
今年も新しい年を迎えた。令和 ５ 年は卯年である。前
回の卯年、１２年前の平成２３年はどのような年だったか回
顧してみた。

もちろん様々な出来事があったが、やはり特筆すべき
は ３ 月１１日に発生した東日本大震災であろう。当時の惨
状については、あえてこの場で申し述べることを差し控
えるが、私自身も大いに心を痛めた自然災害であり、後
に仙台高裁の事務局長として被災地支援に携わらせてい
ただくことにもつながっていく。

東日本大震災による直接的な被害も甚大であったが、
周知のとおり、津波による被害を受けた東京電力福島原
子力発電所の事故により、首都圏においても大規模な計
画停電が行われたことを思い出す。

特に被害が大きく、避難所生活を余儀なくされた東北
地方の方々の心痛を慮ると、自然に冷暖房や部屋の照明
等の節電を心がけるようになったものであるが、それと
同時に今まで何不自由なく電気を使うことができていた
日常生活は、砂上の楼閣に過ぎなかったことを痛感した。

あれから１２年。東京電力福島原子力発電所の廃炉は道
半ばであり、再生可能エネルギーの利活用についても、
我が国の電力使用量を全て賄うレベルには達していな
い。それどころか、震災前と比べて火力発電の割合が大
幅に増えているのが現状である。

１２年前には想定していなかったことが今起きている。
物価高である。要因はロシアによるウクライナ侵攻に伴
うエネルギー資源の高騰や円安に加え、かかる火力発電
への依存が考えられよう。

日常の様々なニュースを目にする都度、サービサーが
果たすことができる、あるいは果たすべき役割について
思いを馳せる。近年のニュースといえば、新型コロナウィ
ルス感染症に関するもの一色であったが、ここへきて感
染者数に一喜一憂する状況は一段落し、ポストコロナ、

あるいはウィズコロナに向けた取
組に軸足が移っているような印象
がある。

とはいえ、コロナによる人流抑
制や、外国人観光客の激減等によ
り、日本経済は大きな打撃を受け
た。加えて特にここ最近は、かか
る物価高についてのセンセーショ
ナルな見出しが紙面を賑わせてい
るように思う。物価高は多岐に及
んでいる。光熱費はもちろんであるが、食料品や衣料品
といった日用品だけではなく、企業活動に不可欠な運送
費や原材料費等までもが値上げを余儀なくされている。
ポストコロナに向けた一縷の光明が差し始めた矢先、そ
れに水を差すような物価高が日本経済を襲い、立ち直り
かけた企業が再び経営難に陥るような事態が危惧される
のではないか。

そのような中、サービサーへの事業再生に係る期待が
高まりつつあるところであり、サービサーこそがコロナ
禍で痛んだ日本経済を立て直す切り札にもなり得ると思
う。サービサー業務は弁護士業務の一部であり、さらに
は不良債権処理の救世主として産声をあげたことを忘れ
てはならない。サービサーには飛躍へのポテンシャルが
十分にある。そういった意味において、今後ともサービ
サー業界が継続して発展していくためには、それぞれの
時代に合ったニーズをくみ取り、精緻化することが肝要
であろう。

現状、心ならずもサービサー業界が十分に社会から認
識され、信頼を得ているとは必ずしも言えないと思う。
しかしながら、サービサーが経済活動になくてはならな
い社会的インフラとして確固たる地位を築き、市井の信
頼を積み上げることができれば、自ずと全国サービサー
協会が重点課題として掲げるサービサー法の改正につな
がっていくものと確信している。もちろん法務省として
も必要な協力を惜しまない。

末筆ながら、卯年になぞらえ、サービサー業界の更な
るジャンプをここに祈念する次第である。
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サービサー業界の更なるジャンプに向けて
法務省大臣官房司法法制部長　竹内 努
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　⑴　SBIグループとのシナ

ジー

�　未だ予断を許さないコロ

ナ禍に加えて、ロシアによ

るウクライナ侵攻の勃発と

いった激動する社会情勢の

なか、2021年12月にSBIグループの一員となった当社

は、SBIグループとのシナジー効果を最大限に発揮す

ることを目的とし、SBIグループが出資・提携する地

域金融機関との協業による事業拡大、営業基盤の拡大

を積極的に進めております。

�　また、SBIグループにおけるリテール債権の管理回

収ビジネスのプラットホームとして、SBIグループが

推進する地方創生に向けた取組みにも参画していく予

定です。

　⑵　DX（デジタルトランスフォーメーション）推進

�　昨今のIT・デジタル技術は、これまでにないスピー

ドで進化、発展しており、これまで提供できなかった

新しい価値やサービスが次々に生まれ、様々な業種で

展開されています。また、既存のサービスの提供やビ

ジネスモデルの延長線では、劇的に変化するビジネス

環境のなかで、競争に勝ち抜いていくことが難しい時

代に突入しています。

当社は、2006年 3 月に法務大臣の許可を受けて営業を

開始以来、新生銀行（現、SBI新生銀行）グループの信

販会社である株式会社アプラスの下、同社が永年培って

きた個人向け小口債権の管理回収ノウハウと債権管理に

関するコンサルティング業務を融合させたトータルソ

リューションサービスを提供してまいりました。

2017年 7 月に新生銀行（現、SBI新生銀行）の100％

子会社となり、2017年10月には新生債権回収＆コンサル

ティング株式会社と合併し、�両社がこれまで蓄積してき

た専門的かつ効率的な回収ノウハウと経験をもとに、高

い回収パフォーマンスを目指した業務運営をしておりま

す。

また、コンプライアンスを重視した内部管理体制を構

築するとともに、2008年 4 月には「ISMS（情報セキュ

リティマネジメントシステム）適合評価制度」の認証を

取得するなど、個人情報保護を含む情報管理についても

万全となるよう努力しております。

当社の今年度の取組み内容を ２ 点ご紹介いたします。

1　当社の沿革・特色について

2　今年度の取組み

2� 2023.2.10 No.58

業 紹務 介
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�　これら環境の変化に対し、IT（デジタル）が得意

とする生産性の向上やコスト削減に加え、当社がこれ

まで培ってきたノウハウ（アナログ）を融合すること

により、回収品質を更に向上させ、ハイレベルな回収

サービスの開発による業務変革に取り組んでおりま

す。

当社は、親会社であるSBI新生銀行のグループガバナ

ンス体制のルールの基づき、内部統制の強化に取り組ん

でまいりました。

親会社との連携を図りつつ、「スリーラインディフェ

ンス」によるリスク管理態勢を定め、運用しています。

業務執行部門の「第 １ 線」、コンプライアンス部門の「第

2 線」、監査部門の「第 ３ 線」の態勢に加え、2019年 4

月には、「1.5線」としての役割を担う「内部統制推進室」

を設置し、第 1 線のフォロー及び第 2 線とのパイプ役と

して、内部統制の強化を図るとともにスリーラインディ

フェンスをより機能的なものとしております。

また、当社では一昨年から、社内諸規程を体系的に整

理する取組みを行っており、債権回収会社として、各種

関係法令やガイドライン、自主ルールに遵法した運営を

行っていますが、更なる組織運営の健全化とガバナンス

強化を目的とした取組みとしております。社内規程の選

別、区分、分類分けを行い、各規程の位置付けを整理し

て体系化を図るとともに、規程本文についても法令や実

務を確認のうえ、改廃や新設を行っております。これに

より、業務運営における業務プロセスが明確になり、標

3　内部統制の強化について

準化されました。また、判断や権限、責任の所在が明ら

かになることにより、業務効率も向上しております。明

文化されたルール・基準・規程に基づいて業務を管理・

遂行する風土が形成されたことから、今後は社員が主体

的に関連する業務の規程作成に携われる態勢の実現に向

け、継続して取り組んでまいります。

当社の沿革・特色、今年度の取組み、内部統制体制の

強化についてご紹介させていただきました。

厳しい環境下ではありますが、SBIグループの基本理

念である「顧客中心主義」に基づき、社員の安全を確保

し、取引先様と共に価値共創を行いながら、当社のビジョ

ンである「社会から信用・信頼を受けるサービサー」を

目指してまいります。

4　最後に
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1　当社の概要

当社は、昭和42年創業の老舗の不動産鑑定事務所のグ
ループ会社として、平成16年に設立された独立系サービ
サーです。熊本県を拠点に、九州地方を主な活動エリア
としています。取扱債権は、様々ですが、九州地方の地
方銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合など、地域
金融機関が有していた債権が多い傾向にあります。

当社は、長年にわたる不動産鑑定業務などで培われた
独自のノウハウ、特に担保物件の査定、企業の資産評価、
不動産有効利用のコンサルティング、事業再生プランニ
ングのノウハウなどを活かし、不動産、企業及び債務者
の再生を支援し、地域経済の良きパートナーとして、地
域経済の活性化に貢献することを目標に掲げて活動して
います。

2　就任の経緯

私は、当社から法律相談を受けたり、訴訟事件を受任
したりしていたところ、前任の取締役弁護士の任期満了
に伴い、熊本県弁護士会の推薦を得て、令和 2 年 7 月 1
日付けで、当社の取締役弁護士に就任しました。

取締役就任後、私が債権回収株式会社の取締役弁護士
に就任したという話を伝え聞いた何人かの破産管財人か
ら、「破産手続開始の決定…を受けた者…が有する金銭
債権」（サービサー法第 2 条第 1 項第16号）の査定依頼
をいただきました。その後、破産管財人から、「とても
助かった。」と声をかけていただきましたが、私としても、
身近な分野で、サービサーの存在意義を実感する機会と
なりました。

3　取締役弁護士としての主な業務内容

　⑴　出勤状況
�　私は、毎年 1 回開催の株主総会及び毎月 1 回開催の
取締役会に出席するため、当社に赴いています。また、

毎月 2 回開催の法務相談及び
毎月 1 回開催の研修会のた
め、出勤しています。このた
め、おおむね毎月 4 回（毎週
1 回）出勤しています。

　⑵�　法務相談及びリーガル
チェック

�　 法 務 相 談 及 び リ ー ガ ル
チェックについては、私が当
社に赴いて行うものに限らず、電話、電子メール及び
法律事務所での面談など、適宜の方法で、随時、受け
付けています。
�　コンプライアンス上の問題点は、社内規程で取締役
弁護士のリーガルチェックが必要とされている事項な
どに限らず、役職員からの相談などを端緒として明ら
かになる場合も多いと思われます。このため、取締役
弁護士として、役職員から気軽に連絡や相談をしてい
ただけるように心掛けています。例えば、何か分から
ないことや困りごとはないかを、こちらから積極的に
尋ねたり、質問に対してはできるだけ早めにレスポン
スをお出ししたりするなど、円滑なコミュニケーショ
ンに努めています。
　⑶　交渉記録簿の確認

�　債権の回収行為などが適正に行われているかを確認
するため、出勤した際に、空いた時間などを使って、
交渉記録簿（サービサー法規則第15条第 1 項第 4 号）
を確認しています。確認に当たっては、交渉状況が網
羅的かつ客観的に記載されているかを特に意識してい
ます。交渉状況が分かりにくかったり、文意がつかめ
なかったりする箇所などがあれば、交渉記録簿の作成
者に声をかけて、具体的な状況等をお尋ねし、表現を
改めていただくなどしています。
　⑷　特定金銭債権の審査

�　特定金銭債権の審査については、社内規程に基づき、
取締役弁護士が「特に指定した類型」について審査を
行うことになっています。具体的には、法務相談の際
などに、私が過去に特定金銭債権の審査を行ったこと
がない類型に属する債権（前任の取締役弁護士が既に
審査を行い問題がないと判断されたものを含みます。）
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について、審査を行っています。そのほか、職員にお
いて、特定金銭債権か否かの判断が難しいと考えたも
のについても、法務相談の際に確認しています。
　⑸�　反社会的勢力への対応及び社内通報（相談）制度

の受付
�　債務者などが反社会的勢力であることが判明した場
合には、取締役弁護士の指導の下、かかる債務者など
との交渉・対応を行うこととなっています。また、取
締役弁護士は、社内通報（相談）制度による通報（相
談）受付部署となっております。もっとも、私が就任
してから今のところは、これらの事案は発生しており
ません。
　⑹　研修会の実施

�　ひと月ごとに、民法、民事執行法など、当社の業務
に関連するテーマを選んで、研修を行っています。ま
た、少なくとも 4 か月に 1 回程度の割合で、「社内規
定遵守とコンプライアンス」に特化した研修を行うこ
とになっています。
�　かかる研修の一環として、役職員と一緒になって、
社内規程の読み込みなどを行い、日常業務で気付いた
点や問題意識などを報告していただいています。この
社内規程類の読み込みについては、私が取締役弁護士
に就任してから、けっこうな時間を割いてコツコツと
実施しています。一つ一つの社内規程の条項を読み上
げて、あるいは役職員を指名して読み上げていただき、
決裁のルールや書類の保管方法などについて、「具体
的にどなたが何をやっているのですか。」、「実際にこ
ういうことをやっているのですか。」、「どうしてこう
いうルールがあるのですか。」などといった質問を投
げかけ、業務実態が社内規程類と乖離していないかな
どを点検しています。
�　点検の結果、ほとんどの場合、社内規程類と業務実
態が一致していましたが、手続負担が重すぎると思わ
れる箇所もありました。手続を省略してもコンプライ
アンス上問題が生じないと思われる部分などについて
は、社内規程類を改正して事務負担を軽くすることも
ありました。
�　こうした社内規定類の読み込みは、役職員において、
社内ルールを再確認し、規範意識を涵養する良い機会
になっていると思っています。また、それと同時に（そ
れ以上に?）、私自身のためでもあり、就任以来、この
社内規程類の読み込みを通じて、社内規程類とその運
用、各部署の役割、各役職員の人物像などを頭に入れ
ることができました。地道な作業ですが、非常に有意
義なものと思いましたので、今後も繰り返し実施して
いきたいと思っています。

　⑺　情報収集
�　その他、定期的に開催されている取締役弁護士連絡
協議会の意見交換会及び研究委員会などに出席して、
情報収集を行い、取締役弁護士としてのバランス感覚
を失わないように努めています。また、他社の取り組
みや問題意識など、有益と思われる情報を社内で共有
しています。
�　取締役弁護士連絡協議会の各種会議には、ウェブ会
議の方法によって参加しています。ウェブ会議のおか
げで、熊本県からでも、時間と費用をかけずに、気軽
に出席できており、大変助かっていますが、新型コロ
ナウイルス感染症が落ち着いた折には、実際に開催地
にも出向いて参加してみたいと思っています。

4　メンター制度

ところで、令和 4 年 6 月29日に開催された取締役弁護
士連絡協議会の総会において、希望者を対象とするメン
ター制度が創設されました。希望すれば、業務に関して
の相談に乗ってくださる担当世話人を選任していただけ
るという制度です。

取締役弁護士の業務に関しては、悩みごとがあっても、
周囲の弁護士などにも相談しにくい性質のものもあると
思われますので、こうした相談制度が作られたことは、
大変心強く思います。私も、早速、メンター制度への希
望を表明し、担当世話人を選任していただきました。

まだ御相談は行っておりませんが、時間が経ちすぎて、
何となくお話をしにくい状態になる前に、御相談をした
いと存じます。

5　終わりに

この原稿を書いている令和 4 年12月の時点で、当社の
取締役弁護士に就任してから、およそ 2 年 6 か月が経ち
ました。業務を通じて、いろいろと勉強になることが多
く、大変充実したものでしたが、同時に、もっと勉強と
経験を積んで実力を付けなければならないなとも思って
おります。

今後も、サービサー法が、サービサーに対して取締役
弁護士の選任を義務付けた趣旨を自覚し、債権の回収行
為などの適正を会社内部から実効的かつ十分に監督でき
るよう、研鑽に励み、役職員とのコミュニケーションを
図り、取締役弁護士としての職責を果たしていく所存で
す。
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好機到来の一年に
副理事長（株式会社山田債権回収管理総合事務所）　　山田 晃久

新年あけましておめでとうございます。

ご存知のように昨年 8 月に、中小企業活性化協議会との連携による再生系サービサー

のいっそうの活用を目指したトライアルが開始されました。サービサーの活用が中小企

業支援、金融機関の仲介機能の発揮という観点からも注目されていることの背景には、

サービサーがこれまでに事業再生の現場で積み上げてきた実績が評価され、今後に期待されていることがあると

考えております。また昨年、経済産業省・財務省・金融庁が連携して策定・公表した「中小企業活性化パッケー

ジ」、「同NEXT」で再チャレンジフェーズとして位置付けられた「廃業支援」といった場面においても、サービ

サーの活用が非常に有効であると思います。

業界全体としましても、日本経済に貢献し、サービサーの役割・機能を理解していただく良い機会だと思います。

当社はこれまでも中小企業の再生に地域金融機関と個別に取り組んで参りましたが、こうした世の中の動きを

好機と捉え、期待に応えて着実に実績を積み上げていくことが何よりも重要だと考えております。事業再生、事

業承継、廃業支援には、いっそう力を入れて取り組んで参る所存です。

本年もどうぞ、よろしくお願いいたします。

山田 晃久　副理事長

年頭のご挨拶

真に社会に求められるサービサーを目指して
理事長（エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社）　　土屋 太郎

あけましておめでとうございます。

昨年は、長引くコロナ禍影響に加え、不安定な国際情勢や急激な円安・物価高騰など

変化の激しい 1 年となりました。依然先行きは不透明ですが、ウィルスと共存する生活

様式も徐々に浸透し、経済活動の正常化に向けた動きも進展しています。今後、過剰債

務に苦しむ中小事業者の増加が懸念される中、サービサー機能を活用した事業再生・事業承継や廃業支援等によ

る経済の新陳代謝促進への期待が高まっています。昨年 8 月には中小企業庁・中小企業活性化協議会との連携に

よる「再生系サービサートライアル」の取組みが始動し、また更なるサービサー機能の発揮に向けたサービサー

法改正案の抜本見直しにも着手しました。関係省庁、公的機関、金融機関等と連携し、ポストコロナ時代におけ

る社会課題解決の一翼を担い、日本経済のサステナブルな発展に寄与すべく、会員会社の皆様と共に邁進してい

きたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。

土屋 太郎　理事長
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お客さまの経営課題の解決に貢献するサービサーを目指して
副理事長（あおぞら債権回収株式会社）　　関澤 行雄

あけましておめでとうございます。

昨年はオミクロン株の感染拡大、ウクライナ紛争、主要国におけるインフレの進行、

急激な円安など不測の事態が次々と発生した 1 年でした。主要国では「ウィズコロナ」

を前提とした経済の正常化が進みつつありますが、国際的な燃料・資源価格の高騰に加

え、急激な円安による輸入物価の上昇が家計や企業に影響を与えるなど、経済への新たなマイナス要素も顕在化

しています。

経産省などが公表した「中小企業活性化パッケージNEXT」で再生系サービサーを活用した支援スキームが創

設されるなど、サービサー活用の機運が徐々に高まっています。金融機関やサービサーには、中小企業への財務

面の支援だけでなく、本源的な収益力回復に向けたコンサルティング機能の発揮が求められており、当社におい

ても新たな取り組みを開始しています。

インフレ、金利上昇、リセッション懸念、地政学リスクが交錯し、先行きが不透明な状況が続くものと予想さ

れますが、こうした新たな取組みにより、中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを支援し、地域社会

の課題解決と地域経済の持続的な成長に貢献できるよう会員各社の皆様と精一杯取組んで参る所存です。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

関澤 行雄　副理事長

サービサーの更なるステップへ
副理事長（日本債権回収株式会社）　　松尾 秀樹

新年あけましておめでとうございます。

昨年のロシアによるウクライナ侵攻はエネルギーや食糧危機問題、世界的なインフレ

拡大など大きく世界を揺るがす事態となり、我が国においても物価上昇や大幅な為替変

動など大きな影響を及ぼすことになりました。今後の動向は今年も注視せざるをえない

状況であります。

コロナ感染についてもオミクロン株による第七波の感染拡大、年末にかけては第八波の感染が拡大しつつあり

予断を許さない状況にあります。しかしながらコロナ感染対策はウィズコロナ体制へと変わり経済活動について

も戻りつつあります。

今年はウィズコロナが定着しポストコロナへの対応が本格的に始まるものと考えています。

経済活動の正常化に伴い中小零細企業の再生は喫緊の課題となり、サービサー会社の社会的役割はなお一層高

まるものと思われます。

事業再生の促進により日本経済の持続的な発展に寄与するためにもサービサー機能の拡充に向けた業界活動に

積極的に取り組むとともに、コンプライアンス態勢を更に向上し社会的信頼を高めるよう協会会員の皆様と一致

協力して取り組んでまいりたいと思います。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

松尾 秀樹　副理事長
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社会の公器としての存在意義を発揮
専務理事（一般社団法人全国サービサー協会）　　大竹 尚志

年頭にあたり、事務局スタッフ一同、新たな気持ちで協会活動に邁進する所存です。

さて、日本経済のサステナブルな発展に寄与するためのひとつのテーマとして、ポス

トコロナにあって万遍なく中小企業に対し、サービサーを活用した事業再生支援を実施

していくため、その在り方について中小企業庁との共催による勉強会を重ねてきました。

結果、中小企業活性化協議会とサービサーが連携事例を醸成していく「再生系サービサートライアル」を開始し

ます。このトライアルは、経済産業省・金融庁・財務省による「中小企業活性化パッケージNEXT」にも組込ま

れた施策です。サービサー協会では、今後の取組状況や課題の掘起こし、事例の共有などを目的としたフォロー

アップ態勢を整備することで、好事例積み上げのお役に立てればと考えております。

また、サービサー法改正では、相当の期間経過と、それに絡む環境変化などを鑑み、現行のサービサー法改正

案の見直しについての方向性をお示ししました。主な変更点は事業再生関連と、弁護士との連携を意識したもの

になります。今後、要望書に取りまとめのうえ関係省庁・関係団体との協議の場へと臨んでまいります。

ポストコロナの時代に在って、よりサービサーが必要不可欠な存在であることを具現化し、社会の公器として

の存在意義が正しく広く世間に認識され、活動場面の拡大に向けた法改正の実現へと繋がることを強く信じてい

ます。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

大竹 尚志　専務理事

事業会社の経営環境が不透明な中でサービサーの貢献を目指す。
理事（アビリオ債権回収株式会社）　　渋谷 愛郎

新年あけましておめでとうございます。

昨年 6 月の社長就任以降、既に 2 回の新型コロナの波が来ました。当面Withコロナ

は続き、私たちがマスク無しで暮らせるのは、まだ少し先のことなのでしょう。

昨年来、日本の事業会社を取り巻く環境は、倒産の少なかった2021年から、コロナ対

策のゼロゼロ融資終了だけではなく、円高、物価高にも見舞われ、経営が不安定になる要素が増えています。実際、

22年上半期の倒産件数は 3 年ぶりに増加に転じました。

当社はSMBCグループの会社ですが、グループ内の債権回収に留まることなく、幅広い金融機関の与信管理に

寄り添うパートナーとして活動しています。

具体的には、債権回収を通じて金融機関の業務効率化に貢献するとともに、個人や事業者の過剰債務の解消や、

再チャレンジに繋がる活動をしています。固定化した資金の循環に資することで、経済に貢献することを目指し

ています

また、私自身は、当協会の理事として、サービサー業界の発展に微力ながら貢献できるよう行動します。

渋谷 愛郎　理事
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「2023」は人的資本経営スタートの年に！
理事（ニッテレ債権回収株式会社）　　小林 英利

新年あけましておめでとうございます。
コロナというパンデミックが終息するかしないかとういう昨年 ２ 月になって、今度は

ロシアのウクライナ侵攻とういう戦争が起こってしまいました。ロシアに触発されたの
か？アメリカ・韓国の動きに反応したのか？北朝鮮では大陸間弾道ミサイル等の発射実
験が繰り返し起きたり、核実験が行われるのではないかという物騒な予測も起こってい
ます。更には、台湾問題もキナ臭い状況が続いており、我々の安心が確保された環境が
大きく変わってしまうのではないかという危機感が身近に迫ってくるようになりました。

日本を振り返って見ますと、急激な円安、平均所得の停滞、デジタル化の遅れ等日本
の競争力低迷が目立つ中、その打開策の一つとして人的資本経営が大きく取り上げられるようになってきました。

人的資本経営の土台である、人財をコストと考えるのではなく、投資と考え、エンゲイジメントを高めるよう
な施策を展開するため、当社では人的資本経営準備室を立ち上げ、今春からの本格稼働に向けた準備を進めてい
る段階です。

定年延長で就業期間は延びましたが、一方で、その方達のモチベーション維持は日本企業の喫緊の課題だと捉
えています。各世代が尊敬し合える組織を目指し、人的資本経営の諸施策を検討・展開していきたいと考えてお
ります。

今年の干支にあやかり、飛躍の年になることを期待しています。

小林 英利　理事

新年を迎えるにあたって
理事（オリックス債権回収株式会社）　　宮津 正治

明けましておめでとうございます。
コロナ禍も 3 年が経過し、昨年は致死率や重症化率の低下を踏まえ、行動制限が緩和

されるなど政府の新型コロナ対策も大きく転換されました。この年末年始は、街も、初
詣の寺社も以前のにぎわいを取り戻し、大変喜ばしく感じられます。

さて、昨年はロシアのウクライナ侵攻による国際情勢の不安定化、資源価格の高騰お
よび円安と、混迷の一年でした。この状況下、企業も長引くコロナ禍に加え、コスト面
で大きな負担を強いられることとなり、有用な経営資源を有しながらも業況を悪化させ
る事業会社が徐々に顕在化してきています。

縮小傾向が続くサービサー業界ではありますが、このような環境変化のもとで、当社は今後求められる事業再
生、事業承継などの新たなニーズに対応していくことで、業界の一層の発展を目指していく一年としたいと考え
ております。

最後に、会員各社さまのますますのご発展と皆さまのご健勝を祈願いたしまして、　新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

宮津 正治　理事

企業活動の根本をより強固で高度なものとし、
将来に繋がる「飛躍」をする1年に
理事（エー・シー・エス債権管理回収株式会社）　　松山 正弘

新年あけましておめでとうございます。
昨年は、コロナとの戦いに加え、戦争、円安・物価高による生活面での戦いなど、「戦」

の一字にあらわされる厳しい世相となりました。一方で、サステナブル／ SDGｓに対す
る認知度の高まりなど、企業と社会の関係性を改めて考えさせられる 1 年ともなりまし
た。

新しい年は、当社がこれまでに進めてきた「テックサービサー」を目指した取り組み
の推進に加え、適正・適法な業務運営体制や、実効性の高い内部統制・監査体制の確保に向けた取り組みなどに
より債務者保護を実践するサービサーであり続けるとともに、会員各社の皆さまと一緒にサービサー業界の未来
を築いていく 1 年にしたいと考えています。

最後になりますが、2023年が皆さまにとって更なる飛躍の年となることを祈念いたしまして、ご挨拶とさせて
いただきます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

松山 正弘　理事

No.58 2023.2.10 9



2023年　明るく希望のもてる年にしたい
理事（ジェーピーエヌ債権回収株式会社）　　宮武 信夫

明けましておめでとうございます。

昨年を振返っても、明るいニュースを探すのが一苦労な年になりました。円安、イン

フレ、実質賃金低下、出生率低下など不透明で厳しいマーケット環境、依然続くコロナ戦、

ウクライナ危機について語っても暗くなるばかりです。何と言っても、子供から大学生

までの若い世代が将来への不安が少しでも減って希望をもてる国にならないと。業界としての社会貢献は、社会

情勢に応じて変化させ役割を遂行してきましたが、今後は将来を担う若い世代にも認知されるためにはどういう

活動をすればよいかという視点が、新たに重要になってくると個人的に感じています。昨年、我が社は大学との

産学連携でインターシップとケーススタディの機会を大学生に設けました。フィンテック協会においてスタート

アップ起業者とも交流をはかりました。皆さん行動力があって素晴らしい。債権回収や再生というキーワードか

らサービサーをより理解してもらい、社会やビジネスの場で活用の機会を知ってもらう。逆に、若い世代から知

恵やスキルをよく聞いて参考にし、効率的かつ生産性向上のためにサービサーに何を導入できるか。実現してい

くために、このような交流も継続していきたい。会員各社様のさまざまな経営手腕によって、業界の活性化や発

展に寄与されているような新しい取組みなどを積み重ねて、簡単なことではないですが、常に挑戦していき、イ

ノベーションが多く起きる業界へと、会員各社様と一緒に盛上げていきましょう。

本年も、各社様の更なる成長を祈願いたしまして、新春のご挨拶とさせていただきます。

宮武 信夫　理事

時代が求めるサービサーへ
理事（保証協会債権回収株式会社）　　竹本 康史

新年あけましておめでとうございます。

昨今の社会情勢が大きく変化する中、サービサー業界を取り巻く環境も大きく変化し

ています。

再生、事業承継、債務整理等、債権管理回収業だけでなく、その時代に応じた役割が、

サービサー業界にも求められているのではないかと思います。

そして、その役割を確実に実行することが、サービサー業界の持続的な発展に繋がり、延いては、日本経済の

回復と発展に貢献することになるのではないでしょうか。

弊社は、中小企業施策である信用保証制度の健全な運営に寄与することを目的として、信用保証協会の信用保

証から発生した債権のみの管理回収業務を受託しております。

近時、コロナ対応融資保証に関する債務負担が徐々に重くなってきており、デフォルトに陥る惧れがある企業

も増加してきているように思われます。

そのような状況下においても、未来に繋がる管理回収を心掛け、中小企業の皆様はもとより、広く社会からの

信頼を得ていきたいと考えております。

本年も、サービサー業界の一員であることをしっかりと認識し、サービサー業界の発展のため精一杯取り組ん

でいきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

竹本 康史　理事
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環境変化をチャンスに！サービサーの更なる発展を目指して
理事（三菱HCキャピタル債権回収株式会社）　　白石 和弘

新年あけましておめでとうございます。
昨年はコロナ禍のもと、経済活動が回復する中、世界的な物価上昇と金利上昇、ロシ

ア・ウクライナ情勢の悪化など、外部環境の変化が激しい年でありました。
このような環境変化の中で、日本企業の債務残高は著しく増加しており、サービサー

業界に求められる役割は、不良債権処理に加えて、事業再生などを通じた社会的課題の
解決へと変化しつつあります。

また、With/Postコロナの環境下では、想像以上のスピードでビジネスモデルが変化
しており、“債権回収”においても更なるアップデートが必要になると考えます。

2023年は環境変化を新たなビジネス機会と捉え、多様なお客さま・パートナーとともに社会的課題に向き合い、
解決していくことで、持続可能で豊かな未来に貢献してまいりたいと思います。

本年もサービサー業界の更なる発展のため、微力ではございますが、精一杯取り組む所存ですので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

白石 和弘　理事

今年は「癸卯」、新たな始まりの年に
理事（アイ・アール債権回収株式会社）　　清岡 哲弘

会員各社の皆さま、明けましておめでとうございます。
新型コロナウイルス第 8 波は、第 7 波と同様、感染しても軽症の方が多いようですが、

皆さんもご家族含め感染予防に努め、健康でお過ごしください。
今年は「癸卯（みずのと・う）」の年にあたります。「癸」は十干の最後にあたるもの

で物事の終わりを意味します。「卯」は跳ね上がるという意味があります。今年は「苦
しい時期が終わり、これまでいろいろと準備してきたことが始まり跳ね上がる年」と言
えます。

コロナでの生活スタイルはすっかり日常の一部になりました。コロナ対策で行われた金融機関のいわゆる“ゼ
ロゼロ融資”も元利金の返済が始まり、また、企業や私たちは物価高、円安等の対応に忙しくしています。お客
さまの事情にも変化が表れてきています。昨年は行政機関の中でも事業再生・再チャレンジをテーマに議論がな
されました。当業界はお客さまの再生支援に関わる業界であり、今後その役割が再注目されることでしょう。

現在の不良債権市場は債権放出が少なく、業界は厳しい環境が続いていますが、これから新たな時代が始まる
のだと捉え、一緒に頑張っていきましょう。

引き続き、皆さまの期待に応えられるよう、協会理事として取り組んでいきます。今年もどうぞよろしくお願
いいたします。

清岡 哲弘　理事

経営の安定化を目指して
理事（株式会社住宅債権管理回収機構）　　渕野 昭宏

新年明けましておめでとうございます。
新型コロナウイルスの感染拡大から 3 年。最近、徐々にですが以前の日常が戻ってき

ているように思います。一方でこのコロナ禍を契機に大きく変わった人々の価値観や行
動様式が会社の事業運営に大きな影響を与えるようになっており、否応なしに変化する
ことが求められ続けています。

このため、弊社では、この ４ 月からスタートする次期中期経営計画で業務効率化・
高度化に最優先で取り組み、事業基盤を再強化することにより、激しく変化する社会・
経済情勢への対応力を高めたいと考えています。これにより経営を中長期的に安定させ、今後とも業界各社の皆
様方とともに金融業界のインフラとして社会に貢献し続けたいと考えています。

また、本年も引き続き、社員一人ひとりが高いコンプライアンスマインドを持ち、すべてのお客様に対し誠実
に丁寧に対応することを通じて、サービサー業界に期待されている社会的信頼の向上にしっかりと寄与していき
たいと考えています。

最後になりますが、サービサー業界のさらなる発展と皆様方のご多幸、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。
本年も引き続きよろしくお願いいたします。

渕野 昭宏　理事
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ウェルビーイング経営で、新たなステージへ
監事（やまびこ債権回収株式会社）　　山科 光一

新年明けましておめでとうございます。

コロナ禍が 3 年も続きますと、ありのままに活動することに対して、消極的な思考が

でき上がってしまっており、一歩前進する為には、コロナ前以上に、否定されることを

恐れず、躊躇いの気持ちをなくすことから始めなくてはならなくなりました。

今年は、働きがいを含めた「ウェルビーイング(より良く生きる)」の思考を高め、もっとポジティブな気持ちで、

物事に没頭し、感謝の気持ちをもって人間関係を築き、新たなステージに挑戦していく所存です。

さて、サービサー業界では、昨年、ポストコロナに向けて、「サービサーを活用した事業再生支援への取り組み」

がスタートしました。本年は、コロナ融資の返済が本格化し、中小企業の「過剰債務問題」が、より表面化する

と見られておりますので、中小企業活性化協議会と連携した新たなスキーム等を活用して事業再生・再チャレン

ジの促進及び地域経済の活性化に寄与して行きたいと考えております。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

山科 光一　監事

「変化」の契機となる年に
監事（系統債権管理回収機構株式会社）　　篠田 崇

あけましておめでとうございます。

昨年は、ロシアによるウクライナ侵攻、物価高・電力供給不安など、年初想定のない

事象に追われた 1 年でした。「今年の漢字」が2001年以来の「戦」というのも頷ける内

容だったと感じます。一方、サービサー業界では会員 2 社に対して法務省から行政処分

が発出されました。チェック体制を含め内部統制システムの不断の整備・充実の必要性を改めて強く意識のうえ、

業務運営に努めていきたいと思います。

さて、今年は変化の「変」になるかどうか、と勝手に想像しています。日常生活はコロナ前を取り戻すというより、

ＤＸを考慮した新たな生活様式に変化し、定着していくのではないか。他方、資金繰りに困っている事業者・個

人への対応、特に昨年策定された「中小企業活性化パッケージＮＥＸＴ」の活用がいよいよ本格化するかどうか。

債権債務の調整機能の発揮ひいては軋轢の解消を通じ、日本経済全般の持続的発展に寄与するというサービサー

業界の思いを具現化する 1 年となるかどうか。2023年が「変化」の契機となった年だった、と後々振り返られる

状況に至ることを切に念願しております。

本年も、協会監事会社として、業界の発展のため微力を尽くす所存です。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願

いいたします。

篠田 崇　監事
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協 動会 報活 告

開催地 基礎 実践 開催地 基礎 実践 開催地 基礎 実践 開催地 基礎 実践
北海道 69 45 東京都 205 234 滋賀県 18 6 香川県 3 4
青森県 4 5 神奈川県 19 46 京都府 7 4 愛媛県 0 0
岩手県 0 0 新潟県 16 5 大阪府 64 49 高知県 0 0
宮城県 14 2 富山県 3 0 兵庫県 6 2 福岡県 55 54
秋田県 0 0 石川県 3 3 奈良県 1 6 佐賀県 1 1
山形県 0 0 福井県 0 0 和歌山県 0 1 長崎県 6 6
福島県 0 0 山梨県 0 0 鳥取県 0 1 熊本県 1 3
茨城県 1 1 長野県 5 3 島根県 0 2 大分県 0 0
栃木県 0 1 岐阜県 0 1 岡山県 1 2 宮崎県 0 0
群馬県 0 0 静岡県 0 0 広島県 11 9 鹿児島県 0 0
埼玉県 51 35 愛知県 23 21 山口県 8 5 沖縄県 16 15
千葉県 35 58 三重県 1 1 徳島県 0 0 合計 647 631

　2022年度の第17回LSアセットマネージャー検定（基

礎編・実践編）を 12 月 1 日から 12 月 27 日までの約 1 ヶ

月に亘り実施いたしました。ＣＢＴ方式に切り替わっ

て 2 年目になります。年末の大雪の影響により交通機

関の乱れた地域や受検会場の閉鎖された地域の受検者

の方は受検日や受検会場を変更して受検に臨まれたの

で大きな混乱もなく今年度の検定を終えることができ

ました。

　今年度の受検者総数は 1,278 人でした。うち基礎編

の受検者数は 647 人（出席率 97. １％）、うち実践編の

受検者数は 631 人（出席率 97.7％）でした。前年度の

受検者総数が 1,482 人でしたので今年度の受検者総数

は前年度と比べて 204 人減少しました。うち基礎編の

受検者は 283 人減少、うち実践編の受検者は 79 人増

加となりました。

　受検会場は前年度より約 20 か所増えて全国に約 300

か所ある受検会場から選択して受検できるようになっ

たことから、より受検しやすくなったのではないかと

思われ、受検者が選んだ受検会場の範囲は前年度と比

べて 2 県増加し 33 都道府県に広がりました

　受検者の皆様には検定を通して学んだ知識を業務

に生かしていただくとともに、会員会社におかれまし

ては業界の地位向上、品質向上に繋がる社内研修等を

行っていただき更なる人材の育成をお願いいたします。

ＬＳアセットマネージャー検定実施報告

銀座 CBTS 歌舞伎座テストセンター

■受検日動向（人）

■都道府県別受検者数（人）

受検日動向（12/1/ ～ 12/27）
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協 動会 報活 告

　参加会員会社を 4 グループに分けて、2022 年 10 月
21日・24日・27日・28日の日程で、TKP市ヶ谷カンファ
レンスセンターにて、情報交換会を開催しました。
　コロナ禍の折、Web 参加との併用とし、来場参加
31 社、Web 参加 28 社　計 59 社の参加、また視聴の
みのオブザーバーとしての参加が 5 社となりました。
　全会員会社を対象にして行ったアンケート結果を集
計して、情報交換会前に会員会社に配布し、当該アン
ケートの内容（過誤事案・郵便物誤配を始めとした個

人データの漏えい・コロナ特則・苦情事案等）をテー
マに、3 時間（13：00 ～ 16：00）情報交換を行いました。
　最後に、アンケート項目以外でも、他社の取組状況
を参考にしてもらうための質問時間を設け、情報交換
会を終了といたしました。
　今後も、特定項目の情報交換を目的とした「情報交
換プラットフォーム」の活用と併行して、業界全般に
係るテーマでの情報交換会を継続していきたいと考え
ております。

「情報交換会」を開催

　協会の会員専用ホームページに、会員会社情報交換
の場として「情報交換プラットフォーム」を開設し、
2022 年 8 月 31 日より運用を開始しております。
　これは、年 1 回実施している情報交換会が、全会員
会社を対象に同一テーマの情報交換を行うことを前
提としているのに対し、他の会員会社と「あるテー
マ」について情報交換を行いたい会員会社がプラット
フォームにテーマ登録を行い、参加を希望する会員会
社との間で逐次、情報交換を行うことを目的としたも

のです。
　業界において、会社毎に業態や規模の違いがあり、
自社と近い業態や規模の会社と情報交換を行いたいと
いうニーズは潜在的にあったため、協会が情報交換の
場を提供することにより、会員会社相互の有益な情報
取得に役立てていただければと考えております。また、
運用していく中で、会員会社からの意見があれば、必
要に応じて変更を加えていく予定です。

会員会社情報交換のプラットフォーム開設

全国サービサー協会は、暴力団排除協議会を主軸に、
暴力団排除活動に積極的に取り組んでいます。
　①�　2022 年 5 月 30 日、一般社団法人故佐長彰一先

生記念危機管理研究会の例会に出席（第 122 回）
　　�　テーマは、「尼崎市から暴力団事務所がなくな

る日も近い」「福岡県の工藤会対策」
　②�　2022 年 7 月 19 日、令和 4 年度暴力団排除関係

団体連絡会総会に出席　[ 主催：暴力団追放運動
推進都民センター ]

　③�　2022 年 7 月 25 日、一般社団法人故佐長彰一先
生記念危機管理研究会の例会に出席（第 123 回）

　　�　テーマは、「暴力団離脱者の口座開設支援につ
いて」「特殊詐欺組長訴訟の到達点及び今後の課
題」

　④�　2022 年 8 月 24 日、第 9 回暴力団排除セミナー
に出席　[主催：暴力団追放運動推進都民センター]

　⑤�　2022 年 9 月 26 日、一般社団法人故佐長彰一先
生記念危機管理研究会の例会に出席（第 124 回）

　　�　テーマは、「工藤会トップ死刑判決における共
謀の認定とこの判決から読み解く捜査公判活動」

　⑥�　2022 年 10 月 26 日、反社会的勢力対策セミナー
に出席　[ 主催：全国暴力追放運動推進センター ]

　⑦�　2022 年 11 月 10 日、一般社団法人故佐長彰一先
生記念危機管理研究会の例会に出席（第 125 回）

　　�　テーマは、「暴力団対策の軌跡」「日弁連民暴委
員会の活動」

　⑧�　2022 年 11 月 14 日、第 30 回暴力団追放都民大
会に出席　[ 主催：暴力団追放運動推進都民セン
ター ]

　上記については、当協会ホームページの会員会社専
用「活動報告：暴力団排除協議会」および「活動報告：
外部団体主催研究会等」に掲載しています。

暴力団排除への取組み
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１ ．インボイス制度の概要
　�　令和５年 10 月１日から消費税のインボイス制度が開始されます。
　�　インボイス制度においては、買手は仕入税額控除の要件として、原則、インボイス発行事業者から交付を受けた

インボイスなどの保存が必要になります。
　�　インボイスとは、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、登録番号のほか、一定の事項が記載

された請求書や納品書その他これらに類するものをいい、現行の「区分記載請求書」の記載事項に加えて、「登録
番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額」を追加したものとなります。

　�　インボイスを交付できるのは、インボイス発行事業者に限られ、インボイス発行事業者となるためには、登録申
請手続を行い、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

２ ．登録を受けた場合の留意点・インボイス制度に向けた準備
　�　ご自身の事業の内容などに応じて、インボイス制度にどのように対応するかご検討ください。登録を受ける場合

の事前準備などの参考としていただくため、売手及び買手の観点から基本的な項目をまとめています。
　⑴　インボイス発行事業者となった場合における売手の留意点
　　�　インボイス発行事業者となると、基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下となっても、免税事業者とは

ならず、課税事業者として申告が必要となります。
　　�　また、インボイス発行事業者には、主として以下の義務が課されます。

　①　インボイスの交付
　　　�　取引の相手方（課税事業者に限ります。）の求めに応じて、インボイスを交付（データでの提供可能です。）

する義務。インボイスの例として、金融機関等に対して交付する業務受取手数料に係る請求書などが挙げられ
ます。

　②　写しの保存
　　　�　交付したインボイス（又は簡易インボイス、返還インボイス）の写しを保存する義務。交付したインボイス

の写しとは、交付した書類そのものを複写したものに限らず、複数のインボイスの記載事項が確認できる程度
の記載がされているもの（例えば、複数のインボイスの記載事項に係る一覧表や明細表など）も含まれます。

　⑵　インボイス発行事業者となった場合における売手としての準備
　①　何をインボイスとするか

　　　�　取引ごとにどのような書類を交付しているか確認し、どのように見直せばインボイスの記載要件を満たせる
か、システム改修等も含めて検討する。

　②　取引先との認識共有
　　　�　必要に応じ、取引先への登録番号の通知や、インボイスとした書類、交付方法等の認識を共有する。
　⑶　インボイス制度後における買手としての準備

　①�　継続的な取引については、仕入先がインボイス発行事業者の登録を受けるか事前に確認し、何をインボイス
とするかについて、仕入先との間で認識を統一しておくことが考えられます。

　②�　自社の仕入れ・経費についてインボイスが必要な取引か検討する。継続的でないような一度きりの取引、少
額な取引についても原則としてインボイスの保存が仕入税額控除の要件となります。３万円未満の公共交通機
関や従業員に支払う日当や出張旅費、通勤手当などインボイスの保存が不要となる特例もあります。

３ 　登録申請手続
　�　インボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者（登録を受けることができるのは、課税事業者に限ります。）

は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。登録申請書は、e-Tax 又は郵送により提
出することができます。申請書の作成は e － Tax が便利ですので、ぜひご利用ください。

４ 　インボイス制度特設サイト
　�　国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」では、インボイス制度に関するリーフレッ

トなど各種情報等が掲載されておりますので、是非ご活用ください。

令和５年（2023年）１０月　インボイス制度が始まります！

国税庁からのお知らせ

《特設サイト》
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本年もよろしくお願い申し上げます集編 後記

新 会 員 紹 介

■２０２２年はコロナ禍に加え世界的にも重大事件が発生するな
ど激動の １ 年でした。２０２３年も気を引き締めて業務に邁進し
ていく所存です。� （髙）
■２０２３年はどのような年となるのでしょうか。２０２２年は戦争、
資源・食料不足、物価高騰、日本では少子高齢化の人口減で
すが、全世界では8０億人を超える状態と明るい話題がでてき
ませんでした。でも２０２３年は希望を持って、 １ つでもいいこ
とがあるように祈りたいし、私なりにいいことを行うように
心がけたいと思っております。� な(^^)
■１１月に息子が通う大学の学園祭を見に行きました。人数制
限があるとのことで事前のネット予約を済ませ、今どきの
キャンパスの雰囲気を楽しみに出かけたところ、最寄り駅の
改札を抜けてビックリ。いきなり長蛇の行列が。「えっ、人
数制限しているのにここから行列って何？」と唖然。結局、
駅から徒歩 ５ 分のはずの正門にたどりついたのは １ 時間後。
人が多くてゆっくりイベントを見ることもできず、早々に退
散。コロナ禍以降、人混みに触れることがなかったので大変
疲れた １ 日でした。� （小原）
■LS検定を担当して １ 年が経ちました。初めて経験するこ
とばかりで戸惑うことがままありましたが、今年度のLS検
定試験も無事に終えることが出来ました。関係者の皆様へ感
謝申し上げます。また受検者の皆様お疲れ様でございました。
LS検定を通じて習得した知識を日々の業務に役立てていた
だけると幸甚です。� （石）
■ある地方のお取り寄せであじの一夜干しを食べました。今
までの概念を覆す身の厚さと衝撃的なおいしさで再度注文！
そのあじの一夜干しをもっと最強にすべくおいしいお米を探
し、炊飯器ではなく土鍋でご飯を炊き食したいと思います！
やっぱり和食はすごいなと思います！� （箕浦）
■昨年 ３ 月で、一旦退職いたしましたが、１０月から出戻って
まいりました。本年 ３ 月までの予定で、月 8 日程度、働かせ
ていただいております。私の昨年の重大事項は、退職を機に、
グレーヘアの潮流に乗って、１０年以上続けていた白髪染めを
止めたことです。スッキリしました！年相応です。実際、若
くはないのだから仕方なかろうと居直りました！� （ひ）
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池田泉州債権回収株式会社は、法務大臣より2022年
9 月20日に許可を受け、池田泉州ホールディングス
100％出資子会社として営業を開始することとなりま
した。営業開始に向けご協力・ご支援いただきました
皆さまには、この場をお借りしまして御礼申し上げま
す。

当社は、主にグループ会社である池田泉州銀行の特
定金銭債権の管理回収業務を行っており、経営方針と
して「①地域経済活性化の一翼を担い、地域の皆さま
との持続的な共生の実現②債権管理だけにとどまらず
事業再生支援も担える人材の育成とノウハウの蓄積を
図り、地域の期待に応える体制を構築③地域の皆さま

のニーズへ対応することによ
り、当社グループの企業価値
向上」を掲げ、銀行系サービ
サーとして高いコンプライア
ンス意識を持ち、地域の皆さ
まの経営改善や事業再生支援
に取組み、地域経済の活性化
に貢献してまいる所存でござ
います。

今後ともご指導・ご鞭撻の
ほど、よろしくお願い申し上
げます。

〜 地域の未来に新たなピースを。〜
サービサー機能を提供し、地域経済との持続的な共生の実現に貢献します
許可
番号 許可年月日 商　号 郵便番号 所　在　地 電話番号 代表者

128 2022年
9月20日

池田泉州
債権回収株式会社 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎

3-1-22
06-6485-
3212 佐々木�暁

当社のコンセプト

佐々木 暁  代表取締役

16� 2023.2.10 No.58


