝140～150万
円ほどが配当対象となる）。ただ、その場合、自宅は（親族の購入等の事情が
ない限り）競売又は任意売却により手放さざるを得ない。
民事個人再生は、５分の１ルール＝総弁済額1000万円となるため非現実的。
そこで、経営者保証ガイドライン（ＧＬ）を利用し、自宅（住宅ローン契約）

の保持を図ることになる（ＧＬの複雑なルールの解説は省略）
。
ウ

では、Ｃの処理（手続選択）はどうするか（破産か、それ以外か）
。
ＧＬは、
「破産手続による配当見込み額を上回る弁済ができること（これは、
ギリギリまで経営を続けることで配当原資を枯渇させる前に事業を停止させる
ことなども含まれる）」と引き替えに、破産手続の自由財産拡張（99万円）を
上回る金額や「華美でない自宅」を残存させることを認めた手続である。
一般論として、受任弁護士（会社代理人）が換価業務にも関与し、特定調停
で会社もまとめて処理できれば、受任費用の総額は、「自己破産の申立費用＋
管財人報酬」の合計額を下回るはずである（後者は高額になりやすい）。
そこで、ＣとＤの双方をＧＬスキーム（特定調停による一括弁済）によって
対応することで、
「破産配当よりも多額の弁済を実現した」と銀行側に説明し、
Ｄの残存資産（＝債務免除額）をより多く確保できないか検討することになる。
ただ、ＧＬは金融機関の債権（銀行等）のみを対象とした手続であり一般の
取引上の債権（買掛債務）は対象としていない＝多額の買掛債務を負う場合、
その債権者が銀行と同様の減免スキームに応じるのでない限り、利用は無理＝
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理会員

＊国 際ロータリー日本事務局→5月29日まで在
菊地克昌さん

宅勤
＊米山記念獎学会→5月31日まで在宅勤務
２．来週以降の例会について

竹田・菊地税理士法人

代表社員税理士

推薦者＝小保内義和会員

まずは来週5/20予定では夜例会

新緑を愛でる

推薦者＝赤坂俊幸会員

また、本件はオーバーローンなので自宅の換価は当然不要となるが、無担保
不動産でも金額が低ければ、
換価不要又は評価額を大きく下回る代償金のみで、
保持が認められることが多い（とされている）。基本的な手続は会社と同じ。
弁済額（弁済計画）の内諾ができ次第、特定調停申立→調整後に成立・弁済。
第４

結語

かつてのように「生命保険で支払う」などは絶対にしない・させない

- 5 ほぼ「金融機関の債務だけ」の小規模事業者が早期撤退する場合

推薦者＝髙橋

によっては休会も考えられますのでその際は改め

＋未払の優先的債権の総額を下回れば、優先債権のみを対象に按分弁済（配当）

小問(2)

＊ガバナー事務所→当面の間、在宅勤務

代表取締役

㈱建塗装工業

いて最大で300万円程度の自由財産拡張（保持）が認められる場合がある。

第３

㈱二富電気

催したいと思います。ただし、今後の感染状況等

とは言えないが、会社Ｃの弁済を含めてそのような評価ができれば、預金につ

３ Ｂの手続→本件ではＡと共に破産手続。原則99万円未満の資産は自由財産。

応について

経営者保証ＧＬスキームに基づく保証債務の整理

解雇予告手当は対象外）。管財人が回収した金額（破産財団額）が管財人報酬

優先債権を弁済してもなお残余の財団額があれば、それをもとに一般債権者

高宮良作さん

売得金設定などを巡り協議が長期化する場合がある。
３

者健康福祉機構による立替制度も活用できる（所定賃金の８割相当額。但し、

への配当（債権額に応じた按分弁済）を実施し、終了となる。

１．新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた対

工藤健一さん（入会式、都合により欠席）

無担保の（又は金融機関が１番抵当権を設定する）優良不動産などがあれば、

最終的には「破産を上回る弁済原資が準備できたか」が重視されるので確実

エ

■新入会員紹介■

会でしたがこちらは例会変更とし、通常例会を開

案について協議の上、了解が得られれば特定調停申立→調停成立により弁済。

回収する権利が認められている（財団債権等）。未払賃金は一定の限度で労働

して終了となり、一般債権者への配当はゼロ（このような事案も多い）。

■幹事報告■
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■会長報告■
4月1日以来の本当に久しぶりの例会です。山田
隆さんの「酒あれこれ」みんなが大好きなお酒の

代表取締役

て連絡を差し上げます。
３．
４月号

月信

本日ボックスにいれましたが、おらほのホープ
藤澤大祐会員が掲載されています。寄稿はクラブ
会報委員長石社さんです。皆さん、ぜひご覧くだ
さい。
４．理事・役員会について
本日、例会後隣の「マーキュリー」で理事役員
会を開催します。

お話をしていただいた卓話が何ヶ月も前のことの
ように感じてしまうのは、自分だけかもしれませ
んがコロナで生活サイクルがくずれたからかもし
れません。
例年であればこの時期は、ロータリーの仲間と
春の味覚と桜の開花を楽しみにお花見会で大いに

■記念日おめでとうございます■（５月）
誕生日
平山健一会員（18日）

二宮一見会員（20日）

田村清記会員（18日）
結婚記念日

盛り上がり、地区では地区大会が盛大に開催され、

清水泰宏会員（11日）

田口純二会員（28日）

わくわくしながら過ごす季節ですが、今年は憎き

吉田祐一会員（31日）

山田

コロナウイルスの影響で自粛ということで北ロー
タリーも自粛せざるを得ない1 ヶ月半でした。
今日また例会が再開できましたこと、多くの会
員の皆様にご出席いただいたことうれしく思いま
す。そして、本日は高宮良作さん、菊地克昌さん
という、すばらしい2名の方に北ロータリーにご
入会いただきます。
推薦いただいた高橋理さんと小保内さんから入

隆会員（12日）

創立記念日
平山健一会員（１日）

北田春美会員（１日）

二宮一見会員（１日）

印部

大澤英夫会員（１日）

鈴木裕子会員（１日）

直会員（１日）

細野裕之会員（25日）
■出席累計表彰■（４月達成）
工藤正行会員（４年）

会式の時にご紹介いただきますが益々北ロータ
リーが楽しくなりそうです。どうぞよろしくお願
いいたします。そして、いつも具体的な事例とと
もに興味深い内容の卓話をしてくださる小保内弁
護士の卓話もあり盛りだくさんな本日の例会です。
どうぞよろしくお願いいたします。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

卓話予定：２月５日

西谷

巖会員

