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Ⅰ.  劣後ローンの最新動向 

近時、財務状態の悪化を防ぎつつ資金を調達する手法の一つとして、資本性劣後ロー

ンが注目を浴びています。新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中で、財務基

盤強化のニーズは高まっており、政府系金融機関によるものを含め多くの資本性劣後ロ

ーンが実行されています。また、金融庁においても、旧検査マニュアルで認められてい

た資本性劣後ローン（資本性借入金）について、改めてその位置付けを明確にし、金融

機関による積極的な活用を後押ししています。 

「劣後ローン」は、債務者の法的倒産時において他の債権よりも支払いの順位が劣後

する等の特徴を有する融資です。一口に「劣後ローン」といっても、資本性劣後ローン

に限らず多様な形態があり、それぞれの使用目的や特徴、プラクティスを理解すること

が重要です。そこで、本稿では、①冒頭で述べた監督指針・旧検査マニュアルの資本性

借入金に該当する資本性劣後ローンを解説し、その他の事業会社向け「劣後ローン」の

類型1として、②格付機関による評価を受けるハイブリッドファイナンスに位置付けら

れる劣後ローンや、③LBOファイナンス等で活用されるメザニンファイナンスの一手法

としての劣後ローンについても紹介します。 

劣後ローンは様々な形態・活用方法が存在し、案件に応じて劣後ローンの条件を工夫

する余地は多々存在するところです。森・濱田松本法律事務所では、劣後ローンの活用

の一助となれるよう、今後も引き続きこの分野の実務の発展に貢献していく所存です。 

1 事業会社向け以外の劣後ローンとしては、例えば金融機関向けの BIS ファイナンスにおける劣後ロー

ンがあります。すなわち、金融機関における自己資本比率規制との関係で、金融庁の告示に定められる

Tier2資本調達手段の一つとして、劣後ローンが利用されることがあります。
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Ⅱ.  資本性劣後ローン（資本性借入金） 

 

1. 資本性劣後ローンの概要 

 

資本性劣後ローン（資本性借入金）は、その実態的な性質に照らし、貸出条件が資

本に準じた十分な資本的性質を有すると認められる借入金のことで、金融機関の査定

上資本とみなされて財務状況の評価が改善することにより、金融機関からの融資を受

けやすくする等の効果が得られるものです。「資本」的ではあるものの、あくまでも

法律上の性質は負債（債務）であり、金銭消費貸借契約に基づく融資取引である点は

通常の融資と異なりません。 

資本性劣後ローン（資本性借入金）は、もともと金融検査マニュアルにおいて「十

分な資本的性質が認められる借入金」として位置付けが明確にされていましたが、昨

年 12月に同マニュアルが廃止された後も、金融庁は、資本性借入金関係 FAQ2等にお

いて、その取扱いや考え方に変更がないことを確認していました。そして、2021年 5

月、金融庁は関連する監督指針の改正により、資本性借入金の取扱いを監督指針内に

明記し、また、急激な経営環境の変化により資本の充実が必要となった企業への支援

の手法として有用であることを改めて確認しています3。 

資本性劣後ローンは、もともと中小企業が主な利用者として想定されていましたが、

債務者・債権者の属性に関する限定はありません。近時は、新型コロナウイルス感染

症に起因して財務状況が悪化した企業の資金調達手段として、政府系金融機関が資本

性劣後ローンを供給することにより一時的な業況悪化を下支えして民間の金融機関

による円滑な金融支援を促すプログラムを創設したり、地方公共団体における利子補

給制度の適用対象に資本性劣後ローンが含まれることが明記されるなど、その利用の

幅が拡大しています。 

 

2. 資本性劣後ローンの特徴 

 

資本性劣後ローンについて、資本に準じた十分な資本的な性格が認められるか否か

の判断に際しては、以下のとおり①償還条件、②金利設定、③劣後性に関して一定の

要件を満たすことが必要とされ、改正後の監督指針のほか、既述の資本性借入金 FAQ

において具体的な判断基準が示されています。そのため、実務上はこのような判断基

準を満たすことが重要となります。もっとも、当該判断基準さえ満たす限り、融資条

件については通常の融資と同様、債務者の状況を踏まえて融資金融機関・債務者の協

議により決められることになるため、一定の柔軟性は確保されていると言えますし、

資金使途の制限もありません。また、既存の借入金の条件を変更することによって資

本性劣後ローンに転換することも可能です。 

 
2 金融庁のウェブサイト（https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200527/04.pdf）参照。 
3 金融庁のウェブサイト（https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200527.html）参照。 

https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200527/04.pdf
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200527.html
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（1） 償還条件 

資本に準じて、長期間償還が不要である必要があり、一般的には 5 年を超える期

間が設定され、期限一括償還（又は同等に評価できる長期の据置期間が設定されて

いること）を償還条件とする必要があります4。 

また、償還まで相当の期間（5 年以上）を下回る場合は、償還までの期限が短く

なるのに応じて 1年毎に 20％ずつ資本とみなす部分を減少させる取扱いがなされま

す5。 

 

（2） 金利設定 

資本に準じて、配当可能利益に応じた金利が設定される必要があり6、一般的に業

績に連動した金利が設定されるため、財務の安定化を図ることができます。そのほ

か、債務者の事前の通知により任意に利息の支払いを停止又は繰り延べできる仕組

みが設定されることもあります7。 

 

（3） 劣後性 

資本に準じて、原則として、法的破綻時の劣後性が確保されている必要がありま

す8。一般的には、融資契約において、借入人に破産手続が開始した場合には、資本

性劣後ローンに係る配当の順位が法定の劣後的破産債権に後れる旨の約定劣後破産

債権（破産法 99 条 2項）9の特約等が合意されます。 

また、法的破綻時の劣後性確保観点から、基本的に無担保・無保証となります10。 

 

Ⅲ.  ハイブリッドファイナンスとしての劣後ローン 

 

1. ハイブリッドファイナンスに該当する劣後ローンの概要 

 

ハイブリッドファイナンスとは、資本と負債の両方の性質を持つため「ハイブリッ

ド」と称されるファイナンスの形態で、劣後ローンのほかに劣後債や優先株式など

様々な手法の資金調達が含まれます。普通株式にどの程度近似しているか、という観

 
4 主要行等向けの総合的な監督指針Ⅲ-4-1（注 3）①、資本性借入金 FAQ（問 4）参照。例えば、資本性

借入金 FAQ（問 13）でも事例として紹介されている、株式会社日本政策金融公庫（以下「日本政策金

融公庫」）の新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付制度（新型コロナ対策資本性劣後

ローン）においては、融資期間が 20年、15年、10年、7年、5年 1ヵ月という 5年を超える期間が設

定され、期限一括償還とされています。 
5 資本性借入金 FAQ（問 18）参照。 
6 資本性借入金 FAQ（問 5）参照。 
7 例えば、前述の日本政策金融公庫による新型コロナ対策資本性劣後ローンにおいては、融資後当初 3

年間は一律 0.5％とされ、4年目以降は直近決算の業績に応じた利率を適用するとされています（資本性

借入金 FAQ（問 13）参照）。 
8 資本性借入金 FAQ（問 7）参照。 
9 約定破産劣後債権の特約がなされた場合、民事再生手続・会社更生手続においても同様の劣後性が確

保されます（民事再生法 35条 4項括弧書き、会社更生法 43条 4項 1号括弧書き）。 
10 ただし、資本性借入金関係 FAQ においては、一定の劣後性確保の措置を講じることで、担保付・保

証付の劣後ローンが資本性借入金としての要件を充足する場合があることが認められています（資本性

借入金関係 FAQ（問 8）～（問 11））。 
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点から、資本としての性質の強さに応じて格付機関によって評価がなされ、調達額の

うち一定の割合について資本性が認められることによって、希薄化なしに財務体質を

改善し、信用格付けを維持・向上する目的で利用されます。ただし、格付機関ごとに

評価の手法や考え方は様々であり11、上述した資本性劣後ローンの場合のような統一

的な判断基準は存在しないので、発行体（債務者）の格付けを付与している格付機関

の方針に応じて、その機関が重視する評価ポイントを組み合わせて条件を組んでいく

必要があります。 

ハイブリッドファイナンスは、上場企業で活用されることが多く12、劣後債や優先

株式による場合のみならず、劣後ローンの場合でも、ハイブリッドファイナンスの詳

細（主要な融資条件、資本性評価、投資家（貸付人）等）が公表されることになりま

す。 

ハイブリッドファイナンスのうち、劣後ローンの手法を選択する場合、主要な投資

家（貸付人）は銀行等の金融機関であり、劣後債のように相当数の投資家を必要とす

る場合と異なり当事者が比較的限定されるので、発行体（借入人）のニーズに応じて

契約内容を調整しやすく、多様な商品形態に対応できるという利点があります13。ま

た、償還やリファイナンスの場面でも融資金融機関とのリレーションを通じた柔軟な

対応が可能であり、主要行による支援体制は格付機関による評価上も考慮され得ます。 

 

2. ハイブリッドファイナンスに該当する劣後ローンの特徴 

 

ハイブリッドファイナンスの資本としての性質の強さは、以下のとおり、①元本が

長期に存続するか、②利払いは配当のように柔軟に停止（繰延）できるか、③債務者

の破綻時の劣後性が確保されているか等の性質から判断されます。劣後ローンの形態

をとるものについては、主に融資契約の規定内容に基づきこれらの性質が評価されま

す。資本性評価に関連する条項の例は下表のとおりであり、他の融資契約にはない特

有の契約条項が多く見られます。 

 

（1） 元本が長期に存続するか 

償還期限のみならず、例えば下表のノンコール期間、リプレイスメント条項、ス

テップアップ条項、プット条項や財務運営方針等が総合的に考慮されて、満期まで

の期間が十分に長く（又は満期の定めが無く）、かつ償還に関する債務者の裁量権が

十分に確保されているかという観点で資本性が評価されます。 

 

 
11 日系の格付機関の例として、株式会社日本格付研究所 2017年 7月 27日付 News Release 

（https://www.jcr.co.jp/pdf/dm25/report/20170727.pdf）及び株式会社格付投資情報センター2021年 6月

11日付ニュースリリース 

（ https://www.r-i.co.jp/methodology_cross-sector/2021/06/methodology_cross-sector_20210611_jpn.pd

f）参照。他の格付機関においても、それぞれハイブリッドファイナンスの評価手法を定めています。 
12 利用主体は上場企業に限定されるものではなく、非上場会社での活用事例もあります。 
13 例えば、貸付人との間で貸付枠を確保しておき、コミット期間内の資金需要に応じて借入れのタイミ

ングに柔軟性を持たせることができるコミット型として設計することもできます。 

https://www.jcr.co.jp/pdf/dm25/report/20170727.pdf
https://www.r-i.co.jp/methodology_cross-sector/2021/06/methodology_cross-sector_20210611_jpn.pdf
https://www.r-i.co.jp/methodology_cross-sector/2021/06/methodology_cross-sector_20210611_jpn.pdf
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（2） 利払いは配当のように柔軟に停止（繰延）できるか 

主に利息の任意停止（繰延）条項や強制停止（繰延）条項等を踏まえ、利払いの

停止（繰延）によりキャッシュアウトを抑制できることや、抑制したことが契約違

反にならないことが、資本性が高いとの評価に働きます。 

 

（3） 債務者の破綻時の劣後性が確保されているか 

資本性が認められるためには、債務者の破綻時における劣後性を確保するため、

劣後特約を設けることが必要とされます。典型的な劣後特約は、清算手続や法的倒

産手続等の劣後事由が発生した場合に、劣後ローンに関する一切の請求権は、かか

る手続において上位債権者が全額の満足を受けたことを停止条件として発生する旨

の規定です14。 

 

 
14 より詳細には、会計上の論点を考慮する必要性もあり得て、劣後特約の内容は案件ごとに差異があり

ます。 

 

資本性を高める条項 

リプレイスメント条項 ✓ 資本性が同等以上の証券による借換（リプレイスメント）を

行わない限りはコール（期限前償還）を行わない旨の条項 

利息の任意停止（繰延） 

/強制停止（繰延）条項 

✓ 任意停止（繰延）条項は、利払いを債務者の裁量で停止可能

とする条項 

✓ 強制停止（繰延）条項は、支払停止事由（財務コベナンツへ

の抵触、減配等）に該当した場合に利払いを強制的に停止さ

せる条項 

✓ いずれも利払いの停止は、契約違反（デフォルト）を構成し

ない 

✓ 停止した場合に、将来にわたって利息の支払いが不要となる

非累積型の場合、累積型に比べて評価が高くなる 

資本性を下げる条項 

ノンコール期間 ✓ 期限前償還が禁止される期間 

✓ 一般に 5 年や 10 年であり、これより短い期間が設定される

場合、早期償還が想定されていることとなり、資本性が下が

り得る 

ステップアップ条項 ✓ 一定期間経過後に金利を引き上げる条項 

✓ 期限前償還するインセンティブとなり、元本償還に関する債

務者の裁量権が制約される 

プット条項 ✓ 債権者の請求に基づき元本の償還義務が生じることを定める

条項 
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Ⅳ.  LBO ファイナンス等で用いられるメザニンファイナンスとしての

劣後ローン 

 

1. メザニンファイナンスとしての劣後ローンの概要 

 

LBOファイナンス（買収ファイナンス）等においては、金融機関のシニアローンと

スポンサーの出資（主に普通株式）による資金調達だけでは必要資金が不足するよう

な場合に、メザニンファイナンスとして劣後ローンが活用されることがあります。メ

ザニンファイナンスは、シニアローンと普通株式の中間的な資金調達手法であり、劣

後ローンのほか、優先株式が用いられることもあります。 

劣後ローンは、負債（債務）なので普通株式との関係では性質上優先するものの、

シニアローンよりも回収の順位が劣後するためリスクが大きく、その半面、利回りも

高く設定されます。そのため、資金の出し手（金融機関、メザニンファンド等）にと

ってはミドルリスク・ミドルリターンの投資手法と位置付けられます。 

以下では主に LBO ファイナンスの実務を念頭に特徴を紹介しますが、メザニンフ

ァイナンスは、プロジェクトファイナンスや不動産ファイナンス等、他のストラクチ

ャードファイナンスにおいて用いられることも多く、それぞれファイナンスの特徴に

応じた実務が存在します。 

 

2. メザニンファイナンスとしての劣後ローンの特徴 

 

メザニンファイナンスの劣後ローンは、上記の資本性劣後ローンやハイブリッドフ

ァイナンスに該当する劣後ローンと異なり、客観的な資本類似性が求められるわけで

はなく、シニアローンに対する劣後性は、専ら当事者間のリスク分担の問題として位

置付けられることになります。そのため、支払の劣後性については、約定劣後破産債

権の特約など全ての債権者に対する劣後性（絶対劣後）まで設定することは少なく、

劣後ローンの貸付人（劣後貸付人）は、債権者間協定において、シニアローンの貸付

人（シニア貸付人）との間でのみ支払の劣後性を合意し、法的倒産手続等において劣

後貸付人に支払われた金銭については、合意された支払順位に従いシニア貸付人に引

き渡す旨を約する、いわゆる相対劣後の特約を合意することが一般的です。 

 

✓ 元本償還に関する債務者の裁量権を制約し、資本性を下げる 

強制支払条項 ✓ 一定期間内に同順位証券や劣後証券への配当があれば、利息

の支払停止事由に抵触していても支払わなければならない

とする条項 

✓ 利息の任意停止（繰延）/強制停止（繰延）条項とともに強制

支払条項が規定されている場合には、その期間が長いほど資

本性が低く評価される 
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LBOファイナンスにおけるメザニンファイナンスとしての劣後ローンは、シニアロ

ーンによる場合と同様、買収資金を使途とし、買収対象となる事業/会社のキャッシ

ュフローを返済原資とすることになります。そのため、劣後貸付人と借入人 SPC と

の間の融資関連契約においては、劣後ローンを被担保債権とし、借入人・対象事業/

会社に関する全資産に、シニアローンにのみ後れる第二順位の担保権が設定され、シ

ニアローンの融資契約とほぼミラーのコベナンツ条項が設けられます。その上で、シ

ニア貸付人・劣後貸付人・借入人が当事者となる債権者間協定において当事者の利益

調整が行われ、前述の劣後特約のほか、財務状態が悪化した場合には劣後ローンの債

権者への利払いを停止（繰延）する条項やシニアローンの完済まで劣後貸付人による

権利行使（期限の利益喪失、裁判上・裁判外の請求、担保権の実行等）を禁止する条

項を入れるなどの様々な仕組みが規定されます。 

 

シニアローンにとっては、債務者の信用状態が悪化したときに劣後ローンが先に毀

損することになるので、劣後ローンはクッションとしての機能を有します。そのため、

シニア貸付人の立場から見ると、債権者間協定においては、劣後ローンのこのような

機能に基づく、シニアローンの回収可能性を高めるための措置が確保されていること

が重要となります。他方で、劣後貸付人としては、シニア貸付人がその優先する権利

を過剰に行使することにより、不当に劣後ローンの回収可能性を害することがないよ

う、シニアローンの優先性について一定の歯止めをかけることが望ましいことになり

ます。そのため、債権者間協定は、シニアローン・劣後ローンの間の利益調整・リス

ク分担に関し、以下のような規定の要否や内容を巡り、厳しい交渉が行われることも

あります。 

 

シニアローン・劣後ローンの間の利益調整に関する仕組み15 

シニア貸付人による

株式担保権の実行方

法の適正性確保 

✓ シニア貸付人による株式担保権の実行時に、適正な処分

価格で担保株式が売却されるよう、売却プロセスに係る

要件を規定 

✓ シニア貸付人主導の担保権実行手続により、不当に低い

価格で担保株式が売却され、劣後ローンが毀損すること

を防止する 

スタンドスティル

（Standstill） 

✓ 期限の利益喪失事由の発生等が生じた旨を劣後貸付人

からシニア貸付人に通知後、一定のスタンドスティル期

間が経過するまでにシニア貸付人が回収行動を実施し

ない場合、当該期間経過後、劣後貸付人による担保権の

実行等の権利行使を認める仕組み 

✓ シニア貸付人が権利行使を行わないことにより、債務者

 
15 詳細は、松田悠希「LBOファイナンスにおける保全のメカニズム－全資産担保の実務とシニア・メザ

ニン間の利益調整の仕組みを中心に－」金融法務事情 2127号・45～47頁参照。 
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の企業価値が劣化し、劣後ローンが不当に毀損すること

を防止する 

シニア債権の買取請

求権 

✓ 期限の利益喪失事由の発生等が生じた場合に、劣後貸付

人が、シニア貸付人から、シニア貸付人の保有するシニ

アローンの全額を額面で買い取る権利 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当事務所に関するお問い合せ） 

森・濱田松本法律事務所 広報担当 

mhm_info@mhm-global.com 
03-6212-8330 
www.mhmjapan.com 


