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序章 

我が国の経済状況は、 GDP ベースにおいて緩やかに増加を続けている。 2017

年には実質 GDP 成長率が 1.9%と比較的高い値を示し、現在も持続的に成長して

いる事が見て取れる 1。一方我が国は、少子高齢化や貧困層の拡大等といった今

後の経済発展に負の影響を及ぼす問題を抱えている。それに加えて、グローバ5 

ル化や科学技術の急成長、アジア諸国の台頭など、世界規模で考えた時にも大

きく変化を迎えている。この変化に適応していかない限り、日本のさらなる経

済発展は見込めないであろう。  

我が国の経済活動は、企業によって構成されている部分が多い。その中でも、

大規模上場企業が大きな存在感を放っているが、我が国の上場企業は 4000 社10 

にも満たず、企業数の大半を占めているのは非上場企業である。また、特に非

上場企業は新産業の創出、市場競争の活性化、多様な就業機会の提供、地域経

済の活性化といった役割を果たしている。そのため非上場企業は、経済発展に

おいて重要な役割を担っている。  

しかしながら、株式発行による資金調達が出来る上場企業に比べ、非上場企15 

業の資金調達方法は限られている。その中でも金融機関による融資が大きな割

合を占めている現状にある。金融機関は資金融通の専門機関として企業の資金

調達に大きく貢献している一方、財務性や安定性に欠けている中小・ベンチャ

ー企業は融資を受けにくいという現状がある。また、近年資金調達の方法は増

えつつあるものの、金融機関融資を受けにくい創業期の資金調達は特に困難で20 

あり、我が国の創業率の低さの要因となっている。  

そこで本論文では、現状の資金調達方法について確認、整理したうえで、非

上場企業が資金調達において抱えている課題を解決するための具体的方策を示

す。第 1 章において、非上場企業の定義、現状を確認する。第 2 章において、

非上場企業の資金調達方法について性質の違い分類した上で、それぞれの特徴25 

について整理する。 3 章において、非上場企業が抱えている課題を整理し、そ

れを解決するための具体的方策を提言し、非上場企業の資金調達環境の改善を

図る。  

 
1 内閣府(2019)「国民経済計算 (GDP 統計)」 
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第 1 章 日本における非上場企業と成長段階の定義  

本章では非上場企業について、企業を規模別に分類しそれぞれの資金調達の

現状について見ていく。また成長段階の定義について述べていく。  

 

第 1 節 上場企業と非上場企業について   5 

上場は株式を証券取引所における売買取引の対象とすることである。上場す

ると有価証券報告書の開示義務など、財務状況を報告しなければならない。上

場企業になるには財務状況や株主数などの条件を満たす必要がある。したがっ

て株式を証券取引所で売買しておらず、財務状況の報告が義務付けられていな

い企業を「非上場企業」と定義する。  10 

 上場企業の場合は証券取引所で株式を公開する形となり、投資家が自由に株

式を売買できる。一方で、非上場企業は証券取引所で株式が公開されていない

ため、証券取引所で株式を売買することはできない。株式を公開していないた

め、敵対的な買収のリスクは存在しない。しかし、株式を公開していない以上、

上場企業のような形で多くの投資家から資金を集めることができない。投資家15 

は非上場企業の株式を市場で購入できず出資ができない。そのため非上場企業

としては資金を集めにくいというデメリットが生まれる。  

 非上場企業が日本の企業においてどのくらいの割合を占めているのかを図表

１に示す。全体の企業数が約 254 万社なのに対し、非上場企業は約 242 万社で

あり、日本の企業の 90％以上は非上場企業であることがわかる。  20 

 

図表 1 法人形態別の企業数  

 

出典：経済産業省 (2015)「企業情報開示や株主総会プロセスを巡る我が国及び

諸外国の制度と実務」より作成  25 
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第 2 節 企業の規模別分類と資金調達の現状  

 第 1 節では非上場企業の定義について述べた。本節では企業を規模別に分類

し、それぞれの資金調達の現状を述べる。  

 

第 1 項 企業の規模別分類  5 

（1）中小企業  

 中小企業の定義は図表 2 の通りである。中小企業には非上場企業が多く、株

式発行による資金調達が出来ないため、銀行借入の比率が大きい傾向がある 2。 

 

図表 2 中小企業の定義  10 

 

 

 

出典：中小企業庁 (2015)「中小企業・小規模企業者の定義」より引用  

 15 

（2）大企業  

 大企業とは中小企業に該当しない企業のことを指す。多くの大企業は上場し

ているが、非上場の大企業も存在する。それは株主による監視、敵対的買収の

可能性があるというデメリットを大きく見ていると考えられる。信用力のある

大企業は銀行借入に頼る事も容易であり、資金調達に大きく苦戦する事はない。 20 

 

 
2 財務総合政策研究所研究部  磯部昌吾(2014)「上場企業と非上場企業の比較

から見る日本企業の変遷」  
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（3）ベンチャー企業  

 ベンチャー企業とは製品の独創性、事業の独立性、社会性を踏まえた新規性

のある企業のことを呼ぶ。創業間もなく、比較的年数が浅いため、非上場企業

が多い。  5 

 

第 2 項 非上場企業の資金調達状況  

第 1 項で非上場企業には中小企業とベンチャー企業が多くみられることが分

かった。第 2 項ではこれらの非上場企業の資金調達がどのようになっているの

か述べていく。  10 

近年の非上場企業の資金調達の現状を図表 3 に表す。資金調達額は増加し

ているものの、資金調達を行った社数は減少の傾向を見せている。  

 

 

図表  3 国内未上場企業資金調達額と社数推移  15 

 

 

出典：Entrepedia(2018) 「Japan startup finance report 2018」より引用  

 

図表 4 は中小企業、ベンチャーによる資金調達先を表している。中小企業20 

は、民間金融機関による資金調達の割合が大部分を占めている。またベンチャ

ー企業においてはベンチャー・キャピタル（ VC）による資金調達が約半分を占

めている（図表 5）。  
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図表 4 中小企業による資金調達先  

 

 

出典：中小企業庁 (2010)「我が国の中小企業の実態（平成 22 年）」より引用  

 5 

図表 5 資金調達元の金額比率（％）  

 

 

 

出典：ベンチャーエンタープライズセンター（ 2018）「ベンチャー白書 2018」10 

より作成  
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第 3 項 企業の成長段階の定義  

 非上場企業の資金調達方法には現状の自分の会社の成長度合いや売上・実績

などに応じて手段の向き不向きや資金調達額の違いがある。また、タイミング

やスピードが極めて重要になってくる。そこで本稿では企業の成長段階を以下

のように定義する。  5 

図表 6 企業成長段階の定義  

 

創業期  本業の製品・商品・サービスによる売り上げがない段階  

成長期  売上が計上されているが、営業利益がまだ黒字化していない段階  

安定期  売上が計上され、営業利益が黒字化した段階  

 

出典：中小企業庁（ 2017）「2017 年版小規模企業白書」より作成  

 10 

第 2 章 非上場企業の資金調達方法  

第 1 章では、非上場企業には中小企業やベンチャー企業が多く、創業間もな

く信用力が低い企業は満足のいく資金調達ができていないことを示した。そし

て、資金調達を強化する必要性があることを述べた。本章では現在用いられて

いる非上場企業の資金調達方法として、直接金融、間接金融、公的金融に分別15 

を述べていく。  

 

第 1 節 直接金融  

直接金融とは、資金を必要とする企業が、個人や他の企業から直接必要な

資金を融資してもらう方法である。必ずしもお金を「借りる」わけではなく資20 

本金を出資してもらうことも含まれている。そして、企業にとっての資本金は

基本的に返済義務がなく、ビジネスが成功して利益がでた時に、その一部を利

益として配当するという考えである。金融機関とは異なる資金調達を行うこ

とで借り手側として資金繰りの安定化、貸し手側として貸出金利を自由に設

定できるため高リターンが期待できる等のメリットがある。以上のことを踏25 

まえ本節ではベンチャーキャピタル、コーポレートベンチャーキャピタル、エ

ンジェル投資家、アクセラレーター、ICO、クラウドファンディング、ストラ
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クチャードファイナンスについて述べていく。  

 

第 1 項 ベンチャーキャピタル  

ベンチャーキャピタル（以下 VC）は、高い成長が見込まれる非上場企業に

対して、成長するための資金を株式投資の形で提供する組織である。出資し5 

た事業が上場するようにと成長を促すため、 VC は積極的に資金面だけでな

く、人材派遣や経営面に関わってくる。投資した企業が上場した後、株式を

売却し、そのキャピタルゲインを得る仕組みとなっている。  

VC からの資金調達のメリットとして 1 つ目は、その後の資金調達がしやす

くなることである。一度 VC が出資した場合、「この会社は VC に評価されてい10 

る」とみなされ、投資する側からの追加出資が得られる。さらに上場を目指す

企業にとっては、株式上場が実現できれば、その後の資金調達が容易になる。

2 つ目は、事業提供先を紹介してもらえることである。 VC は複数の企業に対

して投資を実施しているため、出資先の事業が成果を上げるよう事業提供先

を紹介することがある。3 つ目は、直接経営支援を受けられることである。VC15 

から出資を受けると、 VC から役員の派遣があり、経営支援を受けられる。 VC

が経営に関与することで、 VC が保有する知識やノウハウを提供してもらうこ

とができ、事業に軌道修正を行いやすくなる。しかし、我が国においては、経

営支援を行う VC は数少ない。  

デメリットとして、経営が軌道に乗らないと資金を回収されてしまうこと20 

である。VC は将来性がある企業に資金を提供するものであり、利益が生み出

せないと判断すると他の有望な企業に出資を行うのである。  

 

第 2 項 コーポレートベンチャーキャピタル  

 コーポレートベンチャーキャピタル（以下 CVC）は、投資を本業としない事25 

業会社が、自社の事業分野とシナジーを生む可能性のあるベンチャー企業に

対して投資を行うことである。CVC ファンドは事業会社の自己資金で組成され、

運営は社内の投資分野や子会社、もしくは外部の VC に任せることが多い。M&A3

 
3 2 社以上の企業による合併や吸収、資本による企業買収。企業の持つ既存事
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ほどの強制力はなくとも、投資先企業への発言力は大きいため、良好な関係性

を構築できれば、事業シナジーを実現するという目的に向かって、より効果的

な投資を行うことができる。  

 C V C の 主 な 目 的 は 本 業 の 成 長 や 拡 大 に あ る た め 投 資 対 象 は 、 協 業

す る こ と で 新 た な 利 益 を 生 む 可 能 性 が あ る 、と 判 断 さ れ た ベ ン チ ャ5 

ー 企 業 に 絞 ら れ る 。投 資 の 専 門 会 社 が 運 営 す る V C フ ァ ン ド と 違 い 、

C V C は 事 業 会 社 で あ る 大 企 業 や そ の 子 会 社 が 自 己 資 金 を 使 っ て 設

立 ・ 運 営 す る こ と が 多 い 。  

 

図表 7 CVC と VC の違い 10 

 

 

 

出典：青木義則（ 2017）「CVC ファンドを活用したベンチャー企業とのオープ

ンイノベーション」より引用  15 

 

第 3 項 エンジェル投資家  

エンジェル投資家とは、高い成長が見込まれる企業に対して、成長するた

めの資金を株式投資の形で提供する投資家である。主に創業期の企業に対し、

資金を出資する。また、出資した事業の成長を促すため、エンジェル投資家の20 

中には積極的に資金面だけでなく、経営面に関わってくる者もいる。エンジェ

 

業の強化や新たな市場の新規参入などの目的で活用される。  
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ル投資家にとっては、配当金やキャピタルゲインによる利益が見込める。出資

を受ける企業にとっては、負債性に頼ることなく、資金調達を行う事が出来

る。 

 

第 4 項 アクセラレーター  5 

 アクセラレーターとはスタートアップの支援を行う人や機関のことである。

投資による資金供給だけでなく、オフィス提供や技術・経営指導などのサポー

トを行い、起業家やスタートアップの育成機能を担う 4。数週間から数ヶ月の短

期間でプログラムを進めていき、最終日にデモデイと呼ばれる成果発表会を行

い、投資家とのマッチングの場を提供している。資金援助とともに経営支援を10 

行う組織である。  

 2016 年時点の全世界のアクセラレーターの実績は以下のようになっている

（図表 8）。また、 5,377,648,600 ドルで 878 件の EXIT に成功している 5。 

 

図表 8 2016 年までの全世界のアクセラレーターの実績  15 

アクセラレーター数  188 

プログラムに参加した企業数  6,525 

資金調達額 23,090,822,363 ドル 

 

出典：ウィズグループ (2017)「平成 28 年度我が国におけるデータ駆動型社会に

係る基盤整備」より作成  

 

近年は民間企業と共同でアクセラレータープログラムを運営するケースが増20 

えており、これは我が国もみられる傾向である。民間企業と連携して活動する

アクセラレーターとしては 0→1booster 社があげられる。これまでに森永や三

菱地所等の大企業と連携したプログラムを行っている。この施策の強みは民間

企業がもつリソースやネットワーク、ブランド力とアクセラレーターのサポー

 
4 阪急電鉄（2015）  
5 ウィズグループ(2017) 
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ト力を組み合わせてスタートアップ企業への支援を行えることである。プログ

ラムに起業家が参加するメリットの 1 つとして、 MORINAGA ACCELERATOR では

「信用力の向上」をあげており 6、プログラム終了後の資金調達にも好影響を及

ぼすことが期待できる。  

企業のみならず行政とアクセラレーターが提携しているというケースもある。5 

神戸市ではシリコンバレーを拠点に活動している 500 Start up 社と提携し、

500 KOBE ACCELERATOR というアクセラレータープログラムを 2016、17、18 年

の 3 度実施し、56 社がプログラムに参加している。この 3 度のプログラムでは

最終日に行われるデモデイを通じて 80 億円を超える資金調達に繋がっており、

成功を収めたケースとして挙げられる。  10 

 

第 5 項 ICO (Initial Coin Offering) 

 ICO は企業等が電子的にトークン 7を発行して、公衆から法定通貨や仮想通

貨の調達を行う行為の総称である。海外において活発に利用されているが、国

内での実施例は少ない。  15 

 事業収益によるキャッシュからの経済価値の受け取りを期待した「投資目的」

に使われやすく、 IPO のように市場にて取引されるため流動性が高い。トーク

ン発行時に購入者から企業へと資金が動く直接金融型の資金調達法であるため、

取引相手の賛同する利益を見込む、事業を持っていないと利用は厳しい。  

 20 

第 6 項 クラウドファンディング  

クラウドファンディング（以下 CF）は、資金需要のあるものがインターネッ

トを通じて主に一般大衆を対象に不特定多数の者から資金を調達する手法であ

る。資金調達方法として CF 業者が用意するプラットフォームを利用すること

によって資金を必要とするプロジェクト等が、インターネットを介して不特定25 

多数の人々から比較的少額な資金を幅広く調達する方法である。  

多数の人々から出資を募ることで、個々の出資額は少額でも一定程度の資金を

 
6 KIRIN アクセラレータープログラム 2016。 
7 お金の代わりに商品やサービスを購入できるもの  
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集められることが特徴である。 CF は、企業に限らず、特定のプロジェクトや、

アーティストの創作活動や映画製作、研究者の科学研究・発明品の開発、被災

地支援など、多様な資金需要に活用できる。  

CF は、資金提供者が得るリターンによっての運営方法が異なり、融資型クラ

ウドファンでイング、購入型クラウドファンディング、寄付型クラウドファン5 

ディング、投資型クラウドファンディングの大きく 4 つに分けられる。  

 

①  融資型 CF 

資金を必要とする個人や企業が資金使途や金利、返済期間などをウェブサイ

ト上に掲載し、資金提供者は掲載された人や企業のリスク、金利、返済期間な10 

どを勘案して融資するものである。投資家が個別の融資案件を自ら選ぶのでは

なく、CF の運営会社が融資先の安全性や収益性を重視した複数の借り手を集め

て組成したファンドに資金を提供する方法をとっている。すなわち投資家は自

分が賛同できるプロジェクトかどうかではなく、金利や返済期間、担保の内容、

返済の確実さなど経済的な理由で投資先を選ぶことが多い。  15 

 

②  購入型 CF 

資金の需要者が提供者に何らかの権利や商品、サービスを販売し、集めた代

金でプロジェクトを実行する例もある。資金需要者はプロジェクトを遂行しな

ければならないが、融資ではないため資金を返済する義務がなく、配当や利子20 

を支払う必要もない。資金使途も幅広く、ビジネスだけではなく、地域興しの

イベントなど非営利事業の経費や趣味で作ったものなどの利用も見られる。プ

ロジェクトの掲載費用は無料で、資金を受け取った場合に 10％〜 20%の手数料

を CF の運営会社に支払う。リスクの高い製品開発や企業の資金には、有効的な

資金調達方法といえる。購入型 CF の多くは、 All or Nothing 方式を採用して25 

いる。これは予め定めた期限までに目標金額が集まった場合にのみ、集まった

資金が資金需要者に送金されるものである。  

 

③  寄付型 CF 

資金需要者がウェブサイトに資金を必要とするプロジェクトを掲載し、資金30 
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提供者が自らプロジェクトを選んで支援する仕組みは、購入型 CF と同じであ

るが、資金使途は公的な目的をもつ活動に限られ、ビジネスや私的な目的では

利用できない。また、寄付であるため資金提供者へのリターンを用意する必要

はない。  

 5 

④  投資型 CF 

株式型とファンド型の 2 種類に分けられる。株式型はインターネットを通じ

て少額の株式を販売するものであるが、日本では日本証券業協会の自主規制に

より、非上場株式の勧誘が原則として禁止されていたがグリーンシート銘柄に

関しては投資勧誘が可能であり、現在では規制が緩和され少額の非上場株式の10 

勧誘も可能になった。  

ファンド型は、投資家が企業と匿名組合契約を結んで出資するものである。

企業が個々の投資家と契約を交わしたり、金銭授受を行うのは困難であるため、

CF の運営会社が双方から手数料をとって仲介する。匿名組合は営利事業のみを

目的として契約するものであるため、ファンド型 CF の資金使途もビジネス目15 

的に限られる。これは、元本を償還する義務はないが、プロジェクトの成果は

配当金で投資家に分配する必要がある。投資家が合意すればリスクの高い事業

の資金も調達できるため、企業にとって魅力的であり、地方自治体や地方銀行

も中小企業の新たな支援方法として関心を示している。しかし、金銭的な配当

を行うことが必要条件のため、慈善事業のように、収益性が低い場合や不確実20 

性が大きい場合は利用しにくい。  

 

第 7 項 ストラクチャードファイナンス  

 企業が行う事業や保有する資産の価値に着目することで企業本体の信用力

から切り離された資金調達を可能にする方法である。コーポレートファイナン25 

スは自分のバランスシートで保有・運営していた資産や事業、またこれから取

得する資産や事業について、自身のバランスシートで全て抱える特徴がある。

一方、ストラクチャードファイナンスは種類の異なる金融商品として分化させ、

それぞれのリスク・リターンに応じて金融機関や投資家に資金提供をつなぐ資
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金調達方法である。その手段として、 SPC8に委託することで、企業本来の信用

力とは関係なく資産や事業そのものの信用力として評価を受けることができる。

SPC の取引の流れとしては、SPC が金融機関または、投資家からの借入により資

金調達を行う。そして委託者が保有している金銭債権を SPC に対して債権譲渡

し、その対価として、 SPC から譲渡代金および資産の貸し出しを提供してもら5 

う。その後、委託者は SPC に資金を返済し、 SPC は受け取ったお金を金融機関

や投資家に C/F9が生まれる仕組みになっている。  

 

図表  9 ストラクチャードファイナンスの構造  

 10 

 

出典：三井住友銀行 HP「ストラクチャードファイナンス」より引用  

 

第 2 節 間接金融  

 間接金融とは、資金余剰主体である企業や家計が資金不足主体である企業等15 

に資金を送る際、銀行や投資信託などの金融機関を仲介してやり取りを行う手

段である。日本の非上場企業の資金調達の大部分は、間接金融が占めている。

本章では、間接金融の種類と特徴を挙げていく。  

 

第 1 項 トランザクション・バンキング  20 

金融機関が財務情報を標準化・数量化した情報を用いて、金融サービスを提

供することである。トランザクション・バンキングは財務諸表情報や、格付け

 

8 特別目的会社、特定の資産を保有し、特定の事業だけを行う会社を指す。  

9 C/F：キャッシュフロー略 営業活動によって生まれる資金の流れ。  
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情報などのハード情報と呼ばれる市場から得られる情報を利用したもので、

日々の取引データを元に借入条件を決定する。  

トランザクション・バンキングの特徴として審査の自動化が可能であり、貸

出実施までの流れが迅速である点や、リレーションシップ・バンキングと比べ

て審査基準が緩めである点、貸出金利が高めに設定されている点、個別債権の5 

リスク集中を防ぐために個別の貸出金額に上限が設けられている点 10などがあ

げられる。問題点としてハード情報をもとに借り入れ条件を決定するため、担

保や実績のない企業は低い評価を受けてしまう可能性がある。そのため新規企

業や、将来性のある投資計画を持っている企業を見逃す可能性がある 11と考え

られている。  10 

 

第 2 項 リレーションシップ・バンキング  

 第 1 項で示したトランザクション・バンキングでは、財務情報などを用いて

金融サービスを提供するものであった。それとは対照に、リレーションシップ・

バンキングは金融機関が顧客との間で親密な関係を長く維持することにより顧15 

客に関する情報を蓄積する。この情報はオーナーやコミュニティなどとの親密

な人的関係による質的な情報によるもので、ソフト情報と呼ばれる。そして、

この情報をもとに貸出等の金融サービスを提供するのである。  

特徴として、貸手・借手の長期的な関係から外部では入手しづらい情報を手

に入れることができ、情報の非対称性に基づく費用が軽減され、貸出に伴う貸20 

手・借手双方のコストが削減できる 12と考えられている。またリレーションシ

ップ・バンキングを行った際の効果として、信用リスクを適切に反映した貸出

の実施や借手の業績が悪化した際の適切な再生支援等による健全性が図られる

事が挙げられる。しかし地域や取引先へのコミュットメントにかかるコストを、

中小・地域金融機関が負担しているため収益性が低下しているのが現状である。 25 

 
10 錦戸幸仁・高橋大志 (2012)「リレーションシップバンキングの有効性に関

する研究」より引用。  
11 名古屋学院大学総合研究所 (2011)「トランザクションバンキングの問題点

およびリレーションシップバンキングの有意性についての一考察」  
12 信金中金月報(2003)「リレーションシップバンキング報告書の意義と論理

構成」  
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図表  10  金融機関による融資手法の比較  

 

 トランザクション・

バンキング  

リレーションシップ・

バンキング  

収益期間  短期的  長期安定的  

実施までの期間  早い 長い 

有効とされる金融機関  大規模金融機関  中小・地域的金融機関  

金融機関の負担具合  小さい  大きい  

 

出典：信金中央金庫「中小企業金融とリレーションシップバンキング」より作

成 5 

 

第 3 項 クレジットスコアリング  

 クレジットスコアリングとは信用リスクと関係が深い企業属性、財務状況等

の諸変数を説明変数とする計量モデルによりスコアを算出して、それらをもと

に融資実行の可否や融資条件を決定する手法の 1 つである。クレジットスコア10 

リングは、トランザクション・バンキングの 1 つの手法として捉えられている。

従来の資金調達方法である直接投資や間接投資に比べて低コストかつ迅速であ

ること、人の目による恣意性がないことや利用者の経験が必要ないことがメリ

ットである。しかしながら、過去の実績の表れである財務諸表に基づき審査を

するため、信用力が低い中小企業の資金ニーズへの対応は困難である。  15 

 

第 4 項 ABL 

 正式には、「 Asset Based Lending」の略で、動産担保融資のことである。こ

れは、企業が有する商品在庫や売掛金など流動性の高い事業資産を担保として

活用する融資手法のことである。担保に向いている資産として、自動車・天然20 

素材・ブランド品・冷凍水産物・穀物・金属類などがある。ABL は、まず金融機

関から融資を受ける企業が在庫と売掛債権を担保に設定する。その際、金融機

関は在庫の市場性や売掛先の支払い能力などの担保審査を行い、貸出枠を決定

する。企業はこの枠内で融資を受けることができる。銀行が企業商品の流れを
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把握することで、企業とより密接な関係構築が可能となる。  

ABL の特徴として、動産や債券を担保として借り入れをおこなうため、十分

に不動産を有していない中小企業にとって資金調達の選択肢を広げることがで

きる。また、商品在庫や売掛金などの残高を定期的に情報提供してもらうこと

で、安定的な運転資金枠の確保を図ることが可能となる。  5 

 

第 5 項 CDO 

 日本語で「債務担保債権」と呼ばれており、貸付債権や債券などから構成さ

れる債権を担保とし、発行される証券化商品のことである。この担保がローン

のみで構成される場合「 CLO」と呼ばれ、債券、もしくは債権類似の商品で構成10 

される場合は「 CBO」と呼ばれる。CDO は、この 2 つのいずれか、または双方に

当てはまる金融商品である。これは、複数のローンや公社債などの資産を保有

する金融機関が、それらのポートフォリオを SPC もしくは SPV に譲渡する。そ

して、この資産の裏付けとして社債の売り出しや債券の発行と販売を行い、投

資家から資金調達を行う仕組みのことである。通常、格付け会社によってシニ15 

ア債、メザニン債、ジュニア債と 3 つのクラスに区別される。  

 CDO の特徴として、金融機関にとって債券を外部機関に任せることができる

ため、リスクが軽減でき貸出債権のオフバランス化が可能になることや、資金

調達の多様化が図れることがあげられる。投資家側は、様々な企業の貸付債権

を裏付けとしているため、安全性が高い。また、企業側は無担保で長期の資金20 

調達が可能となるため、資金繰りの安定化を図ることができる。しかしリスク

として、CDO の担保となっている資産の情報が不透明なところや流動性の低さ

が存在する。また、知名度の低さや仕組みの複雑さなども問題としてあげられ

る。 

 25 

 

 

 

 

 30 



19 

 

 

図表 11 CDO の仕組み  

 

 

 5 

出典：東京都産業労働局「CLO/CBO とは」より引用  

 

第 3 節 公的支援  

公的支援とは、民業補完を目的として政府や自治体などの公的機関が行う支

援の事である。補助金・助成金といった直接的な支援に加え、他の資金調達を10 

補助する制度がある。以下に公的金融として挙げられる資金調達方法並びに、

資金調達における補助を挙げていく。  

 

第 1 項 公的金融  

公的機関によって融資される間接金融の一種である。個人企業や中小企業15 

等、融資のリスクが高く民間金融機関による融資を受けられない企業が主な

対象となっている。融資を実施している団体としては、日本政策金融公庫や

商工組合中央金庫、地方自治体が挙げられる。両者の特徴を図表 12 に示す。  

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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図表 12 日本政策金融公庫と商工組合中央金庫の比較  

 

 日本政策金融公庫  商工組合中央金庫  

取引相手  個人企業、中小企業  商工中金株主団体と、その構成員  

融資限度  限度額あり  企業に合わせて幅広く対応  

信用保証  必要なし  場合によりあり  

サービス  融資を主とした支援  融資、預金、為替業務等  

財源 財政融資資金借入金をはじ

めとする政府による出資  

90%以上自己調達。一部、政府、中

小企業組合による出資  

 

出典：日本政策金融公庫「政策金融機関の業務の概要」、日本政策金融公庫

「日本公庫の資金の流れ」、商工中金「商工中金の特長」より作成  5 

  

・日本政策金融公庫  

日本政策金融公庫とは、民業補完を目的として国の中小企業・小規模事業

者政策や農林漁業政策等に基づき、法律や予算で決められた範囲で金融機能

を発揮している政策金融機関である。その中でも中小企業事業では、対象と10 

して、民間金融機関が信用力の面から融資を避ける中小企業等が多く、日本

政策金融公庫からの直接的な融資や、信用保証協会に対する保険制度、事業

性評価による出資等を行っている。  

融資業務においては、中小企業・小規模事業者のうち約 130 万社（約 34％）

の資金繰りの円滑化に貢献している  。また、日本政策金融公庫の事業は民15 

業補完である事から。中小企業事業の伸びは景気低迷期の時に大きく、景気

回復時には低下している。これによって民業で行う事が出来ない融資を補完

している。  

 

・商工組合中央金庫  20 

政府と中小企業組合によって構成されている、中小企業向けの金融機関で

ある。日本政策金融公庫と同様に、中小企業向けの融資を行っている他、預
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金・決済機能がある。  

一方で、融資の資金源は預金や債券等で賄っており、政府の資金に依存し

ている日本政策金融公庫に比べ審査は厳しい。また、融資対象者が商工中金

株主団体の構成員であるため、既存企業への融資が主となっている。  

無担保融資は行っておらず、保証付き融資が原則であるが、民間金融機関5 

に比べ、事業性評価の重視や、ABL、売掛債権流動化といった中小企業向けの

融資手法などが多くとられている。  

 

 第 2 項 信用保証制度  

企業が金融機関から融資を受ける際に、信用保証をサポートする公的支援10 

である。信用保証を受ける事で、万が一、企業が借入金を返済できなくなっ

た場合においても、信用保証協会が代位弁済してくれるという制度である。 

全国で 358 万企業ある中小企業のうち、信用保証の利用企業数は、126 万企

業と、公的金融機関の中でも利用が多いのが特徴の一つである。信用保証制

度は、全国の信用保証協会が担っており、日本政策金融公庫の保険を受けつ15 

つ、主に中小・ベンチャー企業向けの信用保証を行っている。  

 

第 3 項 制度融資  

創業支援や、女性若者シニア支援等を目的とした、国や地方自治体によっ

て行われる融資の事である。自治体が民間金融機関、信用保証協会と連携を20 

取り、民間金融機関からの融資の斡旋や、利子補給、信用保証協会に対する

保証料の補助を行う。自治体を介する事で、審査基準は民間金融機関から直

接、融資を受ける時と比べて低くなる傾向がある。一方で、融資実行まで時

間がかかる、融資限度額があるといった欠点がある。  

 25 

 第 4 項 補助金  

国や地方が、中小・ベンチャー企業に対して一定額、補助金として給付す

るものである。支援額は低い傾向にあるものの、返済が不要な資金調達法と

しては数少ない中の一つである。「地域創造的起業補助金」といった全般的

な支援のほか、「ものづくり補助金」や「 IT 導入補助金」等、事業に焦点を30 
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当てた補助金がある。  

 

第 5 項 公的 VC（中小企業投資育成会社）  

公的 VC として、投資業務を行う唯一の公的機関として設置されている中小

企業投資育成会社が挙げられる。東京、名古屋、大阪に設置されており、主5 

に各地域の中小企業が対象となっている。高い成長が見込まれる企業に対し

て、成長するための資金を出資するという点で、VC と似た特徴を持つ。しか

し、民間 VC の期待する収入が上場する事で得られるキャピタルゲインであ

るのに対し、公的投資育成会社では企業から安定的に得られる配当を主とし

ているという点において違いがある。そのため、公的投資育成会社は企業に10 

対し上場を義務付ける事はない。また、株式を長期的に保有するという特徴

も持っているため、株主構成の是正や、安定株主の確保といった要請に応え

ることが出来る。  

 

 第 6 項 税制支援  15 

・エンジェル税制  

エンジェル税制とは、創業して間もない中小企業への投資を促進するため

の、個人投資家向け税制優遇措置である。対象企業への投資額を一定額、総

所得もしくは株式譲渡益から控除する事が出来るという、所得税の優遇措

置である。  20 

 

・特定創業支援企業  

創業支援事業計画を創業支援事業と共に行っている自治体に認可された

創業期の企業である。この認可を受ける事で、以下の優遇措置を受けるこ

とが出来る。  25 

①  法人設立時の登録免許税が半額まで軽減される。  

②  信用保証協会の創業関連保証額が 1000 万円から 1500 万円に拡充され

る等、信用保証に関する制度の緩和  

③  日本政策金融公庫の融資制度  
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第 3 章 資金調達環境の課題  

第 2 章において非上場企業の資金調達方法として代表的な手法を列挙した。

本章では、資金調達における課題を提示する。我々は資金調達の中で、特に創

業期と成長期の資金調達に大きな課題があると考えた。1 節では、「創業環境と

資金調達」についての現状を確認する。2 節、3 節においては、成長期の資金調5 

達法の中で、多く用いられている「ベンチャーキャピタルによる資金調達」と、

「金融機関の融資による資金調達」についての現状を確認する。  

 

第 1 節 創業期の環境と資金調達について  

新たな企業が生まれることは経済の新陳代謝が活発となり、産業構造の転換10 

やイノベーション促進の原動力となる 13。つまり、市場への新規企業の参入は

日本経済に好影響をもたらし、経済成長を牽引する企業が生まれる可能性も秘

めている。それにも関わらず、我が国の起業活動は長年低調であり、経済停滞

の一因とされる。我が国の開業率は 4〜5% を推移しており、他の先進国よりも

低いことが指摘されている 14。  15 

 

図表 13 各国の開業率  

 

出典：中小企業庁 (2018)『中小企業白書 2018』より引用  

 20 

 

 
13 中小企業庁(2014)『中小企業白書 2014』  
14 中小企業庁(2018)『中小企業白書 2018』  
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我が国の開業率の低迷が指摘されているものの、起業を希望する者が全く存

在しないという訳ではない。日本政策金融公庫総合研究所の調査では起業に関

心がないという人は全体の 55%を占めるものの、16%の人々は起業に関心ありと

回答している 15。この起業関心層がまだ起業していない理由としては 53.1%の人

が「自己資本不足」をあげられた 16。創業期は起業家の 82.3%が起業時に経営者5 

本人の自己資金から、39.3%は家族・親族、友人・知人という身近な人間からの

借入れによって資金調達を行っている 17。また、中小企業庁の調査によると起

業家が起業を断念しそうになった際に直面した課題として「資金調達」が最も

多くあげられている（図表 14）。創業期は外部資金の調達が難しく、自己資本

に依存する傾向にある。  10 

 

図表 14 起業家が起業を断念しそうになった際に直面した課題  

 

 

 15 

出典：中小起業庁『中小企業白書 2014』より作成  

 

 

 
15 日本政策金融公庫総合研究所 (2019)「起業と起業に関する調査」  
16 同上 
17 中小企業庁(2017)、『中小企業白書 2017』  
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起業を希望する者がいるものの、開業率の低調が改善されないもう一つの要

因として創業期の支援体制の未整備もあげられる。前述の「資金調達」が最も

多く挙げられた中小企業庁の調査で、困難に直面した際の相談相手の有無につ

いては 43%の起業家は相談相手がいないと回答し、相談相手がいると回答した

起業家の相談相手は家族・親戚、友人・知人が多くを占め、支援機関の利用は5 

低い結果となっている（図表 15）。この結果の一方で起業家が相談したこと、

相談したかったことはなにかという調査に対しては 50%以上の起業家は「資金

調達」と回答している 18ことから資金調達環境の改善には支援の強化が必要と

なるのではないだろうか。  

 10 

図表 15 起業家が起業を断念しそうになった際の相談相手  

 

 

 

 出典： 中小企業庁『中小企業白書 2014』より作成  15 

 
18 東京商工会議所 起業・創業支援委員会 (2016)「創業の実態に関する調査報

告書」  
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開業率低調の改善に向け、経済産業省では産学官連携の取り組みを活発化さ

せようという動きが見られ、その中でも大学発ベンチャーが注視されている。

大学発ベンチャーは大学に潜在する大学での研究成果を社会へ還元するために

事業化する企業を指す。文部科学省では大学の使命の一つとして「研究成果の5 

社会還元」をあげている 19。また、経済産業省は我が国の経済が持続的な発展を

続けていくためには、イノベーションの連続的な創出が必要であり、大学の潜

在する研究成果を掘り起こし、新市場の創出を目指す「イノベーションの担い

手」として高く期待されると発表している 20。大学発ベンチャーは毎年 100 社

近く企業が設立されているものの、大学等による発明届出件数と比較すると、10 

事業化されていない研究成果が多くあることが予測されることから設立数は低

調だと考えられる (図表  16)。そのため、大学の研究成果やノウハウを利用した

企業の増加が今後も求められるであろう。一方で、設立数が増加しない要因と

しては教授や学生の起業意欲の停滞が指摘される。  

 15 

図表 16  大学発ベンチャー設立数と大学等による発明届出件数  

 

 大学発ベンチャー設立数  大学等による発明届出件数  

2011 年  99 9266 

2012 年  86 8867 

2013 年  114 8448 

2014 年  115 8494 

2015 年  146 8346 

 

出典： 経済産業省  産業技術環境局 大学連携推進室、「平成 29 年度産業技術

調査事業」科学技術振興機構 (2017)「産学官連携データ集 2016〜2017」より20 

作成 

 
19 文部科学省 研究振興局  研究環境・産業連携課「研究成果を社会につなぐ

〜イノベーション創出のために〜」  
20 経済産業省、「大学発ベンチャー」  
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創業期における外部からの資金調達手段としてはエンジェル投資家からの

「エンジェル資金」による援助があげられる。しかしながら、日本のエンジェ

ル投資額は他の国と比較すると少額となっており、米国と比較すると図表  17

のようになっている。  

 5 

図表 17 エンジェル投資の日米比較  

 日本 アメリカ（2012 年）  

エンジェル投資額  約 9.9 億円（2011 年） 229 億ドル（約 2.3 兆円） 

エンジェル投資件数  45 件 (2011 年度) 67,000 件 

エンジェル投資家数  834 人(2010 年度) 268,000 人 

 

出典：野村総合研究所 (2015)「平成 26 年起業・ベンチャー支援に関する調査」よ

り作成  

 10 

米国で多くのエンジェル投資が集まる要因はスタートアップエコシステムと

呼ばれる創業して間もない企業を成長させる仕組みが整っているからこそであ

る。このスタートアップエコシステムは米国・シリコンバレーなどにみられる

仕組みで起業に成功した起業家がエンジェル投資家として次なる起業を目指す

起業家に向けて資金援助を行う。また、援助を受けた起業家が成長した後、次15 

なる起業家へ資金援助を行うエンジェル投資家へと転身していくという形で創

業時の資金調達環境が作り上げられている。エンジェル投資のみならず、イン

キュベーターやアクセラレーター、さらには VC など様々な支援組織が絡み合

ってこの体制は出来あがっている。日本においてスタートアップエコシステム

のような環境整備が進んでいないということがエンジェル投資の少なさからも20 

考えられる。野村総合研究所ではエンジェル投資を増加させるために自ら起業

に成功したものが後進に対してアドバイスと共に投資するのが一般的なエンジ

ェル投資家像であり、日本に起業の成功、投資というサイクル作りが求められ

る 21と述べられている。このことから我々は支援体制を整え、外部資金が調達

 
21 野村総合研究所(2014)「「平成 26 年起業・ベンチャー支援に関する調査」  
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しやすくなり、より企業が成長できる環境作りがより重要なのではないかと

我々は考える。  

 

第 2 節 ベンチャーキャピタルによる資金調達について  

第 1 項 現状  5 

ベンチャーキャピタル（以下 VC）は、日本におけるベンチャー企業の資金調

達元において、大きな比率を占めているといえる。ベンチャーエンタープライ

ズセンターの調査によると、設立 5 年以内のベンチャー企業 153 社を対象にア

ンケートを実施したうち、62 社が VC 出資ありと回答している 22。また同調査に

おいて、図表 5 から分かるように、設立から現在までの資金調達元を金額比率10 

でみると、全体では VC からの調達比率が 41.2％ともっとも多いとの調査結果

を出している。  

 

図表 5（再掲）設立から現在までの資金調達元の金額比率（％）  

 15 

 

出典：ベンチャーエンタープライズセンター（ 2018）「ベンチャー白書 2018」

より作成  

 
22ベンチャーエンタープライズセンター (2018)『ベンチャー白書 2018』 
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しかし一方で、「 VC 出資なし」のベンチャー企業を対象とした、今後期待す

る資金調達元というアンケート (複数回答可 )では、「VC」が 52.7%とトップであ

り（図表 18）、資金調達元として VC を期待しているベンチャー企業が、出資を

受けられていない現状がある。また、「 VC 出資あり」のベンチャー企業に対し

て、もっとも高いニーズを聞いたアンケート調査（複数回答可）では、「資金調5 

達」が 29.0%と全体の第 2 位であった。（図表 19）つまり、VC はベンチャー企

業の資金調達ニーズを投資額、投資件数ともに満たせていないのである。日本

は国際的にも VC による投資額は少ない。米国の 2017 年における VC 投資額は 9

兆 5,336 億円である一方、日本は 1,976 億円と歴然とした差が存在する 23。日

本の VC 環境は米国と比較しても発展途上であり、規模拡大のためには課題が10 

ある。  

 

図表 18 今後期待する資金調達元（ VC 出資なし企業対象、複数回答可）  

 

 15 

 

出典：ベンチャーエンタープライズセンター（ 2018）「ベンチャー白書 2018」

より筆者作成  

 
23 日本ベンチャーキャピタル協会 (2017)「第 4 次産業革命に向けたリスクマ

ネー供給に関する研究会」  
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図表 19 現在あるいは近い将来の経営ニーズ（ VC 出資あり、複数回答可）  

 

 

 

出典：ベンチャーエンタープライズセンター（ 2018）「ベンチャー白書 2018」5 

より作成  

 

第 2 項 課題  

国内の VC の現状は上述したとおり、投資額・投資件数がまだ十分でなく、資

金調達の環境改善のためには、VC の規模拡大に大きな期待を寄せられているこ10 

とが分かる。具体的には、VC ファンドの拡大によるリスクマネー供給の増加で

ある。VC のファンドが拡大できない要因として、「機関投資家の出資の少なさ」

と「海外投資家の獲得不足」の 2 点が挙げられる。つまり、大型の機関投資家

と海外投資家をいかに呼び込むことができるかが、日本における VC の規模拡

大の長期的な課題となってくる。国内の機関投資家に関しては、2016 年 1 月に15 

グロービス・キャピタル・パートナーズが「 Globis Fund V, L.P.、グロービス

5 号ファンド投資事業有限責任組合」という国内外大手機関投資家を中心とし

た大型ファンドを組成した 24。このような国内の機関投資家の出資を促進する

 
24 グロービス・キャピタル・パートナーズ (2016)『ニュースリリース「グロ

ービス・キャピタル・パートナーズ、 5 号ファンドを設立」』  
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動きも顕著になってきてはいるが、依然 0.6%にとどまっている。（図表 20）海

外投資家に関しても、日本からの出資が大半を占め、外資は 0.7%である 25。 

 

図表 20 日本における VC ファンド出資者構成（％）  

 5 

 

 

出典：日本ベンチャーキャピタル協会（2019）、「スタートアップエコシステム

の現状および 官民ファンドの貢献についての報告」より作成  

 10 

それらの要因として、日本における VC のファンドパフォーマンスが低いこ

とが考えられる。図表 21 は VC における全ファンドの内部収益率（ IRR）を表し

たものである。半数以上が 0％を下回っており、このことから日本における VC

ファンドパフォーマンスが低いことがわかる。日本の大手 VC は、企業に対する

人材派遣等による経営支援（ハンズオン）をせず、投資銀行のような形態が多15 

い。こういった経営支援をしないハンズオフの投資形態では、投資した企業が

成長しにくく IPO の成功件数が少なくなるため、VC はキャピタルゲインを得る

ことができず、 IRR が低くなると考える。そのため我々は、ハンズオフから経

 
25日本ベンチャーキャピタル協会 (2019)「スタートアップエコシステムの現

状および 官民ファンドの貢献についての報告」  
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営支援を積極的に行っていくハンズオンの投資形態に移行するべきだと考える。

これが短期的な課題である。  

以上にあげた「機関投資家・海外投資家の呼び込み」と「ハンズオンの投資

形態への移行」が長期的・短期的なベンチャーキャピタルの資金調達環境にお

ける課題である。  5 

 

図表  21 VC ファンドの内部収益率（ IRR） 

 

 

 10 

出典：ベンチャーエンタープライズセンター（ 2018）「ベンチャー白書 2018」

より作成  

 

第 3 節 金融機関融資の資金調達について  

日本の中小企業は資金調達方法として、金融機関からの借り入れが高い割合15 

を示している 26。そのため、日本の中小・ベンチャー企業にとって金融機関融

 
26中小企業庁(2017)「中小企業白書」  
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資は必要不可欠なものとなっている。この節では金融機関融資の問題点と、解

決策の提言を行う。  

現在の金融機関による融資の問題点として、「中小企業側と銀行側、両者が

ニーズを満たせていない事」が挙げられる。トランザクション・バンキングは、

定量的なデータに基づき、迅速かつリスクをヘッジした融資を可能とする。一5 

方で、財務状況や安定性に欠ける企業は融資を受けにくい資金調達法となっ

ている。また、金融機関も収益性を保つことが困難になりつつある。現状とし

て、日本は企業数が全国的に減少しており、生産年齢人口もこれから低下して

いくと考えらえているため、貸出先が減ることが懸念される。また、日本では

金融緩和政策が行われ、マイナス金利政策をするなどし、低金利の状態が続い10 

ているのが現状である。このような資金需要の低下や低金利の中、金融庁は地

方金融機関の貸出残高を増加させることにより貸出金利の低下の影響を相殺

させよう 27と考えている。そのため、県外の金融機関とも金利競争が激化して

いるのである。このように相次ぐ金利競争により、金融機関が保有する融資・

債券が次第に低金利の融資・債券に変化しているため、資金利益の低下が進む15 

28と考えられている。これらのことから、収益性を保つ事が難しくなり、窮地

に落とされている金融機関が地方で多くなっている。  

また中小企業は新しい投資計画を立てる際、金融機関に対して融資を依頼す

る。しかし、約 2 割の企業は収益情報や既存の事業の状況を理由に断念されて

おり、新事業の内容で断られるという企業は少ない。融資を断られた理由とし20 

て図表 22 にまとめた。これらから現状として、半数以上の企業が財務情報な

どの定量的な情報のみでは融資を受けられないという問題がある。そこで、よ

り多くの企業が融資を受けられるようにするためには、既存の定量的な評価

ではなく企業の将来性や事業性を含んで考える融資方法が必要なのではない

かと考えられている。  25 

 

 

 
27金融庁(2018)「地域金融の課題と競争のあり方」  
28金融庁(2016)「金融レポート」  
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図表 22 中小企業が金融機関に融資を断られた理由  

 

 

 

出典:中小企業庁 (2016)「中小企業白書」より作成  5 

 

そこで、これらの課題を解決する方法として「金融機関の事業性評価融資

への移行」が注目されている。そもそも事業性評価は、金融機関が顧客企業の

事業を「知り」「整理し」「評価」という 3 つを行うリレーションシップ・バン

キングの一種である。内容的には経営者との対話をしたり、工場や現場などの10 

訪問、周辺状況の収集などを行う。これらの工程を踏むことにより、借り手企

業の事業の内容や成長可能性などを適切に評価することが可能となる。その

ため、従来の方法であった「財政面」中心の分析や、「担保面」の定量的情報

の分析では困難であった融資可能性を見いだすことが可能となる。金融機関

で事業性評価融資に変更する事により、融資可能な企業が広がれば、過度な金15 

利競争が緩和され、収益性の確保にもつながると考えられる。また企業から見

ても信用力の向上による与信額の増加や、従来の審査では与信が難しかった

企業に対する与信の増加が期待できる。金融機関の事業性評価により融資可

能性が増えるため、双方にメリットがあると考えられる。そのため、この事業

性評価は、積極的に協力する価値があると言える 29。  20 

 
29 EY JAPAN(2018)「金融機関による『事業性評価』について」  
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政府としても事業性評価を重要視しており、金融庁は 2014 年に「金融モニ

タリング基本方針」において、事業性評価は財務データや担保・保証に必要以

上に依存することなく、借り手企業の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 30と表現している。また企業の経営改善や事業再生を促進

するため、また金融機関の安定的な収益を得るためにも事業性評価へ転換し5 

ていくべきであると考えている 31。さらに、第一勧業信用組合理事長の新田信

行氏は、「過去よりも未来の決算書を重視すべきである」とし、未来のキャッ

シュフローを評価するのが事業性評価である 32としている。その効果もあって

か図表 23、図表 24 より、中小企業が希望している借入手法と、金融機関が

今後重点を置きたい融資手法とが、一番合っている手法は「事業性を評価した10 

担保・保証によらない借入」となっており、注目を集めている事が分かる。  

 

図表 23 中小企業が希望する融資  

 

 15 

 

出典：みずほ研究所 (2015)「中小企業の資金調達に関する調査」より引用  

 

 

 
30 金融庁(2014)「金融モニタリング」  
31 金融庁(2014)「地域金融機関による事業性評価について」  
32 新田信行(2017)『よみがえる金融』  
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図表 24 金融機関が重視する融資  

 

 

 

出典：みずほ研究所（ 2015）「中小企業の資金調達に関する調査」より引用  5 

 

一方で図表 25 を見ると、現状では事業性評価で借入を受けた経験のある

中小企業は 25%ほどであり、未だに多くは行われていない。  

 

図表 25 中小企業の資金調達の方法  10 

 

 

出典：みずほ研究所 (2015)「中小企業の資金調達に関する調査」より引用  
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その理由として、事業性評価は金融機関側に対し目利き力が求められること

にある。従来、トランザクション・バンキングをメインに行っていた銀行には、

企業の事業性を予測し判断する専門的な知識を持つ人材がおらず、適切な評価

が行えないという問題がある。また、手間がかかる評価方法であるため、従来

の方法から大きく転換する事は難しいという 2 つの問題が存在する。現状とし5 

て金融機関が、自身によるモニタリングを融資判断材料として信用しておらず、

完全な事業性評価による融資に踏み切れていないケースが多い。  

モニタリングを行う融資手法としては事業性評価のほかに、今最も多く行わ

れている動産担保融 (ABL)33といった手法がある。しかし図表 26 を見ると、ABL

の課題として「貴行の体制・ノウハウが確立されていないこと」や、「業界で一10 

般的な管理の手法・プロセスが確立されていないこと」等、動産の価値判断の

能力やノウハウが不足しているという点が挙げられる。金融機関が ABL の取り

組みをしない、縮小する理由として最も大きい比率を表しているのが、「社内に

評価やモニタリングに係るノウハウがないから」であることがわかる。また図

表 27 から金融機関が ABL の取り組みをしない、縮小する理由として最も大き15 

い比率を表しているのが、「体制・ノウハウが確立されていないこと」「モニタ

リングの業務負担が大きいこと」「金利業務に時間・手間がかかりすぎること」

の 3 つが大きな理由としてあげられている。そこで、モニタリングをする事で、

業務負荷を超える便益がもたらされる環境、目利き力を補うような制度作りも

併せて行うべきだと考えた。  20 

 

 
33 帝国データバンク (2017)「ABL の課題に関する実態調査」  
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図表 26 モニタリング実施時の課題  

 

 

出典：帝国データバンク (2019)「企業の多様な資金調達手法に関する実態調

査報告書」より引用  5 

 

図表 27 ABL 取り組みを予定していない、または縮小する理由  

 

 

 10 

出典：帝国データバンク (2019)「企業の多様な資金調達手法に関する実態調

査報告書」より引用  
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第 4 章 資金調達環境改善への提言  

前章において非上場企業の資金調達における課題を提示した。本章では、課題

に対する解決策の提言を行う。第 1 節では、創業期の資金調達環境改善のため

の「大学とアクセラレーターの連携による創業期支援」について提言する。第

2 節においては、ベンチャーキャピタルによる資金調達拡大のため「官民ファ5 

ンドによる VC ファンド投資の推進」を提言する。第 3 節においては、金融機関

融資における事業性評価推進のため、「公的制度による事業性評価に関する環

境の整備」の提言を行う。  

 

第 1 節 大学とアクセラレーターの連携による創業支援  10 

これまで述べてきたように日本の創業期企業の資金調達環境の課題は  

a.)  自己資本に依存する傾向にあること  

b.)  創業支援体制が未整備であること  

以上 2 点があげられる。  

 15 

 我々はこの課題に対し、アクセラレーターのさらなる定着、また具体的な方

策として大学発ベンチャーでのアクセラレーターを利用することで成功モデル

の構築を提言する。アクセラレーターは資金援助のみならず、アクセラレータ

ープログラムで経営支援を行っている。創業後、研究や技術を商品化・事業化

するという次のステージへ移行していく際に再び困難に直面しやすい傾向にあ20 

り、この移行期は「死の谷」と表現される。出川・田辺氏によると、死の谷の

発生原因としては「運営に必要な資金量の急増。売り上げが予想外に伸びない。

資金の調達が思うように出来ない 34。」という 3 点を指摘している。また、死の

谷に陥らないための企業の対応策として、「資金を多量に集める。経費を削減す

る。売上を早く増大させる 35。」という 3 点をあげており、創業時に直面するで25 

あろう「資金調達」という課題はその先の次なる過程においても直面する可能

性が高いということが示唆されている。創業時においてアクセラレーターを利

 
34 出川・田辺(2006)「ベンチャー企業における『日本型死の谷』」より引用。  
35 同上 
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用し、資金援助のみならず、アクセラレータープログラム内でのビジネスプラ

ンの確立などの経営支援を受けることで次なるステージでの課題を軽減するこ

とができるのではないかと我々は考える。  

しかしながら、アクセラレーターはまだ多くなく、競争率がとても高い。三

菱地所と 0→1booster 社の事例では応募 225 件に対して採用数は 6 件 36、500 5 

KOBE ACCELERATOR では累計 659 社の応募を受けている 37。そこで我々はさらな

るアクセラレーターの活用、成功のロールモデル構築を目標とし、大学機関と

アクセラレーターの提携を具体的方策として提言する。並行して取り組みが行

われている産学官連携の動きとアクセラレーターを組み合わせて、大学機関と

アクセラレーターによるビジネスコンテストの共催及び共同での企業選定を行10 

い、大学発ベンチャーの増加施策を図る。大学は民間企業では持ち得ない研究

成果を有していることから新分野の開拓が可能となる。また、事業化の成功事

例が増加し、EXIT 件数が増え、アクセラレーターの成功モデルが出来上がるこ

とで、アクセラレーターとプログラム実施数の増加も期待でき、さらに多くの

起業家にプログラムを受講する機会を提供できると考える。大学とアクセラレ15 

ーターが提携することで大学・起業家・アクセラレーターそれぞれが得られる

と考えられる効果を図表 28 にまとめた。  

 

図表 28 提携による効果  

 20 

大学 ・研究成果を事業化する担い手の獲得  

起業家  

・大学との提携による信用力増大  

・大学研究成果の利用、アクセラレータープログラムへ参

加による事業化成功可能性の上昇  

アクセラレーター  
・ビジネスコミュニティの拡大  

・事業化成功  

筆者作成  

 
36 三菱地所（2017）  
37 500 KOBE ACCELERATOR 
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提携によって、大学機関では使命の一つである「研究成果の社会への還元」

が達成される機会が増え、研究成果の死蔵の事例を減少させることができるで

あろう。また、教授・学生の起業意欲の停滞により「事業化の担い手不足」が

課題となっており、首相官邸は「アントレプレナーシップ 38を有するが技術シ5 

ーズを持たない経営者候補人材と、技術シーズを持つ研究者とをマッチングさ

せ、スピード感を持って支援する体制を構築する 39。」を新たに講ずべき具体的

方策にあげていた。ビジネスコンテストの共催により、起業家と大学のマッチ

ングの場を新たに提供することができるようになり、担い手が見つかりやすく

なる。  10 

起業家にとっては信用力の向上が見込まれる。前節の企業とアクセラレータ

ー共催のプログラムに参加するメリットとして信用力の向上があげられていた

40。同様に大学機関持つ研究成果やアクセラレーターの経営ノウハウ等信用力

の向上が期待できる。信用力の向上により外部からの資金調達が行いやすくな

ることで、自己資本不足が原因で起業に踏み切れない起業家を減少させること15 

ができる。また、プログラム終了後も資金不足による死の谷などから成長力が

落ちやすいという研究もあることから、信用力の向上は大きなメリットになり

うるであろう。  

アクセラレーターは研究成果の利用により、今までビジネスコンテストにお

いて採用できなかった産業分野を目指す起業家を採用することができ、採用企20 

業の多様化を図ることができる。もう一点はビジネスコミュニティの拡大が見

込まれる。先述のようにスタートアップエコシステムの環境づくりには起業に

成功したものが次の世代の起業家に投資・支援するという好循環が求められる

41。この提携事業から起業成功者が生まれることでその起業家と新たな起業家

をマッチングさせるシステム構築期待ができ、アクセラレーターのビジネスコ25 

ミュニティを拡大させることができるであろう。 

 
38 起業家精神  
39 首相官邸(2018)「未来投資戦略 2018」P124 より引用。  
40 KIRIN アクセラレータープログラム 2016 
41 野村総合研究所(2015)「エンジェル投資家等を中心としたベンチャーエコ

システムについて」  
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現状にて日本における創業環境の未整備は創業率等の面から指摘され課題と

なっている。日本では外部から資金を得ることが難しく、自己資本に強く依存

する傾向にあった。一方、スタートアップ大国としてあげられる米国は、起業

に成功した起業家が成長し、投資家に転身して、新たな起業家へ投資を行うシ

ステムが構築されている。そこで、日本においてはまず起業成功者を増やして5 

いき、投資が行われやすい環境が作られることが先決なのではないだろうか。

また、同時に課題となっている産学官連携の取り組みと創業環境づくりはアク

セラレーターを利用することで同時に解決できるのではないかと考えた。この

施策により IPO や M&A などの手段で EXIT に成功する企業が増え、アクセラレ

ーターによる企業への投資件数が増えると考えられ、資金調達環境は改善へと10 

向かうであろう。  

 

第 2 節 官民ファンドによる VC ファンド投資の推進  

前章において、ベンチャーキャピタル規模拡大のためには長期的な課題「機

関投資家・海外投資家の呼び込み」と短期的な課題「ハンズオンの投資形態へ15 

の移行」があることを示した。それに対して、我々は「官民ファンドによる VC

ファンド投資」を提言する。官民ファンドとは政府と民間企業が共同出資で設

立した株式会社等と通じて、民間の事業に対して出資を行うものである 42。  

官民ファンドを提言する理由は、VC ファンドへの投資額の増加を除き大きく

2 つある。1 つ目は官民ファンドが機関投資家・海外投資家の呼び水となりえる20 

ためである。官民ファンドは機関投資家や大企業とのネットワークが広いため、

そのネットワークを通じ、VC とのマッチングの場が増えると考える。また、官

民ファンドは公的信用が高いため、VC ファンド投資により、ファンドの信頼面・

ブランディング向上にも寄与するだろう。VC ファンドの信用を官民ファンドが

補完すると同時に、官民ファンドのもつ広いネットワークを活用することで、25 

機関投資家ないし海外投資家の出資促進の効果を期待することができる。  

2 つ目は、官民ファンドの VC ファンド投資担当者による GP43（VC ファンド運

 
42 参議院事務局企画調整室 (2016)「立法と調査  No.383」 
43 GP とは、本来米国投資ファンドで多く利用されているリミテッドパートナ

ーシップ（LPS）という組織形態において、投資に関する業務を執行し、無限
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用者）育成が期待できるからだ。ファンドマネジメントや経営のノウハウなど

の知識と経験が浅ければ、ハンズオンの投資形態をとることができない。官民

ファンドが GP を育成することができれば、ハンズオンへの移行に大きく寄与

すると考える。  

そこで具体的方策として、「官民ファンドによる VC におけるファンドマネジ5 

メントと経営支援のノウハウの形式化」を挙げる。官民ファンドは GP のサポー

トと教育の機能を果たすが、その機能を果たせるベンチャーキャピタリストは

数少ない。そのため、ファンドマネジメントと経営支援におけるノウハウを形

式化し、GP の間で共有することが必要だと考える。2012 年に経済産業省が実施

した目利き事業を参考に、図表 29 のように官民ファンドが豊富な実績を誇る10 

ベンチャーキャピタリストを集め、ワーキンググループを実施し、ノウハウを

共有するのである。共有したのち形式化を図り、それを参考に VC がベンチャー

企業に対してハンズオン支援を行う。また、ハンズオン支援をしたベンチャー

企業からアンケート等のデータを提供してもらい、定期的にワーキンググルー

プを行うことで、経済環境の変化にも対応することができる。このようなサー15 

クルシステムを確立することで、VC がハンズオンの投資形態へ移行しやすくな

ると期待する。  

  

 

連帯責任を負う者のこと。ここでは、 VC ファンド運用者を指す。  
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図表  29 官民ファンドによるノウハウの形式化  

 

 

 

出典：徳重剛(2016)「ベンチャービジネスにおけるベンチャーキャピタルによ5 

る支援の有効性」を参考に作成  

 

第 3 節 公的制度による事業性評価に関する環境の整備  

本節では金融機関の融資による資金調達の環境改善についての提言を行う。

前章において、事業性評価や ABL には「能力やノウハウの不足」と「業務負荷10 

に見合う便益が感じられない」という課題がある事を示した。それに対して、

我々は「公的制度による事業性評価に関する環境の整備」を提言する。  

公的制度を用いる理由としては大きく 2 つある。 1 つ目は、事業性評価の推

進は金融機関側が積極的に行うべきものであり、それに対する強制力は公的

な機関のみでしか付与する事が出来ないためだ。公的機関の中でも、金融機関15 

を管理している金融庁による制度設計や、地方銀行と関係性が深い地方自治

体の役割が重要であると考える。  

2 つ目は、公的機関が事業性評価にかかるコストを援助する機関として最も

適切であるからだ。前節で示した通り、金融機関は事業性評価に対して「モニ

タリングの業務負荷が大きい」と感じており、金融機関に対してコストをはじ20 

めとするインセンティブの付与が求められる。しかし、コストが借り手に転嫁

されてしまうと、貸出先の増加に繋がらず、事業性評価の効果が発揮されない。
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一方で、地方銀行の活性化は地域復興や経済発展に繋がり、地方自治体にとっ

て便益がもたらされる。そのため我々は、コスト負担は公的機関が担うべきだ

と考えた。  

そこで具体的方策として、「地方自治体による金融機関の目利き力向上支援」

と「信用保証率によるインセンティブの付与」を挙げる。  5 

 

第 1 項 地方自治体よる金融機関の目利き力向上支援  

「地方自治体よる金融機関の目利き力向上支援」に関しては、地方銀行員か

らその地域の企業への行員派遣の仲介役を地方自治体が担う事を提言する。

我々は、目利き力の向上のためには、「経営判断や資産鑑定等の具体的手法」10 

と、「企業理念や実務手法等、企業慣習の理解」との 2 つがあると考える。そ

の中でも前者においては、地域経済活性化支援機構 (REVIC)による専門家派遣

の制度が開始した。これによって、目利き力の外部委託化が行われるとともに、

金融機関の既存の社員への教育が行われることで、モニタリング体制・ノウハ

ウの構築が可能となりつつある。  15 

一方で現状の目利き力向上支援策は、「経営判断や資産鑑定等の具体的手法」

に偏ってしまっており、「企業理念や実務手法等、企業慣習の理解」に対する

アプローチはとられていない。しかし、事業性評価をする際に、企業慣習を理

解できていない事は、誤った判断に繋がる恐れがあり、取引先の企業と同じ目

線に立つ事が重要とされている。そこで、我々は事業性評価の必要性が最も高20 

い地方銀行に焦点を置き、地方銀行から取引先企業への行員派遣の活性化を

提案する。  

行員派遣をする事で、通常では知りえない情報の入手や、関係性の構築等に

より、より深いモニタリングを行う事が出来る。また、行員は企業慣習を始め

とするノウハウの構築、それを生かしたコンサルティングの実践を行う事が25 

出来、目利き力の大幅な向上につながる。一方、取引先の企業にとっては、行

員の専門的知識を得られる機会となる他、社内改革や経営向上の機会になる

と考えられ双方に対してメリットが見込まれる 44。 

 
44 全国銀行協会(2016)「【事例１】山梨中央銀行（山梨県）  ～企業への行員
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この行員派遣を活性化させるために、具体的には地方自治体に仲介の役割を

担ってもらう。地方自治体は地域企業に対し、創業支援や経営支援の一環とし

て、行員派遣を行う。この制度によって、  

図表 30 の様な関係性が成立する。  

 5 

図表 30 本提言のスキーム  

 

 

 

筆者作成  10 

 

仲介役として地方自治体を提案した理由としては、連携の行いやすさが挙げ

られる。図表 31 に示した通り、非上場企業の中でも多くを占める中小企業は、

地方銀行や信用金庫等の地域金融機関との取引が多く占めている。そのため、

地方銀行は、地域密着性が強く、地方自治体との関係性が密である。  15 

  

 

派遣を通じた目利き力の向上～」、「政策提言レポート「地方創生に向けた銀行

界の取組みと課題」の公表について」  
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図表 31 売り上げ規模別にみたメインバンクの業態  

 

 

 

出典：中小企業庁 (2016)「中小企業白書 2016」より引用  5 

 

また、地域活性化のために、企業誘致に取り組んでいる地方自治体は多く、

その為にワンストップサービスの構築を図っている 45。ワンストップサービス

とは、起業における手続きを地方自治体のみで行う事が出来る制度作りの事

であり、起業等の敷居を下げる事が目的とされている。本提案は、企業へのサ10 

ポートという点で同じであり、自治体サービスの拡充という観点からすれば、

地方自治体のニーズにも応えられると考えられる。  

以上の通り、地方自治体が地方銀行員派遣の仲介役を担う事は、自治体、企

業、地方銀行全てにメリットが生じ、実現可能性があると考えられる。  

 15 

第 2 項 信用保証率によるインセンティブの付与  

「信用保証率によるインセンティブの付与」に関しては、具体的に信用保証

率を用いてモニタリング実施企業と未実施企業の差別化を図る。現状、信用保

証協会による信用保証を用いた融資では、信用保証協会の保証割合が 80%、金

融機関の負担が 20%である。しかし、トランザクション・バンキング主流であ20 

 
45 中小企業庁(2017)「創業支援の視点からみた支援機関に期待する役割」  
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り、かつ信用保証協会の保証を用いた融資が圧倒的な規模を占めている現状

を考えると、信用保証協会に対して金融機関が依存している事が考えられる。 

そこで、我々は信用保証の割合を一律で 70%程度に下げる事を提言する。ま

た、金融機関がモニタリングを行った際に「モニタリング計画書」を作成する

ことも併せて提言する。そして、十分にモニタリングが行われ、それに準ずる5 

融資がなされていると判断された場合、信用保証の割合を従来の 80%に据え置

くという制度を設計する。金融機関が信用保証協会に対しモニタリングの内

容を報告する事で、保証割合を高めるという制度は、過去にセーフティネット

保証 5 号で行われおり 46、本制度は範囲を拡張したものである。本制度によっ

て、融資先のモニタリングを行うことに対するインセンティブが生まれ、管理10 

業務の手間に対する便益が生じる。特に、信用が低い企業に対しては、信用保

証率の低下は避けたいため、積極的にモニタリングを行うという風土が出来

あがると考えられる。モニタリングをし、金融機関が経営を管理する事で、融

資の健全化や、既存顧客に対する融資拡大が望める。これらの政策を進める事

で、事業性評価に対する障壁の軽減、インセンティブの確保が見込まれる。一15 

方で、事業性評価や ABL 等の融資方法、それに伴うモニタリングには中小企

業の積極的な協力が不可欠である。しかし、図表 23、図表 24 から見ても分

かる通り、中小企業が希望する借入手法と金融機関が重視する融資は一致し

ている傾向がある。そのため、金融機関側が積極的にモニタリングを推進して

いく様な構図が生まれれば、中小企業も意欲的に情報開示を行うだろう。よっ20 

て、まずは金融機関が事業性評価を行いやすい環境を整備する必要があり、そ

のためにも上記の政策を第一に行うべきである。  

  

 
46 中小企業庁 HP「セーフティネット保証 5 号の保証割合の引き下げ」  
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終章 

本論文では、我が国が経済発展していくためには、企業の成長が不可欠である

事を述べた。その中でも非上場企業は、新産業の創出、市場競争の活性化、多

様な就業機会の提供、地域経済の活性化といった役割を果たしており、急激な

経済の環境変化に適応する上でも、重要である事を示した。  5 

その上で、非上場企業が抱える問題の 1 つである資金調達について、創業期

と成長期でステージ別に分類した。その上で、現状と課題の分析と、改善のた

めの提言を行った。  

創業期では、創業支援組織や、スタートアップエコシステム等の創業支援体制

が形成されていないという現状を確認した。それを踏まえ、アクセラレーター10 

による創業支援環境の形成を提言した。また具体的な方策として、大学発ベン

チャーでのアクセラレーター利用によってロールモデルの構築を行い、アクセ

ラレーターの定着を提言した。  

成長期では、多く使われている資金調達方法として、「ベンチャーキャピタル

による資金調達」と「金融機関融資による資金調達」を挙げた。  15 

前者については、資金調達額が大きい一方で、資金調達ニーズを投資額、投資

件数ともに満たせていない現状を確認した。課題としては特に「ハンズオフ型

の経営による内部収益率の低水準」があると考え、「官民ファンドによる VC に

おけるファンドマネジメントと経営支援のノウハウの形式化」の提言を行った。 

後者については、従来の担保付融資や信用保証付き融資といったトランザク20 

ション・バンキングから、事業性評価融資などのリレーションシップ・バンキ

ングへの移行の重要性を述べた。その上で、金融機関行員の能力やノウハウの

不足と、業務負荷に見合う便益が感じられないといった課題を改善させるため、

「地方自治体よる金融機関の目利き力向上支援」と「信用保証率によるインセ

ンティブの付与」の提言を行った。  25 

以上の提言を実行する事で、企業の創業に対する障壁が軽減されるほか、資金

調達額の増大が見込まれ、中小・ベンチャー企業を始めとする非上場企業の成

長、開業率の増加に寄与することが出来る。そして、非上場企業の発展により、

日本経済のさらなる発展に繋がると考えられる。  
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