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は し が き

10年ひと昔というが、かのリーマンショックが起こってからはや10年以上

が経過し、時代も世相も大きく様変わりしたものの、景気変動や経済浮沈の

大きな波は今一つはっきり見えてこない。経済情勢に大きく影響を受ける企

業再生の世界で一つ言えることは、この10年で確実に、企業再生の中心は法

的整理から私的整理へと移り変わったことである。この10年で、法的整理の

案件数は劇的に減少し、私的整理による再建の件数は大幅に増加した。法的

整理を選択する場合でも、商取引債権者を保護するスキーム等により、私的

整理に類似した再建策がとられることが多い。

私的整理は、もがき苦しみながら生きている経営不振企業を、時にはソフ

トな対症療法で、時には抜本的な荒療治を行ってターンアラウンドする経済

活動である。法律に基づく強制的な債権放棄を伴う法的整理との根本的な相

違は、債権者や経営者、株主といった経営不振企業にかかわるすべてのス

テークホルダーが、同じ方向を向いて、かつ、自らの意思で、場合によって

は大きな痛みを伴いながら支援の手を差し伸べ、企業の抜本的な再建を図る

点にある。企業再生の本質は、企業のステークホルダーがwin-win の関係

を構築しつつ事業や雇用を継続し、ひいては社会経済全体にプラスの貢献を

することにあり、その本質からしても、私的整理が企業再生のメイン手法と

なることは必然であり、望ましい状況であるといえる。政府の施策も、私的

整理中心のトレンドに大きく寄与している。

本書は、このように現在、企業再生のメイン手法となっている私的整理に

関して、債権放棄・第二会社方式、DES、DDS といったバランスシート改

革の手法（金融支援手法）、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会等の手

続・公的機関（準則型私的整理）をはじめとして、私的整理から法的整理へ

の移行、私的整理に伴う労務問題、登記、税務にいたるまで、私的整理に関

して実務上問題となるほぼすべてのテーマを網羅して解説を行っている。ま

た、実際の事例をベースに作成した私的整理における事業再生計画の実例を
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もとに、具体的な計画づくりの全体像をイメージできるようにしている。

本書は主に、企業再生の現場に携わることがある弁護士、公認会計士、税

理士、中小企業診断士、コンサルタント、金融機関担当者等の専門家を読者

として想定しているが、比較的平易に多くのテーマを網羅しているため、専

門的知識をさほど有していない企業の財務・法務担当者等にもご活用いただ

ける内容となっている。類書は数多くあるが、適度な分量で必要十分に私的

整理の全体像を網羅した書籍はあまりなく、多くの読者のお役に立てるので

はないかと自負している。

本書の執筆にあたっては、筆者らの所属する事務所の森川舞司法書士、児

玉牧子司法書士に協力してもらった。そして、民事法研究会の田中敦司氏、

近藤草子氏には、筆者らの遅筆に根気よくお付き合いいただき、多大なるご

尽力をいただいた。本書が日の目を見るに至ったのはひとえに両氏の辛抱強

さの賜であり、執筆者一同、感謝の念に堪えない。

最後に、本書を多くの専門家や実務家にご活用いただき、一社でも多くの

経営不振企業が私的整理による再建を果たし、経営者や従業員、その家族、

債権者等々の関係者が、平穏かつ前を向いて日々の経営や業務に励むことが

できるようになることを切に願っている。

平成31年 2 月

� 執筆者を代表して　弁護士　山　崎　良　太
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Ⅰ　企業再生の潮流～中小企業の私的整理の拡大

1　経済情勢と企業再生

企業の再生手法は、時代を映す鏡である。

企業再生の仕組みや手法は、1990年代後半の金融危機が一息ついた2000年

代初頭から、金融機関の不良債権の抜本処理を目的として整備されてきた。

2000年に施行された民事再生法や、2001年に策定された「私的整理に関する

ガイドライン」が先鞭である。

これらの各種手法は企業再生の実務において着実に運用が積み重ねられ、

各種専門家等のプレイヤーは大幅に増加し、企業再生の手法は定着をみた。

日本経済はその後、短期間の好況期を迎えたが、2008年のリーマンショック

による世界的な不況・景気低迷を受けて、事業再生 ADR 手続の創設その他

一層の整備が進められてきた。

企業再生の手法、とりわけ私的整理の手法は、当初、大企業向けの金融支

援（債権放棄や Debt Equity Swap（DES））を行うための仕組みがメインで

あったが、徐々に、膨大な数の中小企業群を対象とした再建手法の整備が主

たるテーマとなっていった。その中核である中小企業再生支援協議会（以

下、「協議会」という）は、2003年から各都道府県において創設され活動を開

始していたが、2007年の中小企業再生支援全国本部の設置以降、制度として

の整備が進んだ。リーマンショック後の2009年にはいわゆる金融円滑化法が

制定され、さらには2011年に発生した東日本大震災後の復興支援の必要性が

高まったことを受けて協議会の役割・機能も強化され、協議会を中心とした

中小企業の再生実務がスタンダードとなった。

2016年は、日本の総人口が近代以降で初めて減少した年である。各地方で

は以前から人口減少・少子高齢化が進行しており、地域経済活性化、さらに

は「地方創生」が国の施策の随所に掲げられるようになった。地方創生のた
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めの地域金融機関のあり方の文脈に中小企業の再生支援が位置付けられ、再

生支援は地域金融機関が日常業務として取り組むべきものとされた。金融機

関による企業の再生支援、すなわち私的整理は、もはや何ら特殊なものでは

なく、現代日本においてはごく一般的に行われる金融機関による取引先支援

の一手法となっているのである。

2　私的整理とは

私的整理とは、企業再生の手法のうち、法的整理（会社更生、民事再生、

特別清算、破産等）によらずに、債務者と債権者の合意の下で行われる債務

整理の手続をいう。

過大な債務によって経営難に陥っている債務者について、債権者と債務者

の合意の下、さまざまなデット・リストラクチャリングの手法（リスケ

ジュール、債権放棄、DES、Debt Debt Swap（DDS）等）を用いて過剰債務の

条件を変更し、または債務の額を圧縮したうえで、債務者の事業の再建を図

る、というのが私的整理の骨格である。私的整理において対象となる債権者

は主に金融機関であり、商取引債権者は対象とならない。

私的整理は、かつては特定の法律やルールが存在せず、当事者間の交渉・

合意で債務を整理する、いわゆる任意の私的整理で行うのが主であったが、

2000年代に入り、私的整理の円滑な遂行を図るための「私的整理ガイドライ

ン」や、その後継制度としての事業再生 ADR 等が導入された。

また、公的機関である、協議会、株式会社地域経済活性化支援機構等も、

私的整理の円滑化を図るため、第三者的な立場から私的整理における債権

者・債務者の利害調整等を行っている（事業再生 ADR 等の各種制度や支援協

等の政府系機関を利用する私的整理を、近時、準則型私的整理と呼ぶことがある）。

準則型私的整理を利用する目的としては、①金融機関調整の円滑化、②第

三者による検証を経ることによる事業再生計画（特に金融支援の方法および金

額）の妥当性・公平性の確保、③税務リスクの回避（債権放棄に際しての税務

上の損金算入の確保。なお、民事再生や特別清算等の法的整理でも税務上の損金
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算入が可能である）が主な点である。

このほか、債務者が任意にバンクミーティングを開催して事業再生計画に

ついて金融機関の同意を得て行う、任意の私的整理も現在も利用されてい

る。

3　私的整理が実務のスタンダード

私的整理は金融機関のみを対象債権者とするのに対し、法的整理は商取引

債権者をも対象として多額の債権放棄を求める手続である。私的整理は秘密

裏に進められるが、法的整理は裁判所に申し立てるとともに申立ての事実は

公知となり、事業価値や信用力の毀損の度合いは私的整理と比較して格段に

大きくなる。現代の経営不振企業は日本経済全体の地盤沈下や人口減少等か

ら売上増が期待できず、またリストラやコストカットの余地が乏しい企業が

多いため、経営改善計画を策定すること自体、容易ではないことが多い。そ

のため、法的整理による事業価値の毀損（取引打切り、取引条件見直し等）に

は耐えられず、法的整理による再建は極めて困難と想定される企業も多い。

そのため、現在の企業再生の実務においては、私的整理がスタンダードで

あり、やむを得ない場合や必要性が高い場合にのみ法的整理が選択されてい

るといってよい（民事再生の申立件数は2002年頃は全国で年間1000件以上、2010

年頃でも年間800件を超えていたが、2017年は全国で140件にとどまる。これに対

し、協議会を利用した私的整理の件数は、ピークの2013年には全国で約2500件、

2017年はかなり減少したがそれでも600件以上にのぼる）。

法的整理が選択されるのは、資金ショートが迫りやむを得ず申し立てされ

るケースが大部分であるが、それに加えて、私的整理成立のための経済条件

が維持できない（商取引債権の弁済の確保、金融機関の経済合理性の確保が困

難）、経営者の粉飾等が発覚したことにより金融支援が困難である、多額の

損害賠償請求を受けている等偶発債務・簿外債務の問題が存するといった事

情がある場合や、これらの点を踏まえたスポンサー企業の意向によって法的

整理を選択することもある。
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4　リスケジュールと抜本的再建

前記のとおり、2008年のリーマンショック後の2009年、金融円滑化法が施

行された。同法により、約40万社もの中小企業に対する金融債務のリスケ

ジュールが実行され、多くの企業はこれにより破綻を免れたが、リスケ

ジュール実行後の「円滑化法の出口」が問われることとなった。

一つの解として、東日本大震災後の2012年以降、協議会の新しい運用方式

として、「暫定リスケ」スキームが導入された。これは、営業赤字であるた

め現時点では経営改善計画を策定できない債務者や債務償還年数が数十年と

超長期となる債務者について、 3 年程度の暫定リスケ期間を設定し、その期

間中に事業・収支を好転させ、経営改善計画を策定することを目的とするも

のである。やや問題先送り型でありつつも、当時の円滑化法適用企業の実情

に沿ったスキームであるといえ、その後も協議会を利用する大多数の企業が

この「暫定リスケ」スキームを用いてリスケジュールを行うようになった。

また、2013年には、中小企業庁の認定を受けた認定支援機関（税理士、中

小企業診断士等の専門家）が経営改善計画を策定する際にデューディリジェ

ンス費用等の一部を助成する施策が導入され（いわゆる405事業）、多くの中

小企業が同制度の適用を受けて、専門家の支援によりリスケジュールを前提

とした経営改善計画の策定を進めるようになった。

このように、現在の私的整理の中心的手法は金融債務のリスケジュールで

ある。他方、企業の抜本的な再建のためには、リスケジュールのみでなく過

剰債務の解消に資する思い切った財務リストラ（債権放棄）が本来的には必

要なことが多い。また、中小企業の多くは何らかの経営上の課題を抱えてお

り、真に経営の改善・強化を図るためには、スポンサーの支援を受けた抜本

的な経営改善・事業再生を実現することが望ましい。そのため、資金繰り状

況や経営状況の悪化が進んだ企業に対しては、M&A を実行するとともに過

剰債務解消のための金融支援（債権放棄）が行われる必要がある。中小企業

に関しても、M&A を実行するためのインフラ、情報網はこの十数年間で飛
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躍的に拡大しており、再生事案を含む中小企業の M&A 件数は増加し続け

ている。

現在の実務では、企業が金融機関から債権放棄を受けるスキームとしては

いわゆる第二会社方式（スポンサーに事業譲渡または会社分割により事業を承継

し、債務者企業は特別清算手続により債権放棄を受ける方式）が主に用いられて

いる。協議会においても第二会社方式による債権放棄案件に取り組むことも

多くなったが、リスケジュール対象となる企業と比べると圧倒的少数にとど

まっている。
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Ⅱ　資本金の額の減少

1　会社法上の手続

⑴　資本金の額の減少・準備金の額の減少の手続
資本金の額の減少・準備金の額の減少の手続の流れは以下のとおりであ

る。

ア　資本金の額の減少の株主総会決議

資本金の額の減少を行うと、株主が払い込んだ資本金が分配可能なその他

資本剰余金に変わり、株主が害されるおそれがあることから、原則として、

株主総会の特別決議により、①減少する資本金の額、②減少する資本金の額

の全部または一部を準備金とするときはその旨および準備金の額、③資本金

の減少がその効力を生ずる日を定める必要がある（法447条 1 項、309条 2 項

9 号）。なお、減少する資本金の額は、効力発生時における資本金の額を超

えてはならない（法447条 2 項）。また、資本金の額を減少して、資本金の額

を 0 円とすることも可能である。

他方、資本金の額の減少の目的が資本の欠損補填にあり、定時株主総会に

おいて、定時株主総会における欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少

する場合には、新たに分配可能額を生じさせないことから、普通決議で行う

ことが可能である（法309条 2 項 9 号イ・ロ）。さらに、株式の発行と同時に

資本金の額を減少する場合には、株式の発行により資本金の額も増額するこ

ととなり、資本金の額の減少の効力が生じた日後の資本金の額が資本金の額

の減少前の資本金の額を下回らない時は、株主総会決議は不要で、取締役会

決議のみで承認することが可能である（法447条 3 項）。
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イ　準備金の額の減少の株主総会決議

準備金には資本準備金と利益準備金があるが、会社法上、どちらを先に減

少しなければならないかに決まりはなく、会社による選択が可能である。

準備金の額の減少を行う場合、株主総会の普通決議により、①減少する準

備金の額、②準備金の額の全部または一部を資本金とするときはその旨およ

び資本金とする額、③準備金の額の減少の効力発生日を定めることが必要で

ある（法448条 1 項）。なお、減少する準備金の額は、効力発生日における準

備金の額を超えてはならない（同条 2 項）。

ただし、剰余金の配当等を取締役会等で決定する旨の定めがある会社が、

資本の欠損を填補する目的で欠損の額を超えない範囲で準備金の額を減少す

る場合には、①および③については株主総会ではなく計算書類等を承認する

取締役会決議で定めることも可能である（法459条 1 項 2 号）。

また、株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合で、準備金の額の減

少の効力が生じた日後の準備金の額が効力発生日前の準備金の額を下回らな

【書式 8 -13】　議案記載例④　資本金の額の減少

議案　資本金の額の減少に関する件

　議長は、資本金○○万円のうち金○○万円を減少して金○○万円としたい
旨を述べ、以下の事項につきその承認を求めたところ、満場異議なくこれを
承認可決した。

記
　 1 　減少する資本金の額　金○万円
　 2 　効力発生日　平成○年○月○日
　 3 　減少する資本金の全部（又は一部）（金○万円）を準備金とすること

13

13　減少する資本金の全部または一部を資本準備金とする場合は、同議案 3 のとおり準備金とする
額および準備金とする旨もあわせて決議する。
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【主な著書・論文】　『倒産法全書 〔第 2 版〕』（監修、商事法務、2014年）、『証
券訴訟（企業訴訟実務問題シリーズ）』（中央経済社、2017年）、『企業再生の法務
──実践的リーガルプロセスのすべて〔改訂版〕』（監修、金融財政事情研究会、
2012年）、『DIP 型民事再生手続の実務と M&A 戦略』（商事法務、2009年）、
『DES・DDS の実務〔第 3 版〕』（編著、金融財政事情研究会、2014年）、『書式　
会社非訟の実務〔改訂版〕』（共著、民事法研究会、2008年）、『書式　民事再生の
実務〔全訂 3 版〕』（共著、民事法研究会、2007年）ほか多数
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〔編　者〕

◆山崎　良太（Ryota YAMASAKI）

東京大学法学部卒業
森・濱田松本法律事務所　パートナー弁護士
第二東京弁護士会所属
【主な業務分野】　倒産・事業再生、M&A、訴訟・紛争処理、コンプライアンス等
【主な著書・論文】　『経営者保証ガイドライン実践活用 Q&A―担保・保証に依存
しない融資はこう進める―』（共著、銀行研修社、2018年）、「持続可能な公共交通
の再構築の実現と地方創生』事業再生と債権管理153号（共著、2016年）、『DES・
DDS の実務〔第 3 版〕』（共著、金融財政事情研究会、2014年）、『倒産法全書
〔第 2 版〕』（共著、商事法務、2014年）等
� 〔第1章担当〕

◆稲生　隆浩（Takahiro INOU）

早稲田大学法学部卒業
森・濱田松本法律事務所　パートナー弁護士
東京弁護士会所属
【主な業務分野】　倒産・事業再生、M&A、訴訟・紛争
【主な著書・論文】　「私的整理中企業の買収時の留意点」企業会計69号（2017
年）、「持続可能な公共交通の再構築の実現と地方創生」事業再生と債権管理153号
（共著、2016年）、『DES・DDS の実務〔第 3 版〕』（共著、金融財政事情研究会、
2014年）、『倒産法全書 〔第 2 版〕』（共著、商事法務、2014年）等
� 〔第 3 章・第 7 章担当〕
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〔執筆者〕

◆濱　　史子（Fumiko HAMA）

慶応義塾大学法学部卒業
森・濱田松本法律事務所　弁護士
東京弁護士会所属
【主な業務分野】　倒産・事業再生、M&A、訴訟・紛争処理、コンプライアンス等
【主な著書・論文】　『倒産法全書 〔第 2 版〕』（共著、商事法務、2014年）、『企
業再生の法務――実践的リーガルプロセスのすべて〔改訂版〕』（共著、金融財政
事情研究会、2012年）等

◆浅井　大輔（Daisuke ASAI）

東京大学法学部卒業
東京大学法科大学院修了
Cornell�Law�School 卒業
森・濱田松本法律事務所　弁護士（日本及びニューヨーク州）
第二東京弁護士会
【主な業務分野】　倒産・事業再生、訴訟・紛争処理、M&A、危機管理等
【主な著書・論文】　『Guide�to�Restructuring,�Turnaround�and�Insolvency�in�Asia�
Pacific�2018』（共著、Herbert�Smith�Freehills,�2018）、『The�Legal�500�: 2 nd�Edi-
tion�Restructuring�&� Insolvency�Comparative�Guide』（共著、The� In-House�
Lawyer,　2018）、『経営者保証ガイドライン実践活用Q&A―担保・保証に依存し
ない融資はこう進める―』（共著、銀行研修社、2018年）、「Charterer の倒産時に
おける傭船契約の取扱いと Owner の取り得る手段」海事法研究会誌234号（共
著、2017年）、『企業再生の法務〔改訂版〕』（共著、金融財政事情研究会、2012年）
等
� 〔第 2 章・第 3 章担当〕
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◆川端　健太（Kenta KAWABATA）

慶應義塾大学法学部卒業
東京大学法科大学院修了
森・濱田松本法律事務所　弁護士
第二東京弁護士会
【主な取扱い分野】　訴訟・紛争処理、倒産・事業再生、不動産、M&A、コンプラ
イアンス等
【主な著書・論文】　『製品事故・不祥事対応の企業実務』（共著、民事法研究会、
2015年）、『環境訴訟』（共著、中央経済社、2017年）、『業務場面でつかむ！　民法
改正で企業実務はこう変わる』（共著、第一法規、2018年）等
� 〔第 2 章・第 4 章・第 6 章・第 7 章担当〕

◆田尻　佳菜子（Kanako TAJIRI）

早稲田大学政治経済学部卒業
東京大学法科大学院修了
森・濱田松本法律事務所　弁護士
第二東京弁護士会
【主な業務分野】　倒産・事業再生、訴訟・紛争処理、M&A、危機管理等
【主な著書・論文】　『経営者保証ガイドライン実践活用 Q&A―担保・保証に依存
しない融資はこう進める―』（共著、銀行研修社、2018年）、『担保権消滅請求の理
論と実務�』（共著、民事法研究会、2014年）等
� 〔第 5 章担当〕

◆長谷　修太郎（Shutaro HASE）

東京大学法学部卒業
東京大学法科大学院修了
弁護士法人森・濱田松本法律事務所福岡オフィス　法人アソシエイト弁護士
福岡県弁護士会所属
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【主な業務分野】　倒産・事業再生、M&A、訴訟・紛争処理、コンプライアンス等
【主な著書・論文】　『経営者保証ガイドライン実践活用 Q&A―担保・保証に依存
しない融資はこう進める―』（共著、銀行研修社、2018年）、『企業危機・不祥事対
応の法務〔第 2 版〕』（共著、商事法務、2018年）等
� 〔第 2 章・第 8 章担当〕

◆川端　遼（Ryo KAWABATA）

東京大学法学部卒業
東京大学法科大学院修了
ニューヨーク大学ロースクール修了（LL.M）
森・濱田松本法律事務所　弁護士
第二東京弁護士会
【主な業務分野】　倒産・事業再生、訴訟・紛争処理、M&A、ベンチャー等
【主な著書・論文】　『Guide� to�Restructuring�Turnaround�and� Insolvency�Asia�
Pacific�2016』（共著、Herbert�Smith�Freehills,�2016）、『実践　就業規則見直しマ
ニュアル』（共著、労働法務、2014年）、「法的整理の概要と債権回収」銀行実務
2013年11月号（共著、2013年）等
� 〔第 8 章担当〕

◆鴛海　量明（Kazuaki OSHIUMI）

東京大学経済学部卒業
税理士法人おしうみ総合会計事務所　公認会計士・代表社員税理士
日本公認会計士協会東京会・東京税理士会所属
【主な業務分野】　法人税務顧問、法人決算サポート、資産税、倒産・事業再生等
【主な著書】　『倒産法全書 〔第 2 版〕』（共著、商事法務、2014年）、『企業再生の
法務――実践的リーガルプロセスのすべて〔改訂版〕』（共著、金融財政事業研究
会、2012年）、『M&A 事業再生用語辞典』（共著、日経 BP 社、2006年）、『連結
ディスクロージャーの実務』（共著、日本法令、2001年）
� 〔第 3 章担当〕
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◆磯村　文靖（Fumiyasu ISOMURA）

日本大学法学部卒業
日本大学大学院法学研究科修了
磯村会計事務所　税理士
東京税理士会所属
【主な業務分野】　法人税務顧問、法人決算サポート、資産税、倒産・事業再生等
【主な著書】　『有価証券と会社税務』（共著、財経詳報社、2003年）、『Q&A税効果
会計と別表四・別表五〔新版〕』（共著、財経詳報社、2002年）
� 〔第 9 章担当〕
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