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Ⅰ．事業概要 

当協会は国からの政策協力要請を受けて発足した後、中小企業に対する資金供給の円

滑化に貢献するとの目的を実現するために様々な事業を展開してきている。２０１９年度に

おいては、以下の業務運営方針に基づき、各種事業の遂行に積極的に取り組んだ。この結

果、会員向け研修実施による人材育成へのサポート、新開発商品としての預金口座取引情

報を利用した信用力評価モデルの導入推進、子会社が取り組む国際支援事業のサポー

ト等の業務に成果がみられた。 

＜2019 年度業務運営方針＞ 

① 提供サービスの充実を図り、利用促進に注力する。 

② 新規事業の開拓・展開に取り組むとともに、新規会員の獲得に注力する。 

③ 子会社が取り組む国際支援事業等をサポートする。 

④ 情報管理体制の強化、人材育成に取り組むとともに、経費節減に努め、収支の安

定化を図る。 

  

１．データベースの充実 

（１） データ蓄積の状況 

ＣＲＤサービスが生み出す付加価値の源泉は会員から提供されるデータにある。 

1995年決算以降、2020年 3月末現在までのデータ蓄積状況は、債務者数：3,883千件

（決算書数：28,334 千件）、うちデフォルトデータは、債務者数：601 千件（決算書数：

4,251 千件）となっており、これを法人、個人事業主別で見ると以下の通りであり、会員の

皆様のご協力により毎年度着実に増加している。 

① 法人 

 債務者数  2,616千件 （ 決算書数 22,541千件 ） 

  うちデフォルトデータ  410 千件 （ 決算書数  3,343千件 ） 

② 個人事業主 

 債務者数  1,267千件 （ 決算書数  5,803千件 ） 

  うちデフォルトデータ  191 千件 （ 決算書数    908千件 ） 

 

（２） ＣＲＤデータベースの品質改善 

会員とのコミュニケーションを深め、会員が適切なデータ提供を行うことが出来るよう、会

員の取組みを支援するとともに、蓄積データの内容・品質の維持・改善を図るために次の

ような取組みに注力した。 

① 蓄積データの内容・品質の維持・改善のための取組み 

（ア） 個々の会員に対し、財務データの提供が行われる毎に、システム上で提供され

たデータの内容を分析した詳細報告書を作成し、会員専用ホームページを通じての

還元を継続的に行った。 

(イ) 新たにデータ提供を始めた会員や、システム更改等を行った会員に対しては、提

供データの内容・品質が保たれるよう、会員毎に提供データや蓄積データの総点検

（モニタリング）を実施し、改善を要する事項があればレポートに取り纏めて会員へ報

告し、改善方策等について協議した。また、必要な場合にはデータ提供を行う会員
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に対する改善支援を継続的に行った。 

② 後述するアパートローン債権管理に係る共同プロジェクトや住宅ローン共同データベ

ースにおいて、昨年度に引き続き、会員ニーズに対応した新たなサービス展開のため

の収集対象データの多様化等に取り組んだ。 

 

２．ＣＲＤモデルの品質の確保 

（１） 2019 年度定期検証の状況 

会員が当協会の提供するモデルを信頼して利用できるように、例年同様、モデルの定

期検証に取り組んだ。2019年度定期検証に関するＣＲＤモデル第三者評価委員会（委員

長＝吉野直行アジア開発銀行研究所長）の評価結果は、次の通りである。 

①  ＣＲＤモデル３の期間１年ＰＤのＡＲ値は、引き続き問題の無い水準を維持しており、当

面の利用に問題はない。 

②  法人の信用保険・保証料率算定に用いられているＣＲＤモデル３の期間３年ＰＤにつ

いて、保証協会データのみを用い、代位弁済のみをデフォルトとして、信用保険・保証

料の料率区分によりＡＲ値を見たところ、一定の水準を確保しており、問題はない。 

③  2016 年 7 月にシステムリリースした新法人モデルの CorpSG（モデル３の後継モデル

の位置づけ）、CorpSB（金融機関用モデル）の定期検証では、期間１年の AR 値は

CRD モデル３の水準を安定的に上回り、精度面の優位性を確認した。加えて、モデル

の扱いやすさの面でも優れており、ＣＲＤモデル３を利用している会員については、新

モデルへの切換えを検討することが望ましい。 

④ 個人事業主モデルのうち、ＢＳモデルが信用保険・保証料率の算定に用いられている

ＣＲＤモデル４の検証結果では、AR 値の水準も安定しており、保証料率弾力化等に継

続利用するうえで実務上の支障はない 

⑤ CRDモデル４の後継モデルである PropS（CRDモデル５）の AR値については、一般 

 業種モデルにおいて安定的にＣＲＤモデル４の精度を上回った。加えて、PD と実績

デフォルト率との一致性も CRDモデル４対比で向上が見られた。 

 

３．各種ＣＲＤサービスの提供状況  

当協会では、会員の皆様の業務運営を多面的にサポートするため、以下の通り多様な 

サービスを提供しており、2019 年度においても、会員からの様々な要請を受け、種々のサ

ービス提供を的確かつ迅速に行った。 

 

（１） スコアリングサービス 

中小企業信用補完制度における保険料率決定及び信用保証協会の保証料率決定

の際、日本政策金融公庫及び信用保証協会においては、引き続きＣＲＤモデル３及び

ＣＲＤモデル４（ＢＳモデル）のスコアが利用されている。金融機関会員では信用保証料

率の目安としてＣＲＤモデル３及びＣＲＤモデル４が利用されているほか、信用保証協会

との提携商品にも利用されている。さらに、ＣＲＤモデル３、CorpSG、CorpSB 及びＣＲＤ

モデル４、PropS を金融機関の内部格付制度の財務評価モデルとして利用するほか、

自機関モデル等の精度評価に外部モデルとして利用する事例もみられる。 
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このような金融機関会員の取組みに対し、当協会では積極的なサポートを行ってい

る。 

 

（２） 中小企業経営支援サービス（ＭｃＳＳ） 

会員と取引先中小企業者とのコミュニケーション・ツールとして利用頂いている「中小

企業経営診断システム（以下「McSS(Management consulting Support System)」という）に

ついては、2006 年 3 月のリリース時から多数の会員に活用頂いているが、2017 年 4 月

には、経済産業省推奨の「ローカルベンチマーク」帳票や関連財務指標評価を追加し

たほか、事業性評価対応の独自の入力シートや経営者との対話用業種別ヒアリングシ

ート、事業性評価マニュアル等も整備し、財務分析から事業性評価までを営業店担当

者にも分かりやすく実践可能としたことから、金融機関営業店での活用が増えてきてい

る。 

2019 年度においては、保証協会会員や金融機関会員に向けた個別の説明会を多

数開催し、好評を頂いている。また、金融機関の営業店におけるMcSSの積極利用を図

るため、個別会員向けに営業店の貸付担当者を対象とした、取引先企業への McSS の

説明方法、および経営支援の申し出、新規融資の獲得等を目的とした「McSS ロールプ

レイング研修」を開催しており、取引先企業との円滑なコミュニケーション確保に寄与し

た、との評価を得ている。 

 

（３） 信用リスク管理高度化関連サービス 

① 内部格付制度に関する検証、見直し・再構築のサポート 

金融機関会員に対するコンサルティングサービスの提供については、ＣＲＤモデルを

利用した格付マッピング分析や内部格付制度検証（格付け遷移行列に基づく実績ＤＦ

率の算出、格付付与プロセス別ＡＲ値の算出とその変動要因分析等）、その検証結果

を踏まえた格付け再構築のサポートなど、当協会としても積極的な取組みを進めてい

る。 

2019 年度においては、多くの会員から内部格付制度の検証依頼を受けたが、最近

の金融監督当局の動向や指針等を踏まえ、AR 値の算出や格付制度全体の精度確認

に止まらず、ＣＲＤデータベースを活用し多面的な検証を行ったところ、新たな気づきや

課題がより明確になった、との評価を得ている。 

② サンプルデータ提供サービス 

サンプルデータについては、自行スコアリングモデルの構築・検証、内部格付制度の

構築・検証、与信商品の構築・検証等に活用されている。 

③ 信用リスクの計測・簡易分析サービス 

当協会では、金融機関会員のポートフォリオに係る信用リスク量を「ＣＲＤ信用リスク

計量化システム（C.R.I.S.P）」を用いて計測し、その計測結果に基づき会員のポートフォ

リオ分析レポートを作成するサービスを実施しているが、これまでの分かり易い分析に

加え、監督当局の動向等を踏まえ、より実効性の高いストレステストを実施したほか、本

店所在地と他地域とを分けてリスク量を計測する等により、会員の信用リスク量に対する

意識の高揚に努めた。 
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また、当協会では、ＣＲＤデータや依頼があった会員のデータを用いて、信用リスク量

の計測時に用いる業種内・業種間の相関係数・重み付けパラメータを合理的な方法で

算出する「業種相関係数等算出サービス」を提供しており、金融機関会員からの要請に

応じて、それぞれのニーズ・仕様に合った形でのサービス提供となっている。 

④ 統計情報提供サービス 

    当協会では、蓄積された大量のデータに基づき、会員からの依頼に応じて、各種の

統計情報（審査時の企業評価に用いる財務指標基準値、創業融資（保証）向け業歴

別財務指標基準値・DF 情報、経営支援を行うためのリスクランク別遷移情報等）を作

成、提供している。また、2016 年 3 月より、「都道府県市区町村別法人統計」の提供を

開始したほか、2018年 6月より、「成長期待値評価モデル」に基づく評価結果の提供を

開始した。 

   また、「金融仲介機能のベンチマーク」やローカルベンチマークの公表を受け、同指

標に関連する統計情報の抽出・作成依頼が金融機関会員を中心に増加した。 

   さらに、金融庁の検査マニュアル廃止後の貸倒引当金の算定において、金融機関

からは外部データベース機関として、当協会の実績ＤＦ率をはじめとした各種統計情報

の提供に大きな期待が寄せられている。 

 

（４） 住宅ローン債権管理のサポート 

住宅ローンについては、金融機関同士の金利優遇競争に伴い収益環境は極めて厳し

くなっている。このような状況に照らして、住宅ローン債権に係る信用リスク管理及び採算

管理は、引き続き金融機関会員にとって重要な課題となっている。 

当協会では、株式会社クレジット・プライシング・コーポレーション（ＣＰＣ）との提携の下

に、必要となるデータを収集して住宅ローン共同データベースを構築するとともに、これに

基づきデフォルト率推計やプリペイメント（期限前償還）率推計のできる標準モデルを開発

し、統計情報等のサービス提供している。 

2019 年度においては、共同データベース参加会員向けのワークショップを開催（2020

年 2 月）し、併せて個別会員向けの説明会等を通じた会員向けサービスを継続している。

今後も引き続き各種情報提供を継続しつつ、更なる会員サービスの向上に努めていく方

針である。 

 

（５） アパートローン債権管理のサポート 

アパートローンについては、近年、相続税対策としての融資残高の急増傾向は沈静化

しつつあるものの、一部で発生した不正融資の問題も燻る中、最近では案件採り上げ時

の債務者に対する適切なリスク説明の問題や、人口減少を睨んだ実行後融資の事後管

理等に注目が移りつつある。 

当協会では、2015 年 11 月より、アパートローン管理の高度化を図る「アパートローン共

同データベースサービス」を開始し、データベース構築とアパートローン債権管理をサポ

ートするツール「ＤａＳＣＯＲＥ－ＡＰＬ」を活用しながら活動を進めている。 

2019 年度には、構築した共同データベースの分析結果の還元や、共同データベース

と各会員データとの比較分析レポートの還元等を行い、参加会員からも好評を得ている。
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今後は、引き続き参加会員を増やし、充実した共同データベースからの有益な情報発信

を継続して進めていく方針である。  

 

（６） 預金口座情報を活用した信用リスク評価モデル 

当協会は 2018年 6月、りそな銀行との共同研究により、大量の預金口座データを活用

し、大量データの分析に適したＡＩ/機械学習の手法を用いることによって、将来のデフォ

ルトを予測する法人用の信用力評価モデルを開発した。完成したモデルは、3 ヶ月後の

要管理先以下への格付遷移を予測する精度で高い精度を確認している。当協会としては、

上記のモデルを他の金融機関に向け利用拡大を図ることとし、以下のとおり事業化を進

めていく予定である。 

2019 年度は、様々な機会を捉え、金融機関向けに本件開発モデルの紹介を実施中で、

ＰｏＣ（Proof of Concept：モデルの導入試験、有償）実施金融機関も徐々に増えてきてい

る。当協会としては、その設立趣旨に則り、本事業に積極的に取り組んでいく方針であ

る。 

＜事業概要＞ 

預金口座情報を活用して信用力評価を行うモデルのシステムモジュールを金融機関

向けに貸与し、対価としてモデルの利用料を受領する。 

＜事業目的＞ 

当協会が金融機関向けに本モデルを貸与することを通じ、金融機関独自が保有する

預金口座情報の有効活用を図り、精度の高い信用リスク評価情報を提供することで、中

小企業向けの円滑な資金供給と金融機関業務の効率化を図る。 

＜対象先＞ 

預金口座情報を保有する金融機関（当協会会員以外も含む） 

＜その他＞ 

開発済の法人用モデルが各金融機関のデータでも同様に高い精度を確保できるか、 

ＰｏＣを実施のうえ、具体的な活用方法を提案していく。 

 

４．個別会員訪問の状況 

2019 年度においては、業務運営の柱に掲げた「①提供サービスの充実を図り、利用

促進に注力する、②新規事業の開拓・展開に取り組むとともに、新規会員の獲得に

注力する。」との方針に則り、会員等への訪問を積極的に行った。 

すなわち、財務分析研修会による財務分析能力の向上とＭｃＳＳ活用に向けた下地作り、

ＭｃＳＳロールプレイング研修会による取引先とのコミュニケーションの強化、ＣＲＤモデル

研修会による財務面のポイント把握、内部格付検証や信用リスク量計測を通じたコンサル

ティングサービス、トランザクションモデルの導入による信用リスク管理の高度化等を柱に

してＣＲＤサービスの積極的な活用を提案した結果、ＭｃＳＳを中心にＣＲＤサービスの利

用度は着実に高まっている。 

この間、経済産業省、中小企業庁、金融庁、農水省等関係諸官庁や日本銀行とも積
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極的な意見交換を行った。 

 

５．各種セミナーの実施状況 

 （１） 信用リスク管理セミナー 

当協会では、例年、信用リスク管理における時々のトピックスとＣＲＤモデルの定期検

証の結果を会員にお伝えするため、信用リスク管理セミナーを開催している。 

2019年度は、2019 年 5 月 16日に東京で、同 22日に大阪で開催した。 

なお、2020 年度の信用リスク管理セミナーについては、新型コロナウイルスに関する

対応を考慮し、開催中止とした。今後、これに代わる会員向けの様々な情報提供を検

討していく予定である。 

 

（２） エグゼクティブセミナー 

   会員の役員・部長クラスの方を対象としたエグゼクティブセミナーを開催しているが、同

セミナーでは、外部有識者の方を講師としてお迎えし、信用リスク管理にとどまらず、広く

金融経済情勢等に関するご講話を頂いているほか、会員同士の意見交換の場も設定し

ている。2019年度は、12月 3 日に東京で開催、141 名の方にご参加頂いた。 

 

（３） 個別対応セミナー 

当協会では、会員のご要望に合わせて、当協会職員を講師として派遣し、会員内部で

の研修開催をサポートしている。2019年度においては、会員の皆様のニーズにお応えす

る形で、主として金融機関営業店職員向けの「McSS の実践的な活用方法」や、信用保

証協会の経営支援部等向けに「McSS の経営支援業務への活用」に関する説明を多数

実施した。 

 

６．システムの管理状況 

（１）   ＣＲＤセンターシステムの運用・管理 

2019年度を通じて、重大なシステム障害は発生せず、安定的な運用が続いている。 

 

（２）  アパートローンデータ蓄積・物件評価ツール（DaSCORE-APL）の機能追加 

アパートローン共同データベース参加会員向けに提供しているデータ蓄積・物件評価

ツール（DaSCORE-APL）について、利便性を向上させる機能や入力情報へのチェック機

能強化等の追加開発を行い、2019 年 6 月に参加会員へリリースした。 

 

（３）  会員向け中小企業経営診断システム(McSS）の更新 

会員向けに提供している中小企業経営診断システム（McSS）について、企業財務診断

時に使用する比較搭載データ更新を行い、2019年 10 月に会員向けにリリースした。 

 

（４）  Webアプリケーションセキュリティ強化対応 

ＣＲＤセンターシステムの会員向け Web サービスに係る Web アプリケーションについて、

2019 年 6 月にセキュリティ診断を受けた結果を踏まえセキュリティ対策を強化する対応を
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行い、2019 年 11 月にリリースした。 

 

（５）  信用保証協会の法人財務提供データ科目追加 

信用保証協会のご協力のもと、信用保証協会からの法人財務提供データレイアウトを

金融機関と同一の科目数に変更し、当変更に伴うＣＲＤセンターシステムの機能変更対

応を行い、2019年 11月にリリースした。これにより提供準備が整った信用保証協会から、

順次ご提供を開始いただいている。 

 

（６）  ＣＲＤスタンドアロンシステムの機能追加 

会員向けに提供しているＣＲＤスタンドアロンシステムについて、新しい法人スコアリング

モデルの評価が分かりやすい帳票を追加するとともに、データ入力や帳票の出力の利便

性を向上する開発を行い、2019 年 12月にリリースした。 

 

（７） トランザクションモデル（T-Forest）アプリケーションの開発 

当協会がりそな銀行との共同研究により構築した、口座取引履歴に基づく審査モデル

（トランザクションモデル）を、会員機関のシステムに組み込むことが出来るよう、Windows

用アプリケーションを開発し 2020 年 1 月にリリースした。 

 

（８）  会員専用 Web サイトの機能追加 

会員専用サイト（ブラウザサービス）について、管理責任者メニューを充実させ、利用者

管理及びＣＲＤからの配布物管理の利便性を向上する開発を行った。 

また、あわせて会員からインターネット伝送で受信した提供データの受付処理を、ＣＲＤ

事務局でも実施できるよう開発を行い、2020年 3月にそれぞれリリースした。 

 

 

Ⅱ．業務運営体制 

 

１．業務運営体制 

2020 年 4 月 1 日時点の当協会事務局は、常勤役員 3 名、職員 28 名（うち、派遣社員   

1名）の体制となっている。 

 

当協会では、限られた人員の下で、会員ニーズの多様化、高度化、深化に対応するため

に、内部研修の実施、外部機関セミナーの受講等により、信用リスク管理や統計的データ

分析に係るスタッフの専門能力の向上を図るとともに、会員訪問時に営業事務経験の浅い

職員を帯同し OJT を実施しているほか、統計分析やモデル構築作業を行った経験者やそ

の素養を備えた人材の中途採用を行い補充に努めており、組織全体の対応力の底上げを

図っている。 

 

当協会スタッフに対しては、「行動規範」や「就業規則」に定められたことを基本動作とし

て身につけることや、会社法における「業務の適正を確保するための体制の整備」に準拠し
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た「内部統制に関する基本方針」等の当協会における基本文書や、「ＣＲＤサービス提供契

約｣等の会員との間で締結した契約を遵守すべきことを徹底している。 

「ＣＲＤ情報資産」については、会員共有の価値ある資産であり、適切に保護する必要が

あることに鑑み、「ＣＲＤ情報セキュリティ関係規程類」に基づき、組織的・体系的な情報セキ

ュリティ管理に遺漏なきを期してきたが、更なる管理体制の強化、対外的な信頼性の向上を

図るため、2019 年度から国際規格である「情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）」

（ISO２７００１）に基づく運用を開始し、2019年 11月 1日付で認証登録機関である（一財）日

本品質保証機構（JQA）による審査を経て、ＩＳＭＳの認証登録がなされたところである。今後

は JQA による１年毎の定期審査、3 年毎の更新審査を経るなどにより、ISMS の適正な運用

を継続することとしている。 

また、個人情報保護については、当協会では「ＣＲＤ個人情報保護のための取扱方針」

に則り、従前より「個人情報」に該当する情報の厳格な取扱いについて管理徹底を行ってい

るが、2017年 5月 30日に全面施行された改正個人情報保護法を受け、会員から提供を受

けている個人事業主データについて、2017 年 9 月より「匿名加工情報」での受け入れを可

能とするなど、法令を遵守しつつ適切な管理運営を継続している。 

 

２．子会社の活動 

当協会が保有する財務統計情報等をより幅広く利用できるように事業を進めてほしい、と

の国からの政策協力要請を受けて、2016 年 6 月 17 日開催の定時社員総会での議決を受

け、2016 年７月１日に当協会 100%出資の子会社「ＣＲＤビジネスサポート株式会社」を設立

した。会員からいただいている情報資産の管理は厳格に行う必要があることから、会員向け

サービス提供や現時点において当協会が直接担当する必要がある事業については、これ

まで同様に親会社である当協会が行い、それ以外の新たなサービス提供事業については

当協会とは切り離して原則として子会社で行う方針で業務運営に当っている。 

この方針に基づき、現在子会社では、①中小企業経営診断システム（ＭｃＳＳ）の士業（中

小企業診断士、税理士、公認会計士等）向け有償販売、②東南アジア諸国からの金融イン

フラ整備援助要請によるＪＩＣＡ（国際協力機構）を通じた支援事業、③内閣官房からの要請

に基づくＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）への統計情報提供、④中小企業基盤整備機構

が運営する「経営自己診断システム」への搭載基準値データの提供などに取り組んでいる。 

2019 年度においては、特にフィリピンにおけるＣＲＤ構築プロジェクトの推進に努めた結

果、2020 年 2 月にＪＩＣＡによる技術協力プロジェクトを子会社との共同で受託し、2020 年度

からＣＲＤ構築作業に着手する予定である。 

以 上 

 


