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はじめに 

日本の景気は、高度経済成長期以降、バブル崩壊、リーマンショックと長く

低迷してきた。しかし、近年は、2020 年に東京で、二度目のオリンピック開催

が決定し、インフラ整備のための雇用拡大や、アベノミクスなどの経済政策に

より、回復傾向にある。だが、この景気の上昇は一時的なもので、長く続いた5 

不況が好転したとは言い難い。オリンピックはあくまできっかけであり、今後

の日本経済をよりよくするためには、継続的な刺激が必要である。その鍵とな

るのが日本企業、特に日本企業の 99.7％を占める中小企業である。これらの企

業が成長していくことが、日本経済の復興には不可欠であるのだが、資金調達

問題により容易ではない。現在、中小企業が抱えているこの問題を改善するこ10 

とが、日本の景気回復につながると考える。  

 本論文では中小企業、ベンチャー企業 (以下 VB)の資金調達の現状について大

企業との比較をまじえつつ、問題点を分析する。現状、中小企業は情報開示義

務がないため、大企業に比べて圧倒的に情報量が少なく、このことから、情報

の非対称性が大きな問題となっている。さらに、モラルハザードや逆選択など15 

の諸問題が、資金調達を困難にしている。中小企業は、リレーションシップバ

ンキングなどを利用して情報の非対称性の改善を目指しているが、依然として

状況は変わっていない。また VB はシード、アーリー、エクスパンション、レ

ーターと、それぞれの成長段階に応じた資金調達を行うのだが、日本ではエン

ジェル投資家や、ベンチャーキャピタルなどのベンチャー企業を育てるエコ・20 

システムが海外に比べ未熟なため、こちらも資金調達に問題を抱えている。こ

れらの企業が抱える資金調達問題の解決策として、本論文で提案するのが、P2P

レンディングを用いた資金調達法である。P2P レンディングとは、貸手が借手

とインターネットを経由して、融資を行うものである。  

 最後に、本論文では第 1 章で、中小企業、VB の現状を分析し、それぞれの25 

市場規模から資金調達について考える。そして第 2 章、第 3 章では、中小企業

と VB の性質に焦点をあて、資金調達問題の抽出を行う。最後に第 4 章で、企

業が抱える問題の改善策としての P2P レンディングを紹介する。  
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第 1 章 市場規模による資金調達 

第１節 中小企業の現状 

 

第１項 企業の分類と定義   

 5 

(表１ )中小企業の定義  

 

（「中小企業・小規模企業の定義」中小企業庁 HP より筆者作成）  

http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html 

 10 

(表１ )は、中小企業庁が発表している中小企業・小規模企業者の定義であ

り、本稿では、これを満たす会社、及び、個人を中小企業の定義とし、又、資

本金、出資総額、及び、常時使用する従業員数が、これらの基準を上回る企業

を大企業と定義する。  

ベンチャー企業には明確な規定がないため、本大会の主旨文に沿い「創業か15 

らあまり時が経っておらず、新技術や新製品、新事業を背景に成長・拡大しよ

うとする意欲のある企業」と定義する。日本の企業は、全体の99.7%を中小企

業が占めており、また、特に、地方の道府県では、小規模企業が地方圏内全企

業数の87.5％を占め、地方圏での中規模企業の企業数は26 万である。中小企

業は、地方圏内における全従業者数1,868 万人のほぼ半数に当たる948万人の20 

 

業種  

中小企業者  小規模企業

者  

資本金  従業員数  従業員数  

①製造業、建築業、運送業

など  

3 億円以下  300 人以下  20 人以下  

②卸売業  1 億円以下  100 人以下  5 人以下  

③サービス業  5000 万円以

下  

100 人以下  5 人以下  

④小売業  5000 万円以

下  

50 人以下  5 人以下  
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雇用を吸収している。つまり、中小企業は日本の経済にとって最大の雇用吸収

セクターになっているということである。 1このように、日本の雇用を支える

中小企業は、日本経済の成長にとって大きな存在であるといえる。  

 

第２項 中小企業の現状  5 

日本は、バブル崩壊やその後に起きたリーマンショックなどの経済危機に見

舞われ、「失われた20年」と呼ばれる長期的な不況の状態にあった。しかしな

がら、安倍政権の経済政策や2020年東京オリンピックに向けたインフラ整

備、インバウンド事業が盛んになったことなどを理由に、景気は回復傾向にあ

る。  10 

 また、グローバル化や情報技術の発達に伴い、環境は急速に変化している。

特に、AIの導入にともなって、生産や、流通、販売の形態、雇用状況までも

が、変化してきている。  

 

第２節 中小企業が資金調達の側面において抱える問題点 15 

本節では、中小企業が、資金調達の側面において抱える、さまざまな課題に

ついて考察する。  

 

第１項 情報の非対称性  

中小企業の資金調達における最大の問題点は、「 (貸手と借手との間の )情報20 

の非対称性」である。中小企業の資金調達において、情報の非対称性は、様々

な問題を引き起こすことになる。上場企業は財務諸表の作成、開示が義務付け

られている。一方で、中小企業にそのような義務はない。従って、貸手は、上

場企業ほど、詳細で正確な中小企業に関する情報を入手できない。その結果、

資金提供者は企業の返済能力を正確に把握できず、危険なプロジェクトに資金25 

提供して、貸し倒れのリスクを懸念して、情報開示が不十分な企業への貸し出

しに及び腰になってしまう。  

このような情報の非対称性が引き起こす問題に、「モラルハザード」と「逆

                                                   
1  2015-1 号  日本金融公庫総研レポート

(https:/ /www.jfc.go.jp/n/ findings/tyousa_soukenrepo2.html )より引用  

https://www.jfc.go.jp/n/findings/tyousa_soukenrepo2.html
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選択」と呼ばれるものがある。  

モラルハザードとは、情報優位者である中小企業が自己の利益を優先するた

めに、貸手である銀行などの情報劣位者に、情報を十分に開示しないことで、

貸手の利益を害する可能性がある行動のことをいう。例を挙げると、企業が安

全な投資プロジェクトを提示して銀行に融資を求め、それに対して銀行が融資5 

を行ったとする。しかしながら、銀行が、安全な投資プロジェクトに使われる

と思っていた資金が、実は、リスクの高い危険な投資プロジェクトに使われて

いたというような状況のことを指している。  

逆選択とは、銀行側から中小企業を見た際、どの企業が優良企業なのかが分

からない時に起こる。この状況のもとでは、銀行はリスクを回避するため、質10 

の高低にかかわらず全企業に一律の高い金利を課さざるをえない。その結果、

倒産リスクが低い優良な企業は、金利負担に耐えられず市場から消え、倒産リ

スクの高い悪質な企業が、市場に残ってしまうという状況のことを指している。

その結果、銀行は本来得られるはずだった、利益の機会を失ってしまうことに

なる。  15 

 

第２項 規模の経済  

「規模の経済」も、金融機関が中小企業への融資に及び腰になる原因の一つ

である。金融機関が融資を行う際、必要となる審査費用は、融資額の大小に影

響されるものではないため、金融機関にとっては、融資額が大きいほどコスト20 

は相対的に低くなる。その結果、金融機関は、一度の借入額が大きい大企業に

優先的に融資を行うというインセンティブを持ってしまう。  

また、大企業のように、多額の借り入れを行わない中小企業にとって、資金

調達を有効に進めるための情報開示のコストは負担となるため、財務諸表の作

成義務がない中小企業は、それらの作成を積極的に行わない。その結果、情報25 

の非対称性の程度をより深刻なものとしてしまう。  

中小企業は、現在、資金調達において以上のような問題を抱えており、ま

た、大企業と比べて資本が少ないことなども信用リスクの向上につながり、資

金調達を困難なものにしている。  

 30 
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第３節 ベンチャー企業 

近年、ベンチャー企業という言葉をよく耳にするが、ベンチャー企業は法律

などにより明確な定義は定められていない。一般的ベンチャー企業とは、新た

な技術や革新的なビジネスモデルをもとに、創造的事業展開をする中小企業を

指す。現在、世界各国で、新たな付加価値と革新性をもたらせるベンチャー企5 

業に対する期待が高まっている。日本にも、産業の新陳代謝を活性化し、経済

成長の発展を図るために、イノベーションや新たな雇用を生み出すベンチャー

企業の創出と発展が不可欠である。  

 

第１項 ベンチャー企業の定義  10 

ベンチャー企業と中小企業の定義を確認する。(表 2)で示した通り、中小企

業は中小企業基本法に基づき、資本金と従業員数によって区分され、さらに 4

つの業種に分けることができる。大企業に比べて、相対的に小規模、少人数の

企業のことを、中小企業と考えても間違いではない。  

一方、ベンチャー企業の定義は曖昧で、法的に統一された定義は存在しない。15 

本論文では、大会の主旨文を踏まえて、ベンチャー企業を「創業からあまり時

が経っておらず、新技術、新製品、新事業を背景に成長・拡大しようとする意

欲のある企業」と定義する。  

また、事業規模や組織形態では、ベンチャー企業は中小企業の一部であると

いえるが、成長志向がある、創業・起業からの期間が短い  、ビジネスに独創性20 

や新規性があるというポイントは、一般的な中小企業と区別されるものと考え

る。 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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(表 2)中小企業の定義  

業種分類  中小企業基本法の定義  

製 造 業 そ の

他  

資本金の額または出資の総額が 3 億円以下の会社または常時使

用する従業員の数が 300 人以下の会社および個人  

卸売業  資本金の額または出資の総額が 1 億円以下の会社または常時使

用する従業員の数が 100 人以下の会社および個人  

小企業  資本金の額または出資の総額が 5000 万円以下の会社または常

時使用する従業員の数が 50 人以下の会社および個人  

サービス業  資本金の額または出資の総額が 5000 万円以下の会社または常

時使用する従業員の数が 100 人以下の会社および個人  

出典：『中小企業白書（2017 年版）』より筆者作成  

 

第２項 ベンチャー企業の発展  

  日本では、大きな産業構造の変化の中で、過去 3 回のベンチャーブームと5 

言われる時代があった。  

 

・第 1 次ベンチャーブーム  

第 1 次ベンチャーブームは研究開発型企業の登場である。 1950 年末にアメ

リカでは中小企業投資育成会社を発展の影響で、1963 に日本では、官製ベンチ10 

ャーキャピタルとして、東京・名古屋・大阪に中小企業投資育成会社が、中小

企業の自己資本の充実促進を目指す目的で設立された。1972 年に京都財界が日

本初のベンチャーキャピタル京都エンタープライズディベロップメント（KED）

を設立し、さらに、1973 年には野村證券系の日本合同ファイナンス（現ジャフ

コ）が設立された。当時の日本は、素材産業中心の大量生産であって、大量消15 

費産業から加工組立型産業（自動車・電機）への転換期にあり、その周辺に研

究開発型のハイテクベンチャー企業が多く輩出された。これが「第一次ベンチ

ャーブーム」の到来で、「列島改造論」を引き金とする高度経済成長を謳歌して
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いた時代である。それが、1973 年末の第一次石油ショックによる不況期への突

入によって一転し、第一次ベンチャーブームは霧散してしまった。しかし、こ

の第一次ベンチャーブームは通常の中小企業と異なるベンチャー企業の産業界

における位置づけが明確にされたり、日本初の民間系ベンチャーキャピタルの

設立があったという点は、特記すべきである。第１次ベンチャーブームに設立5 

された企業として、日本電産、コナミ、CSK などが挙げられる。  

 

・第 2 次ベンチャーブーム  

1981 年の商法改正により未公開企業に対する分ワラント債の発行が可能と

なった。また  1983 年、ジャフコは新たな投資方法として民法の「組合」をベース10 

にした日本型投資事業組合を組成した。それに加え、店頭登録の上場基準が緩和さ

れ、超金融緩和時代を迎えたことにより、証券系、銀行系、外資系のベンチャーキ

ャピタルの設立ラッシュとなった。これらのことにより、ベンチャー企業における

資金調達先が広がり、長期的・安定的なリスクマネーの確保が可能となった。しか

しながら、当時のベンチャー企業ランキングで上位の常連代表的な例の大日産業15 

勧業電気、大日機工等のハイテクベンチャー企業は  1986 年に相次いで倒産し一

転して「ベンチャー冬の時代」といわれるようになってしまって、第 2 次ベン

チャーブームは終息した。この頃に設立された企業として、HIS、フォーバル、

ソフトバンクなどが挙げられる。  

 20 

・第 3 次ベンチャーブーム  

 「第 3 次ベンチャーブーム」は、バブルが崩壊し、日本の経済が不況に突入した  

1995 年から始まり、約  10 年間という長期にわたって続いた。1995 年から、

経済産業省をはじめ各省庁が垣根を越えて制度・政策を作りをし、それまでは

考えられなかった官産学・地域が一体として活動できるようになった。それか25 

ら、資金調達の面で、1999 年に東京証券取引所の「マザーズ」、2000 年に大阪

証券取引所の「ナスダック・ジャパン」という株式市場が開設された。これらの開

設は、新興企業向けの株式市場であり、成長性が認められると上場が可能、成長の

入り口の段階のべンチャー企業でも株式での資金調達ができるようになった。  

 30 
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第３項 ベンチャー企業の成長ステージ  

 ベンチャー企業が継続的に成長するためには、多くの壁を乗り越えなけれ

ばならない。ベンチャー企業の成長ステージはいくつかに分けられることが知

られており、(表 3)のように、シードステージ、アーリーステージ、ミドルステ

ージ、レーターステージ、この 4 つに分けられることが多い。シードステージ5 

とは、企業が創業準備もしくは創業したばかりの段階である。次に、アーリー

ステージとは、プロダクトやサービスができ事業化が可能になった段階である。

エクスパンションステージは企業の成長初期で、レーターステージは成長の後

期である。  

 10 

(表 3)ベンチャー企業の成長ステージ  

ステージ  定義 

シード  商業的事業がまだ完全に立ち上がっておらず、研究及び

製品開発を継続している企業  

アーリー  製品開発及び初期のマーケティング、製造及び販売活動

に向けた企業  

エクスパンション  生産及び出荷を始めており、その在庫または販売量が増

大しつつある企業  

レーター  持続的なキャッシュフローがあり、 IPO 直前の企業等  

出典：  VEC（2015）『ベンチャー白書  2015 』より、筆者作成  

 

第４項 国際的に見るベンチャー企業の市場規模  

 日本のベンチャー企業の市場規模を把握するため、国際的な観点でとらえて15 

規模を比較する。(図１)は、ベンチャー企業への投資額を国際比較したもので

ある。グラフを見ればわかるとおり、日本は米国には遠く及ばず、その他の地

域よりも投資額は小さい。  

 日本のベンチャー市場がベンチャーブームによって拡大していることは第 2

項でも述べた通りである。しかし、日本にはまだ、ベンチャー企業を育てるエ20 

コ・システムが整っていない。例えば、米国では、エンジェル投資家が助言や

資金提供を行う循環としてのエコ・システムができてはいるが、日本にはその
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ような環境は整っていない。そのため、シード期における資金の調達をどのよ

うに乗り切るのかという問題がある。また、本来ベンチャー企業にとって重要

な資金源であり、経営サポートを行うベンチャーキャピタルが十分に機能して

いないということも、日本でベンチャー企業が育たない原因の 1 つである。  

 以上のような理由によって、日本ではまだ、ベンチャー企業を育成する環境5 

が整っていない状況にあるといえる。このことは、ベンチャー企業の育成にお

いて重要な問題である。  

(図 1)ベンチャー投資の国際比較  

 

(「ベンチャー白書」  一般財団法人 VEC I-50 図表 2-2) 10 

  

44205
48764

74920

86235

75192

4338 4271 4391 5269 53537551 6571

17028
21211 21526

1026 1818 1171 1302 1529

0

15000

30000

45000

60000

75000

90000

2012 2013 2014 2015 2016

(億円)
ベンチャー投資の国際比較

米国 欧州 中国 日本



12 

 

第２章 中小企業の資金調達の現状 

第１節 銀行との関係 

銀行は、中小企業にとって、最も重要な資金調達源となっている。実際、経

済産業省の調べによると、非上場企業の資金調達の多くは銀行からの短期借入

金によるものである。 2 5 

その他にも、現在、中小企業が用いている資金調達法として、信用保証協会

を利用した借入、不動産を担保とする借入、公的金融機関からの借入などが多

い。また、これらの調達法より利用頻度は低いものの、動産担保による借入、

事業性評価による借入なども近年、重要視されている。これらの資金調達法に

ついては後の項で説明する。  10 

(図 2)中小企業が現在利用している資金調達法  

 

(「中小企業における資金調達の実態」  みずほ総合研究所  2016 2 ページ ) 

https://www.mizuho-

ri.co.jp/publication/sl_info/working_papers/pdf/report20160715.pdf 15 

 

第１項 銀行からの借り入れ  

先程も述べたとおり、中小企業は、あらゆる理由から直接金融を用いる事が

困難である。それにより、中小企業は、資金調達の多くを、銀行による借入に

                                                   
2 経済産業省金融調査 (2014)より引用  

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

信用保証協会の信用付借入

不動産を担保とする借入

代表者等の保証による借入

売掛債権の流動化による借入

動産担保による借入

知的財産担保による借入

事業性を評価した担保・保証によらない…

他行との協調融資

公的金融機関からの借入

その他

中小企業が用いている資金調達法



13 

 

頼っている。  

(図 4)企業の借入依存度  

 

(「中小企業白書」中小企業庁  2016) 

www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/04Hakusyo_part2_c5 

hap5_web.pdf 

 

しかしながら、銀行などの間接金融による資金調達に関しても、以下のよう

な様々な問題がある。  

 一つ目の理由として、信用リスクが挙げられる。中小企業が信用リスクを上10 

昇させる要因は大きく分けて 3 つある。１つは企業規模である。中小企業は大

企業と比較して従業員数が少ない。従業員が少ないことは、人手不足の倒産リ

スクを上昇させることになる。そのリスクは結果的に、信用リスクの上昇につ

ながる。また、大企業であれば、多額の融資を行う傾向にある。このことは、

「規模の経済性」をもたらすため、銀行は大企業に融資を行いやすい。  15 

二つ目の理由として、資本的要因が挙げられる。中小企業は大企業と比較し

て、資本金の額が少ない。資本金の額が少ないということは、借入金を返済す

る際、自己資本だけで返済額をまかなえないため、銀行側としては返済リスク

が上昇し、信用リスクの上昇につながる。  

三つ目の理由として、非上場による情報量の少なさが挙げられる。前項でも20 
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述べたとおり、中小企業は大企業と比較して上場している企業が少ない。非上

場の企業は、上場企業のような財務会計による詳細な財務諸表の作成義務がな

いため、多くの中小企業は提出する書類の少ない管理会計による財務諸表を提

出する傾向にある。しかし、提出書類が少ないということは、貸手が融資を行

うための判断材料が少なくなることにつながり、信用リスクを上昇させる。こ5 

れらの要因は、「情報の非対称性」によって引き起こされるものである。  

 中小企業が銀行から資金調達を行う際、「情報の非対称性」によってさまざま

な問題が生じる事になる。従って、中小企業の資金調達状況を改善するにあた

って、これらの点を考慮していく必要がある。次の項では、この項で述べた情

報の非対称性、信用リスクの抑制・回避に重点を置いた資金調達法について述10 

べる。  

 

第２項 リレーションシップバンキング  

リレーションシップバンキング (以下リレバン )とは、主に中小銀行と地方銀

行が長期間密接に関わり合うことで、銀行が中小企業の経営情報を得て、その15 

情報を元に融資を行う資金調達法である。リレバンの特徴は、企業と銀行が長

期間にわたり密接な関係を構築する点である。そうすることで、普通であれば

得ることのできない企業の詳細な情報を得ることができる。  

この資金調達法の大きなメリットは情報の非対称性の緩和である。銀行が融

資する際、問題となっていた情報の格差を、長期にわたる密接な関わり合いの20 

中で緩和することができる。また、そうすることで企業の財務的情報のような

定量的な情報だけでなく、経営者の経営能力、ビジネスモデルや知的財産など、

定性的な情報をも得ることができる。銀行は、それに基づき、融資の判断をよ

り適格に行うことができる。また、これらの情報を得ることにより、企業に有

利な貸出金利を提示したり、経営に関するアドバイスを提案することも可能に25 

なる。  

また、リレバンによって蓄積された情報は、単に銀行の融資判断材料として

だけではなく、製品の販売先の紹介や M&A のアドバイザリーサービスなど他

の金融サービスにも活用することができる。銀行に蓄積されたこれらの情報を

利用することで、中小企業に新しいビジネスチャンスがもたらされる可能性が30 
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高まることになる。  

しかし、この資金調達法にも問題点がある。この資金調達法で問題となるの

は、まず、ソフトバジェット問題である。これは、借手である企業が業績不振

に陥った場合、銀行は融資の資金回収が困難になることを恐れ、できるたけ損

失を抑えようと、回収できる見込みのない融資を行ってしまうことを指す。い5 

わゆる「追い貸し」であり、銀行はそれによって不良債権が表面化するのを防

ごうとする。「追い貸し」が起こると、市場から淘汰されるべき企業が残って「ゾ

ンビ企業」となり、健全な経済活動が阻害されてしまう。この問題は、中小企

業の経営に問題が発生した際に、銀行が追加の融資を拒否できるかという点に

かかっている。  10 

さらに、ホールドアップ問題もリレバンにおける大きな問題の一つになって

いる。これは、蓄積された情報を、独占することができる立場の銀行がその立

場を利用して、中小企業に対して金利の引き上げ、投資による利益の剥奪など、

銀行側に有利な条件を強要することを指す。この問題が発生すると、中小企業

はリレバンによって得られるメリットを最大限享受することができなくなって15 

しまう。また、情報を独占されてしまうことや融資してもらっている金融機関

への依存により、他の金融機関との取引が行いづらくなってしまう。  

 

第３項 信用保証協会  

信用保証協会とは、中小企業者が事業資金を金融機関から借入が困難な場合、20 

一定の割合で債務を保証することで、中小企業金融の円滑化を促す機関である。 

 信用保証制度は、信用保証協会が公的な保証人となる「信用保証」と、信用

保証によるリスクを政府全額出資の政策金融公庫がカバーする「信用保険」か

ら成り立っている。これらを一体化した仕組みを「信用補完制度」という。  

 25 

 

 

 

 

 30 
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(図 5)信用保証協会利用者数の推移  

 

(「中小企業白書」 中小企業庁 2016) 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/html/b2_5_1_5.htm

l 5 

 

(図 5)が示しているように、多くの中小企業者が信用保証協会を利用している。

この資金調達法が多くの中小企業に用いられている理由として、代位弁済が挙

げられる。これは、信用保証協会から融資を行っている中小企業が、万が一、

返済困難に陥った場合、信用保証協会が代わりに返済する制度のことを指す。10 

銀行側にとっての代位弁済のメリットとは、貸し倒れのリスクの回避である。

また、企業側にとってのメリットとしては、信用保証協会が安全な企業である

ことを保証してくれるため、必要な融資を容易に行うことが可能になったこと

である。この 2 つの点から、信用保証制度による借入は、中小企業が資金調達

を行う際に問題となる信用リスクの抑制・回避が行われていると考えられる。  15 

 しかし、この代位弁済制度がデメリットになる場合も生じる。この制度は中

小企業の資金調達にとって問題だった信用リスクの解決につながる。しかし、

反対に、企業はもし倒産しても、信用保証協会からの代位弁済があると見込ん

で貸出後の企業動向に無関心になる可能性が高い。代位弁済制度は厳密に言え

ば信用保証協会に求償権が移るので、本来、企業は借金を返済しなくてはなら20 

ない。しかし、企業が倒産した後は、信用保証協会がもっている求償権はなく

なり、回収されなかった債権は特別損失として計上される。そのため、この保

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

0

50

100

150

200

250

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

信用保証協会利用者数の推移

企業数 割合



17 

 

証制度では信用保証協会に対してモラルハザードなどの情報の非対称性問題が

生じる事は否定できない。  

 

第２節 不動産を担保としない借入  

先程も述べたが、中小企業の資金調達の大部分は銀行からの借り入れである。5 

しかし、中小企業は信用リスクが高く倒産の危険性がある。そのため、銀行は

借り入れを行う際に債権保全のために企業に担保を要求する。また、その担保

は不動産であることが多い。しかし、中小企業には担保となるような不動産を

所持している事は少なく、このことが銀行からの借り入れを困難にしている。

そこで近年、不動産以外を担保にした資金調達が注目されている。この論文で10 

は希望する事業者が多い「事業性評価による借入」を取り上げたいと考える。

また、比較的少数ではあるが動産担保による借入 (以下 ABL)も比較的重要な調

達法であるため取り上げる。  

(図 6) 

 15 

(「中小企業における資金調達の実態」みずほ研究所  2016 1 ページ ) 

https://www.mizuho-

ri.co.jp/publication/sl_info/working_papers/pdf/report20160715.pdf 
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第１項 ABL 

ABL は経済産業省が「動産債権担保融資」と呼称しているとおり、ABL は棚

卸資産や売掛債権など動産を担保にして行う資金調達法を指す。 3ABL の仕組

みは、まず棚卸資産や売掛金等の流動資産を担保とし、この流動資産を持って

借入する。流動資産の在庫や売掛金はやがて現金化し、返済が可能となる。  5 

従来の貸出との大きな相違点は、ABL は事業で用いる資産の処分価値に依拠

して貸出を行う点である。4そのため、財務比率の情報は担保物の重要性に劣り、

担保物が一時的な返済原資としてみなされるため、企業の信頼状態よりも企業

が有する担保の価値が優先される資金調達法と見て取れる。  

この資金調達法のメリットは、中小企業の資金調達方法の多様化である。中10 

小企業は資金調達方法が限られている。5中小企業は従来の不動産を担保とした

借入が不可能だったため、ABL は中小企業の資金調達の多様化を促す 1 つの取

り組みとして着目されている。  

ABL によるもう一つのメリットは、担保によるモニタリングである。ABL で

は動産を担保としていると同時に、企業の経営状況を観察するためのモニタリ15 

ングとしての役割を持たせている。金融機関は数ヶ月に 1 回担保の状態をチェ

ックし、それに基づき経営に対するアドバイスを行うことが可能になる。  

また、財務諸表による一方的な将来性の評価に縛られないこと、ABL 導入に

よる担保や保証人からの部分的な解放、また中小企業が自ら事業について定量

的に貸手に説明することによって従来よりも事業を客観的に理解し、改善する20 

きっかけとなる事もメリットとしてあげられる。  

下のグラフを参照すると、ABL は 2012 年から実行額・件数ともに上昇して

いることから、徐々に貸出手法として注目され始めていると考えられる。しか

し、ABL は米国で生まれた資金調達法のため、日本の ABL の法制度も米国の

ものを大幅に取り入れたものである。そのため、日本の経済活動にあった法整25 

備はまだ十分なものとはいえない。それに加えて、現在日本における ABL の意

                                                   
3 経済産業省『動産・債権担保融資 (ABL)の普及・インフラ構築に関する調査研究』

(2008) 

  (www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/ABL/04.pdf )から引用  
4 相馬一天 (2016) 『中小企業金融としての ABL』日本経済評論社から引用  
5 経済産業省金融調査 (2014)より引用  

http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/ABL/04.pdf
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識はまだいいものとはいえない。  

(図 7)ABL の利用額  

 

(『ABL の課題に関する実態調査  調査報告書』経済産業省 )  

 5 

企業が ABL で資金調達を行うと、その企業は動産を担保にしなければ資金を

調達することができないというように考えられてしまい、その企業の社会的な

評価が低くなってしまう恐れがある。以上のことから、まだ ABL は日本の社会

に浸透し切れていないことがわかる。  

また、ABL は動産を担保とするため、不動産と異なり価値の変動が激しい。10 

そのため、貸出を行っている金融機関は不動産を担保にした融資よりもモニタ

リングを定期的に行わなければならなくなり、金融機関にかかるモニタリング

コストが大きくなることも問題点として挙げられる。  

 

第２項 事業性評価による借入  15 

事業性評価による借入とは、「金融機関が現時点での財務データや保証・担保

にとらわれず、企業訪問や経営相談等を通じて情報を収集し、事業の内容や成

長可能性などを適切に評価すること」である。6財務データのみを考慮せず、企

業理念や企業の強み・弱みなどを調査し、企業へ融資を行う。また、単に企業

に融資を行うだけでなく、企業の行っている事業に対するアドバイスも行う。  20 

                                                   
6 金融庁 (2015)「円滑な資金供給の促進に向けて」から引用  
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 具体的な融資の手順としては、まず企業が自身の経営の強み、弱みを把握し、

経営ビジョンシートの作成、提出を行う。それを金融機関が事業性の評価を行

い、事業性評価書にまとめてフィードバックを行う。これを踏まえ、今後の経

営戦略と実施上の課題、具体的な行動計画を検討し、経営プランをまとめる。

作成した経営プランと借入証明書を提出して融資を行うというと流れである。  5 

 この資金調達法のメリットとして、情報の非対称性の改善が挙げられる。融

資を行う金融機関は財務データなどの定量的なデータだけでなく、経営ビジョ

ンシートを通じて企業の特色、企業理念など定性的なデータを集める。そのた

め、金融機関は貸し倒れのリスクを軽減することが可能になる。  

 また、企業側としては、経営に対するアドバイスがメリットとして挙げられ10 

る。金融機関が融資を行う際、企業は自身の強み・弱みなどを経営ビジョンシ

ートなどからフィードバックできる。また、企業戦略・経営プランなどを金融

機関と協力して作成できるため、持続可能性を考えた経営を行うことができる。 

 しかし、この資金調達法は定量的な情報だけでなく定性的な情報も考慮する

ため、判断基準が明確に存在しない。従って、融資に対する与信判断が曖昧に15 

なりやすいといったデメリットが生じる。金融機関が中小企業に融資を行う場

合、どれだけその企業の成長力や技術力、持続可能性があるかを判断しなけれ

ばならない。そのためには、融資を判断する人にそれらを見極める目利き力が

必要になる。如何にその目利き力を向上させるか、あるいはどのように融資の

判断基準を明確に定めるかがこの調達法の課題となる。  20 

 

第３項 問題点の抽出、改善  

 ここまで、直接金融や間接金融から見た中小企業の資金調達の現状を述べた。

その結果、中小企業は企業規模や資本の少なさ、財務諸表の情報量の少なさが

引き起こす信用リスクの上昇が問題となっていることがわかった。また、信用25 

リスクを補完するための担保も中小企業には不足していることも問題点として

あげられる。以上の問題によって、中小企業は資金調達を行いづらくなってい

る。そのため、中小企業が、円滑に資金調達を行うためには、以上の問題を改

善する必要がある。  
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第３章 ベンチャー企業の資金調達の現状 

2 章では、中小企業の資金調達現状について述べた。この章では、VB の資金調

達について述べる。VB の定義は主旨文にあるとおり、「創業からあまり時が経

っておらず、新技術や新製品、新事業を背景に成長・拡大しようとする意欲の

ある企業」とする。  5 

 

第１節 証券市場との関係 

証券市場は、不特定多数の株主から少額ずつ投資してもらうことで、巨額の資

金を迅速に調達することができる。証券市場は、企業の資金調達について考え

る上で、重要な関係を持っている。  10 

 

第１項 ベンチャー企業と証券市場の関係性  

VB は、設備投資など多額の資金が必要となる場面がある。そのため、VB に

とって、証券市場は目的に合った資金調達法であると考えられる。しかしなが

ら、現在、株式市場に上場している VB は少ない。成長性のある企業を中心と15 

した証券市場への上場数は、日本に存在する中小企業の 1%未満である。  

(図 8)成長性のある企業の上場市場規模  

 

(上場会社数・上場株式数｜日本取引所グループ -東京証券取引所 ) 

https://www.jpx.co.jp/listing/co/index.html 20 

 

このように、VB にとって効率的な資金調達法であるにもかかわらず多くの
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VB が上場しない。VB が上場しない理由には、以下に述べるような背景が挙げ

られる。  

 

第２項 上場の背景  

(1)上場に伴う費用  5 

企業が株式市場に上場を行う際、様々なコストがかかる。まず、企業が新規上

場を行う時、証券取引所による審査コストがかかる。次に、審査に受かると、

企業が市場に上場するための新規上場料がかかる。さらに、企業が上場を行っ

た後も、年間の上場料として毎年料金を支払うことになる。これらの費用を見

積もると、約 300~900 万円ほどの費用が上場時にかかる。また維持費は毎年支10 

払う必要があるため、上場企業は毎年 48~408 万円程度の費用がかかる。さら

に、一定の条件を満たすと上場廃止となる上場廃止規定も存在する。これらの

理由から中小企業は上場開始・上場維持することが困難になる。  

(表 4)証券市場上場時にかかる費用  

証券市場  審査料  上場料  上場維持費 7 合計  

マザーズ  200 万円  100 万円 8 48~408 万円  348~708 万円  

JASDAQ 200 万円  600 万円  100~120 万円  900~920 万円  

(日本取引所グループ  新規上場ガイドブック ) 15 

https://www.jpx.co.jp/equities/listing-on-tse/new/guide/02.html  

  

(2)財務諸表の作成コスト  

上場した企業は、投資家保護・投資家の出資判断材料などの理由から、財務諸

表の作成が義務づけられている。そのため、企業は投資家に対してより信頼性20 

の高い財務情報を提供するために、会計知識に長けた人材を集めることが必要

になる。また、上場企業には作成された会計情報が正しいか監査をしてもらう

義務がある。そのため、上場企業は監査費用も財務諸表作成において必要なコ

ストになる。雇用している従業員が少なく、資金源が少ない中小企業にとって

                                                   
7 上場時か総額によって価格が変動する。  
8 公募株式数×公募価格×万分の９、または売出株式数×売出価格×万分の１が付随費用

としてかかる場合もある。  
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はこれらのコストを支払うことは難しいと考えられる。  

(3)企業経営への影響  

上場企業は、証券市場に存在する不特定多数の投資家から資金調達を行う。そ

のため、企業は出資者である投資家の意見を考慮しながら経営を行う必要があ

る。投資家は企業利益の増加による株価の上昇を求めるため、企業に短期的に5 

利益の出る経営を求める。しかし、企業としては長期的な経営戦略を立てる必

要が生じる場合もある。その際、企業は投資家優先で経営を行わなければなら

ないため、企業は株主に理解を求める必要がある。  

これらの理由から、VB は現在、株式による直接金融をほとんど行っていな

い。VB が直接金融による資金調達を行うためには、上場の背景にあるこれら10 

の問題を改善していく必要がある。  

 

第２節 資金調達の現状 

第１項 中小企業とベンチャー企業の違い  

 この節ではまず、性質の違いを明らかにするために、中小企業と VB との違15 

いについて見ていく。ここでは VB の違いをゼミナール大会の主旨文から分析

する。この主旨文から以下の 2 点が VB と中小企業の違いとして考えられる。  

(1)成長段階  

VB は創業から余り時間が経っていない事が定義に書かれているため、VB は

創業から成長するまでの各ライフサイクルに合った資金調達を行わなくてはな20 

らない。ここでは VB の成長段階をそれぞれシード期、アーリー期、エクスパ

ンション期、レーター期にわける。  

(2)イノベーション志向  

主旨文に書いてあるとおり、VB は新製品や新技術を用いて新たな市場を開

拓しようとしている企業である。そのため一般の中小企業と比較して VB の方25 

が融資を行う際のリスクが高い。そのため、リスクを重視し、債権の返済を重

んじる銀行の融資は VB とはマッチしにくいと考えられる。  

今大会の主旨文から、これらの特徴が VB にあると考えた。この論文では、

これを踏まえ、2 節で VB の現状について述べ、第 3 節でステージ別の資金調

達の分析を行う。また、第 4 節では、イノベーション意欲のある VB にあった30 
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資金調達法を考え、提言していく。  

第２項 現状分析  

(1)投資先ステージ  

まず、現在の VB への投資動向を見ていく。以下のグラフは、国内向け投資

先企業のステージを金額比率で表したものである。注目してほしいのは、シー5 

ド期とアーリー期の合計がエクスパンション期とレーター期の合計を上回って

いることである。現在、評価額の低いシード期・アーリー期への投資が増加し

ていることを表している。  

(図 8)投資先ステージ  

 10 

(「ベンチャー白書 2017」一般財団法人 VEC I-11 図表 1-12) 

  

この投資動向の背景には、VB の二極化がある。人気 VB の企業価値評価が高

騰しているため、VC は早い段階で投資しなければ採算がとれないという見方

が多い。9「戦略的投資」を謳うコーポレートベンチャーキャピタル (以下 CVC)15 

が企業価値評価の高騰の原因となっていると見られる。  

 また、VB の中ではここ 2～3 年、急成長しマーケットで一気に優位に立つべ

く積極的に資金調達を計画する VB が増加傾向にある。さらに、アーリー期の

                                                   
9 ベンチャーキャピタルとは、有望なベンチャー・ビジネスに対して投資や経営サポート

を行い、株式公開などでキャピタルゲインを得ようとする企業を指す。  
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VB が積極的な広告・宣伝活動や人材の確保・増強のために大口調達を計画し

ているという。今後、シード期・アーリー期といった VB の初期段階への融資

が多くなるだろうと考えられる。  

(2)ステージ別の経営ニーズ  

次に、ステージ別の経営ニーズを見て、ステージごとにベンチャー企業が何5 

を求めているのかについて分析する。以下のグラフは、ステージ別に VB が何

を最も求めているか統計を取ったものである。グラフを見ると、各ステージご

とにニーズが異なることが見て取れる。  

まずシード期においては、資金調達のニーズが最も多く、次点で人材採用が

多い。このことから、シード期の VB は人材や資金源が少ないことが見て取れ10 

る。  

次に、アーリー期においてはシード期に比べ、資金調達のニーズが減少し、  

(図 9)ステージ別の経営ニーズ 10 

 

(「ベンチャー白書」  一般財団法人 VEC I-132 図表 4-13) 15 

 

人材採用・販路拡大のニーズが増加している。アーリー期においては、製品

製造及び初期のマーケティングを行い始めるために人員増加が必要になってい

                                                   
10 このグラフはレーター期の回答企業数が少ないため、数値が極端な物になっている。  
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ると考えられる。  

 エクスパンション期においては販路拡大のニーズが最も多くなっている。こ

の時期になると、VB は生産及び出荷を始めている。そのため、販路拡大によっ

て利益の最大化を狙っていると考えられる。  

 最後に、レーター期においては人材採用が著しく多い。この時期になると、5 

VB は持続的なキャッシュフローがあり、経営が安定しているため、金融機関

からの資金調達が容易にできる。また、企業規模も拡大してくるため、新たな

人員増加を求めている。これらの理由からグラフのような割合になっていると

考えられる。  

(3)資金調達の現状と望ましい資金調達  10 

 最後に、VB が現在用いている調達法と、今後希望する資金調達法を分析す

る。以下のグラフは、VB 計 206 社から、現在使っている調達法と今後希望す

る調達法の統計を取ったものである。  

(図 10)VB が利用している資金調達源  

 15 

(「ベンチャー白書」 一般財団法人 VEC I-128,I-131 図表 4-7,4-11 から筆者

作成 ) 

  

まず、現在使っている資金調達元として最も多いのは「本人」で、ほぼすべ

ての VB が自身で資金を用意している。次点で目立つのは「銀行・信用金庫・20 
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信用組合等」と「VC」である。また、シード期の調達元として非常に重要な「個

人投資家 (エンジェル )」を利用している VB は全体の約 3 割程度にとどまった。

このことから、日本ではエンジェル投資家はまだ普及していないことが見て取

れる。  

 続いて、VB が希望する資金調達元として最も多いのは「VC」である。日本5 

の VC は背後に銀行や証券会社がいることが多い。そのため、本来の目的であ

るリスクを伴った投資を行いづらい。その結果として、創立から間もないシー

ド期など信用力の低い VB は VC からの融資を受けられないことが多い。  

 その他に、「銀行・信用金庫・信用組合等」や「民間企業」などが高い割合を

示している。これらも、VC と同じく、信用力の低さが問題となっていると考え10 

られる。  

 

第３節 ステージ別の資金調達現状 

 1 節では、VB 融資の動向や VB のステージ別ニーズ、資金調達の現状につい

て述べた。この節ではそれらを踏まえ、ステージ別に掘り下げて資金調達の現15 

状・問題を分析していく。  

 

第１項 シード期  

 シード期とは、VB の最も初期の段階である。この時期は、創立間もなく、商

業的事業がまだ完全に立ち上がっておらず、研究及び製品開発を継続している。20 

この時期においては、研究段階であるため、まだ商品製造などの大きな資金支

出はない。しかし、この段階でも研究費や人件費、登記費用などの資金は最低

限必要になる。  

 この段階での資金調達は経営者本人が用意した自己資本、家族や知人からの

スイートマネーなどである。しかし、これらだけでは、企業の資金需要に答え25 

られない場合がある。その時に頼るのが、エンジェル投資家の投資などである。  

 エンジェル投資家とは、投資が行われていない比較的早い段階で、VB に対

して資金を提供する個人のことを指す。資金源が少ない VB としては、エンジ

ェル投資家による投資は、重要な資金源となる。また、エンジェル投資家は元

起業家の人が多い。そのため、自身の経験を踏まえ VB の経営をサポートする30 
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アドバイザーとしての役割も併せ持つ。  

 これらの点から、エンジェル投資家はこの段階の VB に重要な影響を与える。

しかし、日本にはまだ、エンジェル投資家の制度が普及しているとはいえない。  

(図 11)エンジェル税制 11 

(「エンジェル税制のご案内」  中小企業庁 ) 5 

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/index.html 

 

図 2 は、現在、日本で施行されているエンジェル税制の内容である。この税

制では、個人投資家が創業初期の会社に投資したり、その会社の株を売却した

りしたときに税制上の優遇措置を得られるものである。実際、この税制による10 

投資額や投資を受ける企業数は 2012 年から増加している。グラフを見ると、

この税制を利用した企業者数は 2012~17 年度までに約３倍に増加している。  

(図 12)エンジェル税制利用額  

 (「１２４社、エンジェル税制の利用企業数――５年で３倍、投資広がる（気

になるＤＡＴＡ）」 日経新聞 2018/7/03) 15 

  

しかし、エンジェル投資家による投資が増加しているとはいえ、海外に比べ

れば日本の市場はまだ発展途上である。その理由として税制利用の複雑さがあ

げられる。日本のエンジェル投資全体は 100 億円前後とされ、同税制を使った

                                                   
11 優遇措置 A は創業 (設立 )3 年未満、優遇措置 B は創業 (設立 )10 年未満が対象要件とな

っている。  

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/index.html
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投資の 3 倍程度あるとされている。また、日本にはアメリカと異なりキャピタ

ルゲインの減税の制度がない。そのため、エンジェル投資家のキャピタルゲイ

ンによる利潤が少なくなり、結果としてエンジェル投資家が生まれにくい状況

になっていると考えられる。  

 シード期の VB には、頼れる資金源が少ない。そのため、エンジェル投資家5 

はシード期における重要な資金源である。しかし、日本にはエンジェル税制を

含めエンジェル投資家を育てるような環境が整っていない。そのため、エンジ

ェル税制の対象企業の拡大や手続きの簡素化など、エンジェル投資家が生まれ

やすい環境を作ることが現在において重要だと考える。  

 10 

第２項 アーリー期  

 アーリー期とは、シード期の研究を実行に移す時期である。この時期になる

と、製品開発及び初期のマーケティング、製造および販売活動に向けた行動を

起こす。この時期は、シード期と比較すると資金需要は減少するが (図 9 参照 )、

この時期でも資金源は乏しい。そのため、エンジェル投資家やスイートマネー15 

があれば、シード期から引き続き頼り続けることになる。  

 ただ、この時期になるとある程度製品開発が完成しつつある。そのため、VB

は VC からの資金調達を視野に入れ始める。VC は比較的大型の投資を行う。ま

た、VC は融資だけではなく、場合によっては企業経営のアドバイザーとして

重要な役割を担っている。  20 

 しかし、日本国内の VC は VB に対して十分な投資を行っているとは言えな

い。日本の、VB への投資額は堅実に伸びてはいる。しかし、市場規模はまだ他

国とは遠く及ばない。  
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(図 13) 

 

(「ベンチャー白書」  一般財団法人 VEC Ⅱ -85 から筆者作成 ) 

  5 

このような状況になっている理由として、成功例が少ないことが挙げられる。

(図 13)は、VC が組成したファンドの IRR(内部収益率 )を表している。12このグ

ラフを見ると、VC が投資しているファンドの IRR の約 7 割が 0%を下回って

いる。このことから、日本の VC は投資の成功実績が少ないことがわかる。そ

のため、民間の VC に資金が集まらず、VB への投資が積極的に行われないと考10 

えられる。  

 また、もう一つの理由として VC の投資パターンが挙げられる。国際的に比

較して市場規模が大きいアメリカでは、積極的に経営支援を行うハンズオン型

投資が中心である。しかし、日本では経営支援に消極的なハンズオフ型投資が

中心である。ハンズオフ型投資が多く適用されている理由として、経営介入に15 

よる VC のコスト負担が挙げられる。VC は基本的に IPO などによるキャピタ

ルゲインの獲得を主な目的としている。そのため、VB への人員の派遣による

コストは VC にとって負担が大きい。このハンズオフ型投資中心の状況により、

                                                   
12 IRR(内部収益率 )とは、賞味現在価値 (将来キャッシュフローから投資額を控除したも

の )がゼロになるような割引率のことを指す。ここでは、ベンチャーキャピタルの投資実

績を指す。  
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VB に必要な経営アドバイスが行われず、結果として VB 投資の成功実績の少

なさにつながっていると考えられる。  

 その他の理由として、先ほども述べた VC の背後にいる銀行・証券会社が原

因として挙げられる。従来から存在する銀行や証券会社などの金融機関は堅実

な投資を好む。そのため、リスクの高い VB への投資にはあまり乗り出せない5 

傾向にある。  

 ここまで、アーリー期における資金調達の問題として、VC について述べた。

その問題点として、国内の VC の成功実績が少ないことやそれに伴って VC が

投資に消極的であることが挙げられた。日本の VC 市場をより発展させるため

にはこれらの課題が存在すると考えられる。  10 

 

第３項 エクスパンション期  

 エクスパンション期とは、VB における成長期である。この時期では、VB は

生産や出荷を始め、在庫または販売量が増加しつつある。VB は人材や資金な

どの経営資源を集中的に投下し、企業を成長させることに重心を置く。  15 

 この時期の VB において最も重要なのは、販売促進活動 (マーケティング )で

ある。VB がマーケティングを行い、商品のシェアが向上することによって、事

業のあらゆる面において、規模が拡大し、結果として企業の成長につながる。

また、企業の成長に伴い、VB に対する利害関係者 (ステークホルダー )が増える。 

 この段階では、原材料の購入や人件費などの運転資本、設備投資などの大口20 

出資などで資金需要は極めて高い。そのため、VB は多額の資金調達が必要と

なる。そこで VB が頼る資金調達元として銀行や VC が挙げられる。初期段階

での VB は、信用力などの観点から資金が借りにくい状況にあった。しかし、

エクスパンション期においては、ある程度の売上実績が出始め、信用力が上が

るため、これらの金融機関からの借入を行いやすくなると考えられる。  25 

 しかし、第２節第２項の現状分析で述べた通り、現状 VC 投資は、VB の価値

上昇などの理由から、シード・アーリー期といった初期段階での投資が中心で

ある。従って、今後この段階にいる VB は VC からの資金調達が行いにくくな

る可能性がある。  

 エクスパンション期においては、VC の投資傾向が問題点であると述べた。30 
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この時期では継続的な資金投下が重要になってくるため、VB にとって資金調

達元の確保は大きな課題になると考えられる。  

 

第４項 レーター期  

 レーター期とは、VB の最終段階である。持続的なキャッシュフローがあり、5 

この時期には生産体制も安定しているため、短期的な利益予想もある程度可能

になる。この段階になると、内部管理体制を設備する。また、それとともに VC

から融資を受けている場合は、Exit 戦略について考え始める。13 VB の代表的

な Exit 戦略として、「 IPO(新規株式公開 )」、「大企業による M&A」がある。ま

た、最近は「第３の出口」として、「スタートアップ企業間の M&A」が注目さ10 

れている。  

 まず、IPO である。IPO は、従来から最も主要な Exit 戦略として利用され続

けてきた。その手法としては、初めに未公開段階の VB の株式を取得する。そ

の企業が成長して上場した後、株式を売却してキャピタルゲインを得るといっ

た流れである。  15 

この手法のメリットは、まず市場で資金調達できることが挙げられる。直接

金融で多くの資金を借りられることは、資金繰りに悩む VB にとって大きな利

点である。  

また、直接金融だけでなく、間接金融においても融資の採用において有利に

なることが利点として挙げられる。反対に、この手法のデメリットとして、準20 

備に時間がかかることが挙げられる。IPO は準備から実行までに２年ほどの時

間がかかる。そのため、 IPO の準備をしている間に技術動向が変化し、競争に

乗り遅れる可能性が生じる。  

また、株主保護のために情報を開示しなければならず、それが手間になると

いった弱点も存在する。さらに、近年においては証券取引所が引受手数料の低25 

い案件を敬遠する傾向がある。そのため、取引所の審査も厳格になっており、

上場のハードルも上がっている。  

 

                                                   
13 Exit 戦略とは、新規株式公開、事業売却、破産・清算のような多様な生存時間を経た

うえでの撤退を含む経営の節目である (山田  2015)と定義する。  
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 (図 14)Exit 件数の推移 14 

 

(「ベンチャー白書」  一般財団法人 VEC I-19 図表 1-24) 

 次に、M&A である。15M&A は米国では一般化した手法である。米国では Exit

戦略の 9 割が M&A である。しかし、M&A は国内でも近年、徐々に規模を拡大5 

している。グラフ 12 を参照すると、徐々に M&A の割合が増加していることが

わかる。また、2018 年 1~6 月の未上場スタートアップの資金調達額は 5 年前

の約 4.5 倍に拡大していることからも M&A が注目されていることがうかがえ

る。  

この手法の大きなメリットは、IPO 時にネックとなっていた準備期間が短い10 

ことである。例えば、株式譲渡の場合、会社名や契約関係に変動がなく、株主

が変わるだけなので、スムーズな事業継承が行いやすい。16VB にとって事業は

流行 (技術動向など )に敏感である。そのため、早期に事業継承し事業の陳腐化

を防ぐことは VB にとって重要な点である。  

 また、大企業に M&A されることにより、大企業の販路や人材、信用力を活15 

用できることも利点として挙げられる。これらを利用することにより、より事

                                                   
14 2013 年度まで、M&A による Exit は売却に含まれている。  
15 M&A とは、企業の合併・買収を指す。  
16「日本公認会計士協会南九州会会長貞閑孝也氏――自社に合う事業承継探る、熊本・大

分など被災地で休廃業深刻（ビジネスＱ＆Ａ）」  日本経済新聞から引用  
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業規模を拡大でき、VB の成長につながる。しかし、その反面大企業と VB との

間では企業文化が異なる。そのため、連携に時間がかかる可能性もあるといっ

たデメリットも存在する。  

 大企業との M＆A では、利点も多いが、このようにデメリットも存在する。

そこで近年、「第３の出口戦略」として「スタートアップ企業間での M&A」が5 

活発になっている。この手法のメリットは企業間での連携が行いやすい点であ

る。先ほどの M&A と違い、買収するのが同じスタートアップ企業であるため、

文化や目的が近い。そのため、大企業の M&A と比べると早い段階で企業間の

連携をとることができる。しかし、スタートアップ企業は人材や資産が大企業

と比べて潤沢ではない。従って、M&A を考える際、販路や人材の確保と連携の10 

しやすさはトレードオフの関係になる。  

 レーター期においては、Exit 戦略の観点から、IPO と M&A の現状について

述べた。日本の M&A 市場はまだ小規模だが、近年、起業家の意識の変化によ

り市場が拡大し始めている。今後 Exit 戦略の主流として M&A が利用されるよ

うになる可能性は高いと考えられる。  15 

 また、M&A に関連する項目として、買収時に発生する「のれん」の会計処理

について、議論が行われている。 17この項目に関しては、第 3 節で述べる。  

 

第４節 注目されている資金調達法・制度  

第 2 節において、ステージ別の資金調達現状について述べた。この節では、20 

VB の資金調達において有効と考えられる調達法・制度について述べる。また、

先ほど挙げたのれんの会計処理の項目に関しても、この節で述べる。  

 

第１項 SBIR 制度 

 「SBIR 制度」とは、米国で最も成功しているといわれる、ベンチャー企業支25 

援企業施策の一つである。米国ではこの制度は 1983 年から利用され始めた。

この制度が一要因となり、米国では雇用者の伸び率も高く、実質経済成長率も

4％を超え、開業率が廃業率を上回る好調な経済状況を維持していた。  

                                                   
17 「のれん」とは、企業が買収を行った際、支払った金額の内純資産の額の帳簿価格を

超える部分、いわゆる「超過収益力」である。  
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 この制度は、1 億ドル以上の外部研究開発費 (外部への委託研究や研究開発補

助金 )を持つすべての省庁に対し、その外部研究開発費の一定割合を留保し、ベ

ンチャー企業に投入することを法律によって義務付けたものである。この制度

により、それまでは大学や大企業に投下されていた政府の外部研究開発費が、

ベンチャー企業へと振り分けられた。それにより、米国におけるハイテクベン5 

チャーの創出や成長に重要な役割を果たすこととなった。  

 この制度は、1998 年に「日本版 SBIR 制度」として、中小企業庁により創設

された。18この背景には、バブル経済崩壊後の中で、開業率が廃業率を下回り、

新たに生まれるベンチャー企業よりも去っていく企業のほうが多いという状況

があった。この制度は現在、7 省庁が参加しており、事業化の用途に応じて様々10 

な支援策を設けている。また、毎年度、実効性のある支出機械の増加を図るた

め、補助金の支出目標額を定めている。  

 この制度は、新たに個人事業を開業しようとする人々及び新たに会社を設立

しようとする人々を対象としている。そのため、主に VB の初期段階での資金

調達法として利用できると考えられる。しかし、「イノベーションの起爆剤」と15 

して用いられている米国版 SBIR 制度と比べて、日本版 SBIR 制度は「補助金」

に近い。そのため、国を挙げてイノベーションの種に投資するといった姿勢が

伴っていない。従って、この制度を VB 成長の一要因とするためには、このよ

うな姿勢を明確にする必要がある。  

 20 

第２項 コンバーティブル・エクイティ (CE) 

 「コンバーティブル・エクイティ (以下 CE)」とは、シード段階にあるスター

トアップ企業による資金調達の一手法である。CE は 2012 年に提唱された、市

場規模の大きい米国においても、比較的新しいものである。  

 CE が提唱された背景として、シードファイナンスにおける課題がある。シ25 

ード期の VB は将来の収益モデルが不確定であるため、企業価値評価が困難で

ある。一般的にこの段階の事業評価は、その事業の収益性は認識できても、実

                                                   
18 この制度は大学の研究者、新たに個人事業を開業しようとする人々及び新たに会社を

設立しようとする人々に対して、研究開発のための補助金・委託費等の中から、中小企

業者等が活用でき、その研究開発成果を活用して事業を行えるものを選び、 SBIR 制度特

別補助金等として指定するものである。  
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現性は認識できていないことから、実際より高くなることが多い。そのことか

ら VB の価値が高騰していることは第 1 節 2 項で述べたとおりである。  

 米国では、CE が提唱される前は「コンバーティブル・ノート (以下 CN)」が

利用されていた。 19CN は資金調達の段階において企業価値評価を行うことが

ない。また、企業価値が上がれば、社債は株式に転換されるため、返還の必要5 

性がなくなる。また、投資家側には株式か社債かどちらの形式で保有するかを

選択できる権利、株式に転換した際に事前に決めた割引率で株を取得できる権

利などが与えられる。これらによって、リスクの高いシード期の投資リスクを

下げることができる。  

 しかし、CN は負債である以上、元利金償還する必要がある。仮に企業価値10 

が上がらないか、あるいは投資家が社債を選択した場合、VB は元利金償還を

せまられることになる。その段階での VB は資金が枯渇しているため、倒産し

てしまう。また、投資家が VB の買収を行えば、研究開発のデータなどの知的

財産を簡単に取得できてしまう可能性もある。  

 そこで登場したのが CE である。CE の内容は CN とほぼ同じだが、負債では15 

なく、エクイティである点で CN と異なる。そのため、CE は CN にあった満期

と利息の概念がない。また、CN と比較して強制力がない。そのため、CN にお

いて存在した倒産や買収のリスクが抑えられる。  

 また、CE は CN と同じく調達段階では株価算定を行わず、開発後の価値評

価をもとに株価が決まる。そのため、CN と比較して起業家と投資家がフェア20 

になるような市場が構築できると考えられる。  

 先ほども述べた通り、CE は近年提唱された調達法であるため、まだ日本に

は普及していない。しかし、調達時に価値評価を行わない CE は今後、シード

期における資金調達に欠かせない存在になる可能性がある。  

 25 

第３項 コーポレート・ベンチャーキャピタル (CVC) 

 2 節で述べた通り、日本の VB 市場規模は小さい。原因として、日本の VC は

                                                   
19 コンバーティブル・ノートとは、転換社債の一種であり、事前に決められた価格で株

式に転換できる社債を指す。米国ではシリコンバレーを中心にこの調達法が広く使われ

ている。  
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ハンドオフ型投資が多い。そのため、VB は経営に関するアドバイスを受ける

ことができない。また、VC の成功例が少ないことも原因となっている。この問

題は日本の VB 市場拡大において早急に解決すべき問題点である。  

そこで近年、新たな VC の形態として、CVC が重要視されている。 20日本で

も、大企業がベンチャー企業に投資するためのファンド、あるいはその運営会5 

社である CVC を設立する動きが加速している。例を挙げると、ソニーは 2016

年 7 月、総額 100 億円の CVC を設立した。この CVC は 2017 年時点で、人工

知能関連のスタートアップ企業約 10 社に対し、10 億円を出資した。その他に

もパナソニック、トヨタなど日本を代表する大企業も相次いで CVC 事業に取

り組んでいる。  10 

(図 15)企業の内部留保額  

(「この数字――４４６兆円、内部留保６年連続最高（ＴＨＩＳＷＥＥＫＲＥＶ

ＩＥＷ）」 日経新聞  2018/9/08 朝刊 6 ページ）  

 

大企業が CVC 事業に注力している背景には、増え続けている内部留保があ15 

る。日本ではバブル崩壊以降、大企業の投資が常に消極的になっていた。その

結果、企業の内部留保額が 2016 年度には 400 兆円を超えた。日本の VB 市場  

を発展させるためには、これらの資金を有効活用する事が必要になっている。  

 また、大企業にとっても、VB 市場の成長は望ましいことである。理由とし

て、既存の製品やサービスでは、企業を生存させるための収益や生産力を得ら20 

れないことが挙げられる。国際的に技術の変革が求められているなかで、研究

開発を内製だけに頼っては、企業は生存できない。そのため、VB が開発してい

                                                   
20 「コーポレート・ベンチャーキャピタル」とは、事業会社 (主に大企業 )が。自社の資

金を使い、自社の企業と関連がある特にスタートアップ企業に投資する組織を指す。  
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る新技術は大企業にとっても重要なものである。  

 CVC によるメリットは、製品開発面からみると、協働による相乗効果が挙げ

られる。CVC で協働する VB は大企業の事業と関連性がある。そのため、大企

業にとっては、VB による新技術により、事業の多角化を行うことができる。ま

た、VB においては、大企業から、経営ノウハウや技術などの情報を得ることが5 

できる。  

 また、VB 育成面から見ると、企業支援の質が挙げられる。CVC は大企業が

資金融資やアドバイスを行うため、VC と比較してより企業目線の助言が行え

る。さらに、先程も述べた通り、大企業には内部留保により、VB に回せる資金

が多く、VB を育成するインセンティブも十分にある。そのため、VC より質の10 

高い融資を行うことができる。  

 CVC は日本の VB 市場を発展させるためには必要不可欠である。しかし、こ

のような動きは 1990 年代後半にもあり、そちらは成功とは言いがたい。その

原因として、企業が明確なアウトプットを定めていなかったことなどが挙げら

れる。従って、この失敗を反省し、活かす必要があると考える。  15 

 

第４項 のれんの償却・非償却  

 第 2 節 4 項でも述べたが、現在 VB の Exit 戦略において M&A が注目されて

いる。それに伴い、M&A を行った際に発生する「のれん」の会計処理の方法で

国際的に議論が起こっている。この議論は、日本基準の「償却処理」派と、国20 

際会計基準 (IFRS)の「非償却処理 (減損処理 )」派に二分している。  

 日本基準では、のれんを最短 5 年、最長 20 年で定額法、その他の合理的な

方法により規則的に償却するものとされている。このような処理を行う理由と

して、のれんが表す超過収益力は競争によって徐々に消滅するという考えがあ

る。また、日本企業は減損処理を取ることによる巨額の損失計上を避けている。25 

そのため、日本国内では、未だに、定額法による償却処理を支持する考え方が

根強い。  

 一方、 IFRS では、のれんを償却せず、代わりに必要に応じて減損処理を行

う。減損処理の手順として、毎期ごとに「減損テスト」を行い、回収可能額が

帳簿価格を下回っている場合、その差額を減損処理によって切り下げる。この30 
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方法は、毎年の償却額が異なるため、償却年数が確定できないという考えが背

景にある。  

 この減損処理は、国際的に用いられている。その理由として、のれんが資産

に計上できることが挙げられる。資産が増加すると、連動して純資産が増加す

るため、企業価値が上がる。また、償却費を計上しないため利益が増える。し5 

たがって、M&A によって事業を拡大する場合に有利になる事も利点として挙

げられる。  

 しかしながら、減損処理にも問題点はある。まず、減損処理は、必要に応じ

て価格を切り下げるため、定額法と比べて主観的になりやすい。それにより、

減損処理を巡る企業の判断が楽観的になりやすい。つまり、この方法だと、減10 

損処理を行うタイミングが遅くなるのである。また、タイミングが遅れること

により、買収先の財務状況が悪化した際、巨額の損失を突然に計上するケース

も生じる。そのため、専門的知識に欠ける投資家が、思いがけない損失を被る

場合もある。  

 このように、減損処理には利点もあるが欠点も存在する。最近、このような15 

観点から、IFRS でも定期償却を採用する考えが生じてきた。今後、国際会計基

準審議会 (IASB)が、規制当局など幅広い利害関係者から意見を集めて判断して

いく流れである。ただ、仮に定期償却が導入されるとしても、導入には早くと

も 3 年程度かかるとされている。つまり、制度の確定に関する議論は、暫く続

くと考えられる。  20 

 一方、日本の企業においても、M&A を多く行う企業は、のれん償却費による

営業利益圧迫を回避するため、 IFRS の適用を行っている。日本取引所グルー

プのデータによると、平成 30 年 10 月現在、上場企業の内、 IFRS を適用して

いる企業数は 179 社である。現在 M&A が注目されているため、 IFRS を導入

する企業が今後も増加する可能性がある。  25 

 

第４章 望ましい資金調達法 

この章では、以上で述べてきた事を踏まえて、望ましい資金調達に向けた提

案として、私たちはフィンテックと呼ばれる、近年注目されている IT を利用

した金融サービスの一つである P2P レンディングを取り上げる。  30 
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第１節 P2P レンディングとは  

第１項 P2P レンディングの説明  

P2P レンディングとは、銀行等の金融機関を介さず、貸手が借手に比較的小

規模の、個人・中小企業向けの融資をインターネット経由で行う、新しい金融

仲介の仕組みである。このシステムは 2005 年に英国業者がサービスを提供し、5 

それ以降英国や、米国、中国を中心に急速に融資残高が増加している。 IOSCO

調査局 21が集計した世界の主要な P2P レンディング業者 9 社の 2013 年の融資

額は、前年の 2.5 倍に当たる 28 億ドルとなっている。さらに、P2P レンディ

ングを含むインターネットを経由した融資の世界的な動向についてモルガン・

スタンレーが行った調査によると、このような資金調達の融資額は世界全体で10 

2020 年までに 1500~4900 億ドルに達するといわれている。これらのことから、

P2P レンディングが今後の企業の資金調達において重要な役割を担う可能性が

高いことを表している。この章ではまず P2P レンディングのビジネスモデル、

P2P レンディングを利用する事による利点について説明し、P2P レンディング

の法規制など懸念すべき問題点、それに対する提言について述べていく。  15 

 

第２項 P2P レンディングのビジネスモデル  

この項では、まず P2P レンディングのビジネスモデルについて銀行などの間

接金融との違いから述べてから、各国の P2P レンディングを利用する事による

メリットについて述べていく。  20 

P2P レンディングのビジネスモデルは、従来の銀行からの間接金融と比べると

以下のような違いがある。  

まず、融資プロセスが挙げられる。融資の実行前に行う借手の信用情報の調

査、実行後の借手のモニタリングに関しては双方とも同様に行う。しかし、銀

行融資の場合、銀行が融資の意思決定を行い、借手のデフォルト・リスクを負25 

うのに対し、P2P レンディングでは、P2P レンディング業者ではなく、貸手が

融資の意思決定を行い、借手のデフォルト・リスクを負う。以下の表で P2P レ

ンディングと銀行の相違点についてまとめている。  

                                                   
21 IOSCO とは証券監督者国際機構であり、国際的な証券取引についての基準及び効果的

な監視を確立すること等を目的に設立された国際組織である。  
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(表 5)P2P レンディングと銀行の相違点  

 P2P レンディング  銀行  

融資の審査  P2P レンディング業者  銀行  

融資の意思決定  貸手  銀行  

融資実行後の  

モニタリング  
P2P レンディング業者  銀行  

借手の  

デフォルト・リスク  

を負う主体  

貸手  銀行  

(P2P「レンディングの仕組みと法規制：英国の P2P レンディング規制を中心

に」左光敦 p.119) 

 

次に、融資審査の迅速性が挙げられる。P2P レンディング業者を通じた融資5 

は、インターネットを経由して融資の申し込みから実行までの手続きを行うこ

とが可能であるほか、P2P レンディング業者の審査が迅速に行われるため、融

資の申し込みから実行までの期間が短い。  

最後に、運営コストの低さが挙げられる。P2P レンディングは、インターネ

ットを経由したサービスのため、店舗等にかかる運営費用が小さくなっている。10 

また、銀行業には自己資本比率規制等の規制が適用されるのに対して、P2P レ

ンディング業者には、そうした規制が適用されないことにより、規制対応のコ

ストも低い。  

 

第３項 P2P レンディングを行うことによるメリット  15 

ここでは、P2P レンディングを導入することによって得られるメリットにつ

いて説明していく。  

一つ目に、時間的コストの削減である。先程も述べたとおり、P2P レンディ

ングはインターネットを経由するためレンディング業者の審査が迅速に行われ

ることから、融資の申し込みから実行までの期間が従来の資金調達法より短い。20 

これにより、企業が資金調達を行いたいと思ったときと実際に資金調達が行わ

れるときのタイミングのずれを小さくすることが可能になる。  
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二つ目に、金利の削減である。こちらも先程述べたとおり、P2P レンディン

グ業者は店舗等にかかる運営費用が少なくなっていることや、規制対応のコス

トが低く抑えられること、また借手は複数の貸手のうち一番低い貸出金利を提

示している投資家を選べることから、貸出金利の削減がはかれる。  

三つ目に、潜在的な借手の開拓である。従来の間接金融では、たとえ信用力5 

があったとしても、創立してから間もない企業や少額の融資など銀行にあまり

利益をもたらさない企業、不動産など担保となる資産がない企業、財務情報が

少ないといった理由で融資対象から外されるといった問題点があった。それに

対して P2P レンディングは最終的な融資の意思決定は投資家が行うため、投資

家が承諾さえすればどのような企業であっても資金調達が可能になる。  10 

 

第２節 P2P レンディング市場の国際比較 

前節において P2P レンディングの概要、P2P レンディングを利用することに

よるメリットについて述べた。しかし、P2P レンディングには現在、法規制・

仕組みの観点から、様々な課題が存在する。ここでは、英国・日本の仕組み・15 

法規制を比較し、P2P レンディングを利用する際に生じる問題点について述べ

る。  

 

第１項 英国の P2P レンディングの仕組み・法規制  

まず、英国について述べる。仕組みの面では、P2P レンディングとは、銀行20 

のような伝統的な金融仲介機関を経由せずに、インターネットを経由して、貸

手から借手に直接、融資をすることを指す。そのため、英国の P2P レンディン

グの仕組みは、貸手と借手が直接、融資契約を締結することにより、金銭の貸

し付けがなされている。P2P レンディング業者は貸手と借手のマッチングを行

うためのプラットフォームを提供し、債権の管理・回収を行うが、貸手と借手25 

の契約にはほとんど影響を及ぼさない。また、業者が融通している貸手と借手

の資金は P2P レンディング業者のバランスシートには計上されず、P2P レンデ

ィング業者のものとは違う別の口座で管理される。これにより仮にレンディン

グ業者が倒産し、プラットフォームが閉鎖するようなことがあっても、その影

響は貸手・借手には及ばないとされている。英国型の P2P レンディングの仕組30 
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みは、理想的な構造を実現しているといえる。  

(図 16)英国の P2P レンディングの仕組み  

 

(「P2P レンディングの仕組みと法規制：英国の P2P レンディング規制を中心

に」 左光敦  ｐ .116) 5 

 

次に、法規制の面では、FCA は、2014 年、P2P レンディング業者に対する

規制を導入している。22英国は、金融サービス市場法により、金融サービスが包

括的に規制されている。また、財務省命令や FCA ハンドブックによって、規制

対象となる業務の範囲、規制対象となる業務の具体的な内容について定められ10 

ている。P2P レンディング業者の業務に関しては、FCA ハンドブックによると、

貸手と借手をマッチングさせて、個人間で融資契約を締結することが可能とな

るように、電子的なシステムを運営することが、P2P レンディング業者の規制

業務とされている。P2P レンディング業者は、FCA から規制対象業務を行う許

可を得るためには、金融サービス市場法の入口条件に関する命令で定める、一15 

般的要件を満たす必要がある。また、その他にも、固有の要件として、借手の

審査方法や、債権の回収方法が適切であること等が定められている。  

さらに、FCA ハンドブックには、P2P レンディング業者の規制業務に伴って、

P2P レンディング業者に対するより具体的な細則が定められている。その催促

は、業者のコンプライアンスや内部統制に関する基準 (SYSC)、業者の財務健全20 

性に関する基準 (IPRU)、業者の業務行為に関する基準 (COBS)、業者の顧客資産

の取り扱いに関する基準 (CASS)、業者の監督に関する基準 (SUP)によって構成

                                                   
22 FCA とは、金融行為規制機構 (Financial  Conduct Authori ty)であり、英国のすべての金

融機関に対して金融行為規制と健全性規制を行う金融監督機関のことをいう。  
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されている。主な内容としては、業務の引き継ぎや、業者の資本規制、提供す

べき情報、顧客資産の分別管理、規制業務に対する監督手続きについて制定し

ている。これらの基準は、英国の P2P レンディングの仕組みの上で、重要な役

割を果たしている。  

さらに、英国では、P2PFA という業界団体が設立されている。この団体は、5 

法規制とは別に、すべての加盟者に適用される業務原則を定めている。この原

則は上位の原則と個別の原則に分かれており、個別の原則は明確性及び透明性、

業者によるリスク管理、ガバナンス及び P2PFA へのデータ提供に分かれてい

る。これらの原則によって、業者が公表すべき情報の列挙、信用リスクの管理、

マネーロンダリング・詐欺の防止などを行っている。この原則は、P2P レンデ10 

ィング業者に関わる、FCA ハンドブックによる規制を補完するものとなってい

る。  

以上の点から、イギリス型は P2P レンディングの特色を残しつつ、様々なリ

スクに対応できている。そのため、我々はイギリス型を P2P レンディングの理

想的なスキームとして捉える。  15 

 

第２項 日本の P2P レンディングの仕組み・課題  

続いて、日本について述べる。日本は英国と異なり、貸手と借手が直接融資

契約を結ぶ形となっていない。ただし、日本では原資は、投資家から商法で定

める匿名組合契約 23に基づく出資により業者に出資する形で資金を集め、 P2P20 

レンディング業者が直接借手に融資を行う形を取っている。  

日本がこのような形を取っているのは、貸金業法により投資家が貸金業に該

当することを避けるためである。貸金業法には「金銭の貸し付けまたは金銭の

貸借の媒介を業として行う者は登録を受けなければならないとされている (貸

金業法第 3 乗題 1 項 )。「業として行う」というのは反復継続し、社会通念上、25 

事業の遂行とみることができる程度のものをいうとされている。そのため、投

資家が借手に対して複数回、P2P レンディングにおいて融資を行うことが貸金

業に該当する可能性がある。従って、貸手である投資家が匿名組合員として匿

                                                   
23匿名組合契約とは、「当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生

ずる利益を分配することを約する」契約を指す。  
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名組合に出資し、貸金業登録をした P2P レンディング業者が、借手に融資をす

ることで投資家が貸金業に該当するのを避けている。また、同様の目的で P2P

レンディング業者は、借手を具体的に開示せず、かつ、同一の匿名組合契約に

より調達した資金を複数の借手に融資するように設計されているといわれてい

る。これにより、P2P レンディングの理想である、貸手と借手の直接的なマッ5 

チングを行うことが困難になっている。  

(図 17)日本の P2P レンディングの仕組み  

 

(「P2P レンディングの仕組みと法規制：英国の P2P レンディング規制を中心

に」 左光敦  p.117)  10 

 

また、市場規模においても、英国と日本では差が広がっている。英国は、P2P

レンディングによる融資額が 2014 年時点で 13 億ポンドであり、2020 年まで

に 150 億ポンドに達すると予想されている。一方で、日本は、P2P レンディン

グ業者は 9 社程度であり、また、P2P レンディング業者による融資額の累計は15 

2015 年 6 月末時点で、430 億円程度である。理由として、1 項で述べた通り、

英国は、仕組み・法規制が十分に整っている。また、英国は、世界で最初に P2P

レンディングのサービスが提供された国であるため、政府による P2P レンディ

ング業者を支援する動きが他国と比較して進歩している。例を挙げると、英国

は、政府系の金融機関を通じて、P2P レンディング業者に総額 2 億ポンドの資20 

金を拠出している。これまで述べた通り、P2P レンディングの仕組み・法規制

は各国で異なる。日本でこれから、P2P レンディングを普及させるにあたって、
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以上の点について考えることは重要である。  

 

第３節 課題に対する提言 

 P2P レンディングは、今後、中小企業・ベンチャー企業の資金調達を活性化

する上で重要な方法である。しかし、現時点で、P2P レンディングには様々な5 

問題があることは、第 2 節で述べた通りである。P2P レンディングの理想とし

ては、借手と貸手が直接的にマッチングでき、かつ業者の倒産リスクに対応で

きるイギリス型のスキームが最も理想的である。しかし、日本の環境下におい

ては法律などの制度上の制約のため、実現可能性に乏しい。そのため、本論文

では、証券化を基盤とした、新しいスキームについて提言したいと考える。  10 

(図 18)証券化を用いた P2P レンディングのスキーム  

 

 

(図 18)は、我々が提言する新しいスキームを表したものである。この新しい

スキームにおいては、銀行が、借手である企業と投資家とを仲介するうえで重15 

要な役割を担っている。われわれの提案では（図 18）の通り、銀行が中小企業

に貸し付けた貸付債権を特別目的会社（以下「 SPC」）に譲渡し、SPC は当該債

権の信用力を裏づけとした有価証券を発行する。 SPC は銀行から独立した立場

で、当該債権の管理のみを目的とする事業体である。  

  このシステムのメリットは、投資家のリスクの低減である。このスキーム20 

 

 

業者 借手 投資家 

銀行 

①融資 

②債権譲渡 代金 

代金 

 

証券 

返済 

利払い 

・償還 

(SPC) 
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においては、SPC が銀行から譲渡された貸付債権を管理することになる。証券

化を行う際、複数企業の債権から一つのファンドを構成するため、各資産のリ

スクが分散される。また、投資家のリスクが下がることにより、企業は、低い

利回りで効率的に、資金を調達することが可能になる。  

 もう一つのメリットは投資の活性化である。まず、証券化の際には、投資家5 

のニーズに合わせて様々な特徴を持つ証券を組成することが可能である事が挙

げられる。例を挙げると、優先劣後構造を利用して、配当支払の優先順位やリ

ターンの額を設定することで、投資家の証券選択の幅を広げることが可能にな

る。  

(図 19)日本、米国の金融資産の構成比  10 

 

(「資金循環の日米欧比較」  日本銀行調査統計局  p.2) 

(図 19)は日米の家計の金融資産の構成比を比較したものである。この図を

見ると、日本は投資などによる「資産運用」という考え方がまだまだ一般的で

はないことがわかる。要するに日本にはまだまだ潜在的な市場が存在するとい15 

う事である。今後、アセットマネジメントなどの考え方などがより一般的にな

ればこういった金融商品による資産運用も今より拡大する可能性があると考え

られる。  

また、証券化を際に、裏付け資産としてリースや売掛金、商業手形なども対

象となっている。そのため、従来から利用している、銀行などの不動産担保に20 

よる資金調達よりも、簡単に利用することができると考えられる。このことか

ら、証券化によって、中小企業・VB の資金調達の多様化も促すことができると

考える。  
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 また、このスキームにおいて注目すべきは、最初に融資を行う銀行である。

銀行が最初に行う融資は、企業においても、業者においても重要である。                          

しかし、メガバンクは、規模の経済や、投資リスクの観点から、融資額の少

ない中小企業・VB に投資するとは考えにくい。そこで我々は、地方銀行が融資

を行うことを提言する。最近の動向として、地方銀行は、新たな融資先として、5 

VB にも投資を積極的に行っている。そのため、このシステムを採用すること

により、地方銀行の融資の活性化が促せると考える。  

また、地方銀行は、各都道府県に本店を置き、それぞれの地方を中心に営業

を展開している。そのため、融資を行う中小企業・VB の所在地を中心とする地

方銀行が融資を行えば、各地方銀行にその地域に所在する中小企業・VB の情10 

報を蓄積できる。  

また我々は、蓄積した情報を利用して、銀行が融資を行った企業の中で、行

員を派遣し、特にシード期・アーリー期の VB を中心に、経営に関するアドバ

イスを行うことを提言する。これによって、信頼性が低く、VC からの援助を得

られないシード期・アーリー期に必要な経営アドバイスを受けることができる15 

と考える。  

 

おわりに  

日本企業の九割以上を占める中小企業は日本経済の発展に大きな影響力を持っ

ており、東京オリンピックによる一時的な景気回復がおわり、やがて来る不況20 

期にはこれら日本企業の力が不可欠である。しかし、現在の中小企業・ベンチ

ャー企業は主に信用リスクが原因となり、資金調達が円滑に行えていない。そ

のため中小企業・ベンチャー企業の信用リスク問題を改善することが今後の日

本経済に大きくかかわってくる。本稿では、その解決策として、貸付債権の証

券化を提案した。これにより、中小企業・ベンチャー企業における資金調達の25 

幅が広がるだけでなく、様々な証券を発行できることによる投資活動の活性化、

行員派遣による経営アドバイスなどの恩恵を享受できる。これにより、中小企

業・ベンチャー企業の資金調達を、円滑に行うことができると考える。  

 

 30 
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