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フィナンシャル・リストラクチャリング
Financial Restructuring

KPMGは、多くの企業 ・ 事業の再生支援に携わってきた豊富な経験と実績

をもとに、ステークホルダーへの透明性、衡平性を確保するフィナンシャル ・

リストラクチャリング戦略の策定・実行を支援します。

金融機関における過剰な不良債権の処理が日本経済にとって深刻な課題で

あった1990年代後半以降、 多くの企業/事業の再生支援に携わってきたKPMG

では、フィナンシャル・リストラクチャリング（企業における財務適正化・改善）に関

する豊富な経験とノウハウを有しています。 財務適正化 ・ 改善を図るにあたって

は、 ステークホルダーとの利害調整がしばしば必要になります。 そのような場合

には、 手続の透明性（利害関係者に手続に関する情報が開示されているか） ・

衡平性（利害関係者が衡平に扱われているか）をいかに担保していくかというこ

とが極めて重要です。 KPMGは、公認会計士を始め様々な専門知識を有するプ

ロフェッショナルが企業の財務状況を詳細に分析し、 信頼性が高く客観的な事

実を積上げていくことによって、フィナンシャル ・ リストラクチャリングにあたっての

透明性 ・ 衡平性の確保を支援しています。 また、そのような経験 ・ 実績を活かし

て、企業のフィナンシャル ・ リストラクチャリング戦略についてのアドバイスも提供

しています。

キャッシュフローに比べて借入額が多い

財務制限条項に抵触し、または既存の融資枠を超えて追加融資が必要である

金融機関との関係があまり良好ではない

市況が悪い中で、借り換えの必要が生じてしまった

予算に対して実績が常に下回っている

資金繰りが悪化している

フィナンシャル・リストラクチャリングの検討が必要な場合
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金融機関における過剰な不良債権の処理が日本経済にとって深刻な課題であった
1990年代後半以降、多くの企業/事業の再生支援に携わってきたKPMG FASグルー
プでは、フィナンシャル・リストラクチャリング（企業における財務適正化・改善）に関
する豊富な経験とノウハウを有しています。財務適正化・改善を図るにあたっては、
ステークホルダーとの利害調整がしばしば必要になります。そのような場合には、手
続の透明性（利害関係者に手続に関する情報が開示されているか）・衡平性（利害
関係者が衡平に扱われているか）をいかに担保していくかということが極めて重要で
す。KPMG FASグループは、公認会計士を始め様々な専門知識を有するプロフェッ
ショナルが企業の財務状況を詳細に分析し、信頼性が高く客観的な事実を積上げ
ていくことによって、フィナンシャル・リストラクチャリングにあたっての透明性・衡平性
の確保を支援しています。また、そのような経験・実績を活かして、企業のフィナンシャ
ル・リストラクチャリング戦略についてのアドバイスも提供しています。

以上のような財務上の問題が生じている場合には、バランスシートの再構成・再設
計が必要になる可能性があります。
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KPMG FASグループは、多くの企業・事業の再生支援に携わってきた豊富
な経験と実績をもとに、ステークホルダーへの透明性、衡平性を確保する
フィナンシャル・リストラクチャリング戦略の策定・実行を支援します。

以上のような財務上の問題が生じている場合には、バランスシートの再構築 ・ 再設

計が必要になる可能性があります。
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企業や事業が直面している問題点を適確に理解するために、まず初めに予備調

査を行います。 経営者との面談や（生産設備等の）現地調査等を行いながら、ヒ

ト・モノ・カネを含めた経営資源の状況の把握のみならず、内部統制の状況や経

営管理体制等も含め内部環境を把握します。 一方で、 企業／事業の立脚する

市場等の外部環境を合わせて把握することにより、 企業/事業が取り組まなけれ

ばならない主要な課題を特定し、 企業/事業への今後の影響について分析しま

す。 事業計画の適切性や実現可能性についても検討・評価し、代替案を含めて

助言します。

フィナンシャル ・ リストラクチャリングが必要となる局面においては、資金繰りに余

裕のないケースが多く、その適切な管理は、フィナンシャル・リストラクチャリングを

実行するにあたって不可欠な要素です。 KPMGでは、 まず企業の資金ポジショ

ンと足元の資金需要を迅速に調査し、 利用可能な資金を把握します。 その上で

資金繰りの報告体制 ・ 管理体制の改善策について提案を行い、確固たる資金計

画の策定を支援します。 さらに、 その資金計画の実行状況のモニタリングや利

用可能資金を増加させるための施策実行（債権回収期間の短縮、 不要資産の

処分等）を支援します。

利害関係者を巻き込むフィナンシャル ・ リストラクチャリング（リファイナンス、新規

借入、 増資、 債務のリスケジュール等）においては、 利害関係者に対して、 企業

/事業に関する実現可能性の高い事業計画/資金計画を示すことが必要です。

(1)、 (2)において得た情報を基に、 事業計画/資金計画で用いられている前提

条件 ・ 仮定を把握し、シミュレーション（感応度分析）を行った上で、そのリスクと

機会についてアドバイスします。 また、 債権者や株主等の利害関係者の立場か

ら見た経済合理性について考慮し、客観性の高い事業計画/資金計画の立案を

支援します。

実態バランスの把握を行うにあたり、一定の基準/ルールに基づいて、各資産/負

債の価値評価を行います。 また、資産等を処分した場合に、どのくらいの回収が

見込めるのかについて同種の事例等を参考にしながらアドバイスします。

（１）予備調査

	 （Diagnostic	assessment）

（２）資金繰り/運転資金管理

	 （Liquidity	and	working	capital
	 	management）

（３）客観性の高い事業計画/資金計画

	 の立案

	 （Development	of	robust
	 operational	and	financial	plans）

（４）価値評価/価格分析

	 （Valuation	and	pricing	analysis）

Distressed Distressed/Stressed Underperforming

企
業
価
値

時間
キャッシュフロー
クライシス

キャッシュフロー安定化 バランスシートの改善

フィナンシャル・リストラクチャリング オペレーショナル
リストラクチャリング

収益性の改善

★

（8）代替案の立案(7)利害関係者との交渉支援

(6)財務戦略・資金調達手段に関わるアドバイス

(4)価値評価/価格分析

(3)客観性の高い事業計画/資金計画の立案

(2)資金繰り/運転資金管理

(1)予備調査

(5)不良・不要事業/資産売却

KPMG FASグループのフィナンシャル・リストラクチャリングのアプローチ

企業や事業が直面している問題点を適確に理解するために、まず初めに予備調査
を行います。経営者との面談や（生産設備等の）現地調査等を行いながら、ヒト・モ
ノ・カネを含めた経営資源の状況の把握のみならず、内部統制の状況や経営管理
体制等も含め内部環境を把握します。一方で、企業／事業の立脚する市場等の外
部環境を合わせて把握することにより、企業/事業が取り組まなければならない主要
な課題を特定し、企業/事業への今後の影響について分析します。事業計画の適
切性や実現可能性についても検討・評価し、代替案を含めて助言します。

フィナンシャル・リストラクチャリングが必要となる局面においては、資金繰りに余裕の
ないケースが多く、その適切な管理は、フィナンシャル・リストラクチャリングを実行
するにあたって不可欠な要素です。KPMG FASグループでは、まず企業の資金
ポジションと足元の資金需要を迅速に調査し、利用可能な資金を把握します。その
上で資金繰りの報告体制・管理体制の改善策について提案を行い、確固たる資金
計画の策定を支援します。さらに、その資金計画の実行状況のモニタリングや利用
可能資金を増加させるための施策実行（債権回収期間の短縮、不要資産の処分
等）を支援します。

利害関係者を巻き込むフィナンシャル・リストラクチャリング（リファイナンス、新規借入、
増資、債務のリスケジュール等）においては、利害関係者に対して、企業/事業に関
する実現可能性の高い事業計画/資金計画を示すことが必要です。(1)、(2)におい
て得た情報を基に、事業計画/資金計画で用いられている前提条件・仮定を把握
し、シミュレーション（感応度分析）を行った上で、そのリスクと機会についてアドバ
イスします。また、債権者や株主等の利害関係者の立場から見た経済合理性につ
いて考慮し、客観性の高い事業計画/資金計画の立案を支援します。

実態バランスの把握を行うにあたり、一定の基準/ルールに基づいて、各資産/負債
の価値評価を行います。また、資産等を処分した場合に、どのくらいの回収が見
込めるのかについて同種の事例等を参考にしながらアドバイスします。

（１）予備調査

（Diagnostic assessment）

（２）資金繰り/運転資金管理

（ Liquidity and working capital 
management）

（３） 客観性の高い事業計画/資金計画の
立案

（ Development of robust 
operational and financial 
plans）

（４）価値評価/価格分析

（ Valuation and pricing 
analysis）

KPMGのフィナンシャル・リストラクチャリングのアプローチ
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フィナンシャル ・ リストラクチャリングは、できるだけ短期間に実行し、本業に経営

資源を再投入していくことが求められます。 ノンコア事業や遊休資産等から成

る不良 ・ 不要事業／資産は短期間に売却し、 かつできるだけ多くの回収を行う

ことがフィナンシャル ・ リストラクチャリングにおける一つのプロセスとなります。

KPMGは、 企業のフィナンシャルアドバイザーとして、 売却手続の透明性の確保

（e.g. 入札手続きの実施）を行いながら、買手候補に提供する情報を適確にコン

トロールすることによって、短期間でより多くの回収を得られるような事業・資産売

却を支援します。

企業/事業における既存の借入のストラクチャーと今後の資金ニーズを把握する

一方、レンダー （貸し手）それぞれのポジショニング（メイン ・ 準メイン ・ 取引経緯

等）を整理します。 債権の最大回収を目標とするレンダーに対してリファイナン

スの交渉を行うにあたり、 想定される論点を整理し、 またレンダーから提示される

リファイナンス条件を財務に反映した場合、 どのような影響が想定されるのか等

についてアドバイスを提供します。 さらに、リファイナンス等の提案がうまくいかな

かった場合の代替案や、その次のアクションについて検討し、企業の財務戦略 ・

資金調達を総合的にサポートします。

フィナンシャル ・ リストラクチャリングを実施するにあたり、利害関係者との交渉が

必要になります。 どのような提案を利害関係者に行っていくのか、その提案内容

の作成を支援します。 また、 必要に応じて、 フィナンシャルアドバイザーとして、

交渉プロセスを包括的に支援・リードします。

立場の異なる多数の利害関係者が存在する場合には、企業が提案するフィナン

シャル ・ リストラクチャリングプラン等に対して、様々な異論が生じるケースが一般

的です。 一部の利害関係者が反対したり、一部の内容について修正を求められ

たりすることがあります。 このような場合に、どのようなアクションをとるのか、また、

代替案を提示するのかといった判断が求められます。 フィナンシャル ・ リストラク

チャリングには時間的な制約の多いことが一般的な中で、 判断の遅れは選択肢

を狭める結果につながります。 フィナンシャル・リストラクチャリング案の提示の前

に、 こうした代替案を検討し、 またそれぞれの財務上の影響についてシミュレー

ションを実施しておくことが重要です。 KPMGは、多数のフィナンシャル ・ リストラ

クチャリング案件に関与した経験を活かし、 こうした代替案の検討をサポートしま

す。

（５）不良・不要事業/資産売却

	 （Distressed	M&A）

（７）利害関係者との交渉支援

	 （Debt	negotiation	/	support）

（６）財務戦略・資金調達手段に

	 関わるアドバイス

	 （Strategic	financial	advice
	 /	advice	on	alternative
	 financing		options）

（8）代替案の立案

	 （Contingency	planning）

Distressed Distressed/Stressed Underperforming

企
業
価
値

時間
キャッシュフロー
クライシス

キャッシュフロー安定化 バランスシートの改善

フィナンシャル・リストラクチャリング オペレーショナル
リストラクチャリング

収益性の改善

★

（8）代替案の立案(7)利害関係者との交渉支援

(6)財務戦略・資金調達手段に関わるアドバイス

(4)価値評価/価格分析

(3)客観性の高い事業計画/資金計画の立案

(2)資金繰り/運転資金管理

(1)予備調査

(5)不良・不要事業/資産売却

KPMG FASグループのフィナンシャル・リストラクチャリングのアプローチ

企業や事業が直面している問題点を適確に理解するために、まず初めに予備調査
を行います。経営者との面談や（生産設備等の）現地調査等を行いながら、ヒト・モ
ノ・カネを含めた経営資源の状況の把握のみならず、内部統制の状況や経営管理
体制等も含め内部環境を把握します。一方で、企業／事業の立脚する市場等の外
部環境を合わせて把握することにより、企業/事業が取り組まなければならない主要
な課題を特定し、企業/事業への今後の影響について分析します。事業計画の適
切性や実現可能性についても検討・評価し、代替案を含めて助言します。

フィナンシャル・リストラクチャリングが必要となる局面においては、資金繰りに余裕の
ないケースが多く、その適切な管理は、フィナンシャル・リストラクチャリングを実行
するにあたって不可欠な要素です。KPMG FASグループでは、まず企業の資金
ポジションと足元の資金需要を迅速に調査し、利用可能な資金を把握します。その
上で資金繰りの報告体制・管理体制の改善策について提案を行い、確固たる資金
計画の策定を支援します。さらに、その資金計画の実行状況のモニタリングや利用
可能資金を増加させるための施策実行（債権回収期間の短縮、不要資産の処分
等）を支援します。

利害関係者を巻き込むフィナンシャル・リストラクチャリング（リファイナンス、新規借入、
増資、債務のリスケジュール等）においては、利害関係者に対して、企業/事業に関
する実現可能性の高い事業計画/資金計画を示すことが必要です。(1)、(2)におい
て得た情報を基に、事業計画/資金計画で用いられている前提条件・仮定を把握
し、シミュレーション（感応度分析）を行った上で、そのリスクと機会についてアドバ
イスします。また、債権者や株主等の利害関係者の立場から見た経済合理性につ
いて考慮し、客観性の高い事業計画/資金計画の立案を支援します。

実態バランスの把握を行うにあたり、一定の基準/ルールに基づいて、各資産/負債
の価値評価を行います。また、資産等を処分した場合に、どのくらいの回収が見
込めるのかについて同種の事例等を参考にしながらアドバイスします。

（１）予備調査

（Diagnostic assessment）

（２）資金繰り/運転資金管理

（ Liquidity and working capital 
management）

（３） 客観性の高い事業計画/資金計画の
立案

（ Development of robust 
operational and financial 
plans）

（４）価値評価/価格分析

（ Valuation and pricing 
analysis）
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