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≪序章≫  

 

2017 年現在、日本企業の 99.7％を中小企業が占めている。労働力の 60％以上

が中小企業の従業員であり、中小企業が日本の経済を左右するといっても過言5 

ではない。2020 年東京オリンピックや海外展開する企業の増加、マイナス金利

政策による借入金利の低下等により中小企業における経営状況は緩やかにでは

あるが回復している。2020 年東京オリンピックの成功、デフレ脱却のためには

中小企業の努力が必要不可欠である。しかし、少子高齢化による労働力の低下

や、不景気による消費者の購買意欲の低下、自然災害（東北大震災など）によ10 

る損害等により中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況に置かれてい

る。 

中小企業が倒産する理由として借入難易度の高さが存在する。なぜならいま

だ実績を挙げていない創業初期もしくは成長期のような未熟な中小企業やベン

チャー企業にとって銀行借り入れで資金調達を行うことは非常に困難であり、15 

最終的な目標に過ぎない。銀行借り入れを低金利で行うためには、銀行との良

好な信頼関係を構築しなければならない。そのため、銀行借り入れ以外の手段

が必要となる。公的融資、ベンチャーキャピタルによる投資、エンジェル投資

家による投資、少人数私募債等を利用し一番厳しい成長ステージを乗り越えな

ければならない。我々はなぜ銀行借り入れが創業初期、成長期に難しいかどの20 

ような問題が存在するのかを成長ステージに分けながら、具体例もふまえ、順

に考察し、分析していく。  

本編では、第一章に中小企業を取り巻く経済環境について述べる。第二章は

中小企業の現状について述べ、社会的役割また大企業との比較も挙げていく。

第三章では、ベンチャー企業の資金調達における現状を成長ステージごとに分25 

けて述べる。第四章は資金調達における課題を大きく 3 つ挙げる。そして第五

章は、課題に対する解決策の提案を行う。  
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≪第一章≫ 中小企業を取り巻く経済環境  

 

現在、我が国の景気は全体としては緩やかな回復傾向にあり、企業を取り巻

く金融環境も改善が続いている。こうしたなかで、日本の中小企業は企業数の5 

99.7% 1を占めており、日本経済の活性化の原動力として期待されている。 2007

年リーマンショック、 2011 年関東大震災で日本経済は大打撃を受け、大企業、

中小企業ともに経営が悪化し倒産する企業も増えたうえに、現在も緩やかには

なっているが減少傾向が続いている。しかしながら、中小企業の企業総数は減

少しているにも関わらず、経常利益は緩やかに回復してきている。これは 202010 

年東京オリンピックや海外展開する企業の増加によるものと思われる。しかし、

企業収益や景況感のいずれも、大企業が中小企業を大幅に上回っていることが

わかる。だが、そんな中依然として中小企業は資金繰りの面や経営の面でも苦

労している。  

 15 

さらに今の日本が直面しているマイナス金利政策、少子高齢化、東京オリン

ピックこの３つの問題に焦点をあてながら中小企業の現状と今後について述べ

ていく。  

 

第一節 マイナス金利政策  20 

マイナス金利政策とは、安部内閣がデフレ脱却のために始めた政策である。

これは日銀による大量国債の買い占めによる金利操作であり、金利を下げるこ

とで企業が借入をしやすくし、企業が発達し日本全体の景気が良くなるように

始めたものである。だが、商工中金の調査 2によると中小企業において、マイ

ナス金利政策は上手くいっていないように思える。この調査によると金利が低25 

下した場合、「新規資金を調達する」と回答した企業は 36.8％、「新規資金調

達しない」と回答した企業は 24.0%、「分からない（経済状況による）」と回答

                                                   
1 経済産業省より 2012 年時点のデータ参照  
2 2016 年 10 月 12 日に商工中金によって提出された「マイナス金利政策によ

る中小企業の資金調達への影響調査」によるもの  
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した企業が 39.2%であった。また、新規資金の目的についての調査では「新規

資金を調達する」と答えた企業のうち 71.4%が「資金繰りの安定化」を目的と

している。その他に「設備の代替や補修などの設備投資資金」と回答したのが

36.8%、「新規設備の投資資金」と回答したのが 29.0%、「販路拡大・事業拡

大」と回答したのが 17.2%であった。この結果から見ても企業は挑戦的投資よ5 

り、安定的保守的な資金調達をしていると言える。  

 

【図表 1－1】  

 

(出所)商工中金マイナス金利政策による中小企業の資金調達への影響調査（参10 

考図表 3）より 3 

https://www.shokochukin.co.jp/report/tokubetsu/pdf/cb16other10_01 

 

業種別にみると、設備投資に比率が多いのは、製造業などの技術面であり、

非製造業のサービス業は人員の増加、販路の拡大に資金を充てている。さらに15 

地域別に見てみると、大都市と言われる関東、近畿、東海ではでは新規資金調

達をすると積極的な回答をしている。これらは関東 39.9％、近畿 39.2％、東

海 38.1％となっており、いずれも全国平均を上回っていることが分かる。逆

に中国地方や東北地方などは 30％以上がしないと回答している。  

                                                   

3著者 商工中金調査部  鈴木潤 出版 2016 年 10 月 12 日 

 

https://www.shokochukin.co.jp/report/tokubetsu/pdf/cb16other10_01
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この結果から見て、マイナス金利政策は政府が考えているより上手くいってい

ないと推測できる。なぜなら日本全体の強化をはかるためには、都市部の強化

ではなく、地域部も含め、すべての地域の企業が成長しなければならない。そ

んななか、ポジティブな回答をしたのは都市部のみであり、 3 都市部以外は全

国平均にも満たない数値である。これでは一局集中をより一層強くしてしま5 

い、局部以外の企業は今より一層苦しくなるのは目に見えている。  

 

【図表 1‐2】  

 

（出所）マイナス金利政策による中小企業の資金調達への影響調査ｐ9 4 10 

https://www.shokochukin.co.jp/report/tokubetsu/pdf/cb16other10_01 

 

第二節 少子高齢化問題  

 次に少子高齢化問題の観点から考察をする。中小企業は製造業、サービス業

ともに人員の確保が重要である。そんな中日本は 2010 年時点で 23.0％が高齢15 

者で構成されていて世界でも 1 位の超高齢化社会である。そんな日本企業が成

長するには海外事業への参入が必要不可欠である。特に海外の中でも南西アジ

ア、中国、ASEAN 等アジアでは、中間層・富裕層人口の増加が見込まれており、

これらの需要を取り込んでいくことが中小企業のみならず、日本企業にとって

必要である。5また、中小企業白書より、人材不足の観点から見ると中小企業は20 

製造業・非製造業、共に中核人材、労働人材が不足していることがわかる。現

                                                   
4著者 商工中金  鈴木潤  
5 2014 年版中小企業白書より  

https://www.shokochukin.co.jp/report/tokubetsu/pdf/cb16other10_01
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在、この人材不足を解消するために中小企業は子供がいる母親層をパートタイ

ムで雇用したり、急な休暇をとれるようにしたりすることで、柔軟に対応し高

齢化により不足している人材を確保しなければならない。  

 

【図表 1‐3】  5 

 

(出所)中小企業白書２０１４図 2－1－1  P56 第 2 章主要国の高齢比率推移   

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/PDF/04Hakusyo_p art2_

chap1_web.pdf 

 10 

【図表 1‐4】  

 

(出所)中小企業庁委託「中小企業・小規模事業者の人材確保・定着等に関する

調査」図表 2－4－ 6 今後の人材確保の必要事情  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/PDF/04Hakusyo_part2_c15 

hap1_web.pdf 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/PDF/04Hakusyo_part2_chap1_web.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/PDF/04Hakusyo_part2_chap1_web.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/PDF/04Hakusyo_part2_chap1_web.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H26/PDF/04Hakusyo_part2_chap1_web.pdf
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第三節 東京オリンピック  

次に 2020 年に開催される事が決定した東京オリンピックが中小企業に与え

る影響について考察していく。 TDB（帝国データバンク）が掲載している記事

によると、77.4%の企業が「東京オリンピックに興味を持っている」と回答し

ており、リオオリンピックでは 41.9%だったのに対し 4 分の 3 以上の企業がプ5 

ラスの反応を示している。さらに 15.1%が企業に対して「東京五輪に期待する

商品・サービスがある」と回答している。 6 

 

【図表 1‐5】  

 10 

(出所)TDB 特別企画リオおよび東京五輪に対する山梨県内企業の意識調査  東

京五輪で「プラスの影響がある」割合～規模・業界・従業員数別～  

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s160701_28.pdf 

 

この 3 つのデータと研究から分かるように中小企業は今苦しい状況に立たされ15 

ながらオリンピックという明るい兆しも見える。特に人材不足における、中小

企業が置かれている状況は一際苦しいように見える。このオリンピックとマイ

ナス金利政策が絡んだ時期に成長段階の企業が積極的な設備投資や事業拡大す

ることが期待されるが依然中小企業にとっては厳しい向かい風が吹いていると

いえる。  20 

                                                   
6TDB（帝国データバンク）特別企画：リオおよび東京五輪に対する山梨県内

企業の意識調査  

https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/s160701_28.pdf
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≪第二章≫  中小企業の現状  

 

前章では中小企業を取り巻く経済環境から、日本企業における中小企業の重

要性について述べてきた。そこで、この章では、中小企業の現状について述べ5 

ていく。  

 

第一節 中小企業の定義  

本編では中小企業の定義を、中小企業基本法により定められた従業員と資本

金を基準とした中小企業の範囲とする。資本金基準と従業員基準により判断さ10 

れるが、どちらかを満たしていれば中小企業と判断される。以上の企業を我々

は本編の分析対象企業とする。 7 

 

【図表 2－1】  

 15 

(出所)中小企業庁ホームページより  

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

 

第二節 中小企業における社会的な役割  

 前章でも述べた通り、中小企業は日本経済にとって重要な役割を担っている。20 

薮下・武士俣 (2004)では、我が国において中小企業が担う社会的役割 8として、

                                                   
7中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた

「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が

異なることがある。  
8 薮下・武士俣 (2004) 

http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
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①雇用の担い手、②競争の担い手、③成長産業創出の担い手、④多様化するニ

ーズの担い手、⑤地域経済の担い手、⑥社会的分業構造の担い手の 6 点を挙げ

ている。  

 

 雇用の担い手  5 

雇用の担い手では、中小企業が量的にも質的も労働市場における担い手として

大きな役割を果たしている。量的面では約 70％の雇用を生み出しており、質的

面では女性や高齢者など多様な労働者に対して柔軟な働き方を提供している。

このようなことから、雇用者の円滑化・労働資源の有効活用が行われているこ

とがわかる。  10 

 

 競争の担い手  

多数の企業が存在することで市場での競争が活性化するので、企業は何かしら

の差別化を図る必要がある。そのため、資本や労働などの生産要素がより生産

性の高い企業に生まれ変わり、社会全体として生産性を高めることに繋がる。  15 

 

 成長産業の創出の担い手  

中小企業のなかでも革新的な企業の成長は産業フロンティアを構築し、そうし

た成長企業による新たな事業機会の創出は国の経済を牽引する産業の中核とな

りえることがあげられる。つまり中小企業の数が多ければ多いほど、成長する20 

企業が生まれやすくなる。  

 

 多様化するニーズの担い手  

中小企業はニーズに応じた多様な商品・サービス等を提供する役割を担ってい

る。所得の向上により豊かな時代を迎えるにつれ、消費者のニーズは多様化す25 

るようになった。ニーズの多様化により、一つ一つの市場が細分化されること

で、中小企業は様々なニーズに応えることが可能となる。  
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 地域経済の担い手  

日本には、特定の製品や業種が一定の地域に集中している、地場産業 9と呼ばれ

る産業がある。地場産業の役割として、地域経済において地域外の収入を獲得

している、関連する地域内の様々な企業に経済的な波及効果、地域住民の就業

率の向上、地域内に付加価値が留まるなどが挙げられる。これらの役割により5 

地場産業は地域経済の担い手として大きな役割を果たしている。  

 

 社会的分業構造の担い手  

中小企業は大企業の下請け企業となることで社会的分業構造の担い手となって

いる。親企業は、下請け企業を利用することで資本を効率的に活用し、高度な10 

技術が必要な工程だけに特化すればよいなどのメリットがある。下請け企業に

とっても、生産工程に特化すればよいため、親企業から安定的な受注が期待で

きる。このように、親企業・下請け企業双方にメリットがあり、資本や労働、

技術を有効活用することができる。 10 

 15 

第三節 中小企業を取り巻く現状  

 中小企業庁が 2015 年に発表した、 2014 年現在の我が国における中小企業数

は 380 万社 11であり、全企業数の 99.73％を占めている。また全従業員数の

69.72％の雇用を担うなど、日本において中小企業は欠かせない存在となってい

る。本項では、このような中小企業を取り巻く現状についての考察を行う。  20 

 

 

 

 

 25 

 

                                                   
9 ある特定の地域で伝統的に特産品を製造する産業。法的な根拠や定義はな

い。  
10 中小企業白書 2016 在中  
11 「平成 26 年経済センサス‐基礎調査結果」より  
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【図表 2－2】  

 

 

 

 5 

 

 

 

(出所)総務省「事業所・企業統計調査」、「平成 21 年経済センサス・基礎調査」、

総務省・経済産業省「平成 24 年経済センサス・活動調査」、「平成 26 年経済セ10 

ンサス‐基礎調査結果」より作成  

http://www.stat.go.jp/data/e-census/2014/index.htm 

 

【図表 2‐3】  

 15 

(出所)中小企業白書  第 1 節我が国における開業率・廃業率の推移  図 1‐2－

4 より資料：厚生労働省「雇用保険事業年報」  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h19/h19_hakusho/html/j121

0000.html 

 20 

【図表 2－2】より、日本の中小企業数は減少していることがわかる。1999 年に

は 484 万社あった企業も 2012 年には 385 万社と約 20％の減少がみられる。さ

らに、【図表 2‐3】より、開業率と廃業率の推移を見てみると、 1981 年やピー
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385 380
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http://www.stat.go.jp/data/e-census/2014/index.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h19/h19_hakusho/html/j1210000.html
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h19/h19_hakusho/html/j1210000.html
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ク時の 1988 年には 7％以上あった開業率も、1998 年には 4％近くにまで落ち込

み、その後、2001 年にかけて 5％台にまで回復したが、 2004 年から 2006 年ま

での一時的な回復を除き、低下傾向が続いていた。近年では緩やかではあるが

回復傾向が見られている。一方、廃業率は、1982 年の急激な増加を除き、1996

年まで概ね 3.5％前後を推移していたのに対し、 1996 年以降、大幅な上昇傾向5 

が見られ、2009 年頃までは概ね 5％前後となっていた。こちらも近年は緩やか

に減少しており、 2015 年にはこれまでの 3.5％前後に回復してきている。これ

らの資料から、【図表 2－2】における中小企業数の減少は、【図表 2‐3】から伺

えるように開業率の著しい低下と廃業率の上昇が原因だと考えられる。開業率

と廃業率の推移からわかる中小企業者数の減少に伴う原因として、中小企業に10 

おける円滑な資金調達が行われていないのではないかと考える。  

 

第四節 中小企業の資金調達における大企業との比較  

 これまで、中小企業を取り巻く経済環境や現状について述べてきた。そのな

かで我が国の経済環境、金融環境ともに緩やかな改善傾向がみられていること15 

がわかる。しかし、中小企業における資金繰りがすべての企業で改善している

のではなく、中小企業は大企業 12に比べて厳しい状況が続いている。ここから

は中小企業の資金調達状況を大企業との比較を交えて考察していく。図４より、

企業の資金繰り DI が大企業は全体的にプラスであるのに対し、中小企業は近

年までマイナス続きとなっていた。このことから大企業と中小企業の格差が明20 

確であることが明らかである。  

 

 

 

 25 

 

 

 

                                                   
12 大企業とは資本金 10 億円以上の企業をいう  
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【図表 2－4】  

 

(出所)中小企業白書 2016 第 2 部中小企業の稼ぐ力  第 5 章中小企業の成長を

支える金融より図 2－ 5－1 資料：日本銀行「全国企業短期経済観測調査」  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/04Hakusyo_5 

part2_chap5_web.pdf 

 

次に中小企業の資金調達構造について大企業と比較して考察していく。大企

業では自己資本の比率が 28.6％であるのに対し、借入金が 21.1％となってい

る。一方、中小企業では自己資本の比率が 13.1％であるのに対し、借入金が10 

51.8％と自己資本の割合を大きく上回っている。これは中小企業が金融機関の

貸出態度の影響を受けやすい資金調達構造になっていることを示している。ま

た、大企業においては社債の占める割合が 7.7％となっており、中小企業の社

債の割合の 0.1％に比べて高くなっている。  

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/04Hakusyo_part2_chap5_web.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/04Hakusyo_part2_chap5_web.pdf
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【図表 2－5】  

 

(出所)中小企業庁より資料：財務省「法人企業統計年報」  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H13/Z141-02-00.htm 

 5 

これらのことから、大企業は多様な資金調達手段を活用しているのに対し、

中小企業の資金調達は借入金（間接金融）に多くを依存していることがわかる。

その原因は、株式や社債の発行などにより市場から直接資金を調達する手段（直

接金融）が中小企業には利用しにくいことにあるのが現状である。  

 10 

 

≪第三章≫ ベンチャー企業の現状  

 

第一節 ベンチャー企業の定義  

ベンチャー企業の定義は曖昧で、統一した定義は存在しない。新技術や高度15 

な知識を軸に、大企業では実施しにくい創造的・革新的な経営を展開し、急速

な成長を目指す新興企業を指す。また、比較的若い企業が多いことから本編で

はベンチャー企業の分析対象企業を「創業からあまり時が経っておらず、新技

術や新商品、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。  

 20 

第二節 ベンチャー企業の成長ステージ  

ベンチャー企業には大きく分けて４つの成長ステージが存在する。  

創業前後のシードステージ、事業立ち上げ時期のアーリーステージ、成長が軌

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H13/Z141-02-00.htm
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道に乗ってきているミドルステージ、安定的な収益獲得を実現しているレイタ

ーステージに分類される。企業の成長ステージが変化すると共に選択できる資

金調達方法が多様になり、それに伴い成長ステージごとの課題も異なってくる。

ここでは各成長ステージの定義、そして成長ステージごとの資金調達における

現状を述べる。  5 

 

【図表 2－1】  

 

(出所)ベンチャー企業の資金調達  図表 1 ベンチャー企業の資金調達段階に

応じた資金調達手段 P2 大和総研 より10 

http://www.dir.co.jp/souken/research/report/capital-

mkt/12030201capital-mkt.pdf 

 

第一項 シードステージ（創業期） 1~2 年目  

「商業的事業がまだ完全に立ち上がっておらず、研究および製品開発を継続15 

している企業」  

このステージは外部から信用を得て資金調達することは総じて困難であり、自

己資金や身内・関係者等の近しい物からの出資・借入など内部資金が中心にな

り 3 つの資金調達手段が用いられる。自己資金とエンジェル投資、加えて国や

地方自治体の補助金である。  20 

ここではベンチャー企業の創業期において大きな資金調達先の１つとしてエ

ンジェル投資家を取り上げる。エンジェル投資家とは創業間もない企業に対し

http://www.dir.co.jp/souken/research/report/capital-mkt/12030201capital-mkt.pdf
http://www.dir.co.jp/souken/research/report/capital-mkt/12030201capital-mkt.pdf
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て資金を供給する裕福な個人投資家のことである。エンジェル投資家の多くは

引退した起業家や経営者であり、純粋な資金供給に留まらず、経営面での貴重

な助言や有力者の紹介などで企業を助けることもある。そのため、創業間もな

い企業にとって重要な役割を果たす。しかし、近年の日本におけるエンジェル

投資は、1 件あたりの平均投資額（年間）が世界的にみると日本が 100~300 万5 

円と米国の 5000 万円程度の 2~6％に過ぎない。また年間投資総額、投資件数、

投資家数も【図表 2－ 2】となっており米国と比較すると規模が小さいのが現状

である。  

 

【図表 2－2】  10 

 日本  アメリカ(2012 年度) 

年間投資総

額 

約 9.9 億円(2011 年

度) 

229 億ドル(約 2.3 兆

円) 

年間投資件

数 
45 件(2011 年度) 67,000 件 

投資家数  834 人(2010 年度) 268,000 人  

(出所)平成 26 年度  起業・ベンチャー支援に関する調査  

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  

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001074.pdf 

 

また創業段階では政府や公的機関からの補助金も大きな資金調達方法となり、15 

返済しなくてもいいため起業家にとって非常に魅力的となる。しかし、補助金

の使途は限定され、資金調達額に上限があり、補助金だけで後の成長ステージ

で数億円の資金ニーズを満たすことは極めて困難となるのが日本のベンチャー

企業の現状である。  

 20 

第二項 アーリーステージ（事業化）1~3 年目  

「製品開発および初期のマーケティング、製品および販売活動に向けた企業」 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001074.pdf
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第三項 ミドルステージ（成長・拡大期）2~5 年目  

「生産及び出荷を始めており、その在庫または販売量が増加しつつある企業」 

財務諸表などを通じて、事業内容が外部の第三者にも見えてくるようになり取

引先や金融仲介機関からの相対での外部資金調達（企業間信用 13、銀行等の金

融機関からの借入、ベンチャーキャピタルのよる出資など）が始まる。このス5 

テージは中小企業の成長期にあたる。  

 

創業期に比べ、事業が軌道に乗り始め、売上が成長してくる段階であるため新

たな資金調達方法が可能となる。ここでは VC（ベンチャーキャピタル）を取り

上げる。  10 

VC とは、主に高い成長率を有する未上場企業に対してハイリターンを狙った投

資を行い、資金を投下するのと同時に経営コンサルティングを行い、投資先企

業の価値向上を図る投資会社のことを指す。担保力が不十分な成長期のベンチ

ャー企業にとっては、銀行融資等では十分な資金調達が困難なため、VC から

の資本導入は有力な資本調達手段となっており、長期的視点に立った投資とい15 

う形を取ることで産業育成の役割も果たしている。  

 

「2016 年度ベンチャーキャピタル等投資動向調査」によると、2016 年度（2016

年 4 月～2017 年 3 月）の日本に籍を置く VC 等によるベンチャー企業への投資

金額は 1,468 億円、投資件数は 1279 件であった。2015 年度の 1,302 億円、1,16220 

件に比べると、投資金額は 12.7%の増加、投資件数は 10.1%の増加となった。ま

た投資対象のステージを金額ベースでみると、2016 年度は「シード・アーリー」

が 68.6%となっており約 7 割を占める。さらに国内向けと海外向けに分けると、

「シード・アーリー」は国内・海外ともに 7 割前後となっている。【図表 2－3】 

 25 

 

                                                   
13 Trade credit 他の企業から商品・サービスを購入した企業がその支払いを

繰り延べることによって売り手企業から買い手企業に対して与えられる信用。

売り手の側では買掛金、支払手形などの形をとる。＜有斐閣  経済辞典  第三

版 1998 年出版＞  
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【図表 2－3】  

 

(出所)2016 年度ベンチャーキャピタル等投資動向調査  年度速報  

一般財団法人 P5 図表 7 新規および追加投資金額のステージ分布 2016 年度(国

内向けと海外向け比較 ) 5 

http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-

content/files/20170822_07_VECNEWS_H29_No21_YEAR.pdf 

 

上記のことからアーリー・ミドルステージにおいて VC は非常に重要な資金調

達手段であると言える。しかし VC は出資の回収のため出資先企業の株式上場10 

を最終目的とする場合が多い。そのため、将来上場を視野に入れるほどの成長

が見込まれるベンチャー企業でなければ、VC からの資金調達は困難である。ま

た近年はベンチャー企業が上場する新興株式市場（東証マザーズ・JASDAQ など）

の株価が低迷しており、売買高が少なく、上場企業も減少している。さらに 2006

年以降、投融資額と投融資先会社数は減少し低い水準にあるため VC は収益性15 

向上のため、将来的に上場もしくは事業会社に売却できる可能性が高い後期段

階以降のベンチャー企業に出資する、バイアウト投資 14が多くなってきている。

そのため、事業化や成長初期段階のベンチャー企業は VC からの資金調達が容

易ではないのが現状である。  

                                                   
14 既存企業を買収し、部門や資産を売却することによって買い取り先企業の

価値を高めるような投資や、事業再編等により企業が手放す事業部門のみを買

収し価値を高めるような投資  

http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-content/files/20170822_07_VECNEWS_H29_No21_YEAR.pdf
http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-content/files/20170822_07_VECNEWS_H29_No21_YEAR.pdf
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【図表 2－4】成長初期の資金調達方法（理想と現状の比較）  

 

(出所)経済産業省 2017 年版中小企業白書  概要 P20  

参照タイトル：成長初期の資金調達方法（理想と現状の比較）  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/h29_pdf_mokujityu5 

uGaiyou.pdf 

 

【図表 2－4】から企業が望む資金調達の中に VC が存在する、が実際の資金調

達状況は VC による投資が困難であることが分かる。  

 10 

第四項 レイターステージ（安定期） 3～8 年目 

「継続的なキャッシュフローがあり、 IPO15目前の企業等」  

自己資金やエンジェル投資に代わって銀行融資が新たに用いられるようになる。 

銀行の融資は事業化に成功し、成長段階に入った企業にとっては一般的な資金

調達方法である。融資の場合は、経営権への関与は少なく自由度の高い経営が15 

可能である。しかし、中小企業の現状でも述べたようにベンチャー企業におい

ても銀行からの融資が受けにくい現状が存在する。  

                                                   
15 Initial public offering 株式を証券市場で新規に公開する事株式公開により、株式は証

券市場において不特定多数の投資家間で売買されることになる。証券市場には東京証券

取引所、大阪証券取引所、ジャスダック証券取引所などがあり、東京証券取引所のよう

に振興・成長企業向けの市場も開設されている。株式公開により、会社は証券市場を通

じて多額の資金調達を行うことができ、会社の成長への寄与、経営体質の強化、会社の

知名度のアップ、信用力のアップなどが可能になる。一方、不特定多数の投資家との利

害関係が生ずることから、社会的責任の増大、株式公開にかかる諸費用の発生、公開後

の有価証券報告書の作成および監査法人等（公認会計士を含む）による監査などのディ

スクロージャーに関連する費用の発生、証券取引法（金融商品取引法）におけるインサ

イダー取引規制などの課題が生ずる事となる。（ 2008 年出版経済用語辞典第 4 版 P4－

5）  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/h29_pdf_mokujityuuGaiyou.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/h29_pdf_mokujityuuGaiyou.pdf
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≪第四章≫ 中小企業・ベンチャー企業の資金調達における課題  

 

第二章と第三章では日本の中小企業とベンチャー企業における資金調達の現

状について述べてきた。そこで本章では、第二章と第三章の内容から中小企業5 

とベンチャー企業の資金調達における課題を挙げる。  

 

課題 1：創業・事業期における安定した資金調達先の確保が困難  

第一節 エンジェル投資の規模の小ささ  

第三章でも述べたように日本のベンチャー企業においてエンジェル投資の規10 

模が小さいのが現状である。これは今後の日本企業の成長において大きな妨げ

となると予測される。米国のシリコンバレーなどでは、成功した起業家がエン

ジェル投資家となって次世代の起業家に投資する仕組みが形成されている。そ

こで、ベンチャー企業への投資を促進するためにエンジェル税制 16というもの

が存在する。エンジェル税制とは、ベンチャー企業へ投資行った個人投資家に15 

対して税制上の優遇措置を行う制度のことである。しかし、そのエンジェル税

制が広く普及していないのが現状であり大きな課題である。【図表 4－1】  

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

                                                   
16 エンジェルとはベンチャー企業に対して資金を提供する個人投資家のこと、ベンチャ

ー企業は、高い技術を有し、成長見込みが高い場合でも、リスクが高いために銀行融資

を受けることが困難であり、自己資金やベンチャーキャピタルから資金調達を行うこと

が多いが、エンジェルも資金供給減の一つとなっているエンジェルの資金がベンチャー

企業へ向かうように、株式譲渡益からの税制優遇措置が講じられている。これらの税制

を創業支援税制またはエンジェル税制という＜東洋経済  2007 年出版  経済用語辞典第

4 版から＞  
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【図表 4－1】エンジェル税制の認知度  

 

(出所)平成 26 年度  起業・ベンチャー支援に関する調査  

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  最終報告

書 P76 参照タイトル  エンジェル税制の認知度  株式会社  野村総合研究所  5 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001074.pdf 

 

また【図表 4－1】から「知っていたが利用しなかった」と回答した企業が多い

ことが分かる。  

エンジェル税制を知っていたにも関わらず利用しなかった理由として、全体で10 

最も多く挙げられたのは「書類準備等の手続が煩雑である」で 30.4％と、さら

に「税制の要件の理解が難しい」が 17.7％、「税制の要件が厳しい」が 13.9％

となり、エンジェル税制の手続きの厳しさが利用しなかった理由の約 6 割を占

めている。【図表 4－ 2】 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001074.pdf
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【図表 4－2】エンジェル税制を利用しなかった理由  

 

(出所)平成 26 年度  起業・ベンチャー支援に関する調査  

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  最終報告

書 P78 エンジェル税制を利用しなかった理由｛全体｝  5 

株式会社 野村総合研究所

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001074.pdf 

 

エンジェル税制の拡充が大きな課題となる。  

 10 

課題 2：銀行からの融資が困難  

第二節 規模の経済性  

規模の経済性 17とは生産規模を大きくすることで得られる利益のことを指す。 

取引費用に関して規模の経済が動くと考えられる。 金融取引において、たとえ

ば銀行融資であれば融資金額が大きくなればなるほど、融資を実行するために15 

                                                   
17 生産量を増やしたときに、生産量が生産コストより比例倍以上に増加する

場合、規模の経済性が存在するという。収穫逓増は全ての生産要素を同じ割合

で増加させたときに生産量が比例倍以上増加することをいうが、規模の経済は

収穫逓増を特殊ケースとして含むものの、必ずしも全ての生産要素を同じ割合

で増加させるケースに限らない。規模の経済が存在すれば、平均費用は生産量

とともに、低下するので、生産規模の大きな企業が競争上優位となり、独占な

どが出現する。規模の経済が発生する主要な理由は、生産に大きな固定費用が

掛かることである。典型的な例は石油化学や自動車組み立てなどの先端技術産

業や学習効果が重要な半導体産業などでも規模の経済が重要である。＜ 2007

年発行 経済用語辞典  東洋経済発行より＞  

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001074.pdf
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必要な審査費用などの貸し出しあたりコストは低下するであろう。また融資を

受ける企業も融資金額が大きくなればなるほど融資を受けるために必要な資料

作成費などの単位あたりコストは低下する。融資金額と企業規模には、ある程

度正比例の関係があるので中小企業は、企業内容の良し悪しとは別の要因で取

引費用に関する規模の不利益を被ることとなる。 仮に、借り手や貸し手にかか5 

る条件を貸し出し金額以外すべて同じにした場合、貸し手にとって１億円を貸

し出すために必要な審査費用は、1000 万円を貸し出すために必要な審査費用の

10 倍もかからないであろう。また、取引先を開拓するためのマーケティング費

用、取引先との関係を維持するために必要な費用やモニタリング費用なども、

融資金額によって増えるわけではない。そのため間接金融、直接金融問わず、10 

貸し手は貸し倒れリスクや利ザヤなどにおいて大企業と中小企業に同様な取引

機会があった場合、大企業への融資、つまり１件あたりの融資金額が大きな借

り手を優先する。１億円を１企業に融したほうが 1000 万円を 10 企業に融資す

るよりも効率的であるということだ。もちろん現実的には貸し倒れリスクが全

く同じということはありえず、しかも貸し倒れリスクを融資実行時点で正確に15 

見極めることは困難である。したがって「一つの籠にすべての卵を入れない」

というポートフォリオ上の選択によって融資先を分散することはよくみられる。 

 

第三節 情報の非対称性  

情報の非対称性とは取引相手の一方が取引の性格を決定づける重要な情報を20 

十分に所有していないことであり、金融取引においては貸し手が借り手の情報

を借り手と同レベルに把握することは難しいということである。金融取引とは

現在から将来にわたる取引であるため取引が計画どおり履行されるかどうかが

不確定である。ゆえに銀行であれば貸付からの収益は確実ではなくリスクを伴

うのである。 18 25 

金融取引においては貸し手のほうが借り手よりも社会的責任は強く、情報開

示を義務付けられており、借り手の情報はかならずしも貸し手にとって利用可

能ではない。一方、借り手の情報は貸し手にとって決定的に重要である。   

                                                   
18 情報の非対称性と金融取引―貸出取引における顧客関係の意義―  
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このことから情報の非対称性という問題が生まれる。借り手が本気で返済する

気があるのか資金使途の信憑性はどのくらいのものなのか、借り手の経営能力

が高いのか低いのかについて当然借り手本人はよく知っている。しかし貸し手

はそれらに関して完璧に知ることはできないのである。加えて、借り手は資金

調達にかかる不利な情報は極力提供しない傾向があるのでそれが情報の非対称5 

性の問題を悪化させる。情報の非対称性によってふたつの問題が生じる。一つ

は資金提供前に発生する問題であり逆選択といわれる。もう一つは資金調達後

に発生するモラルハザードである。   

 

 10 

 

１．逆選択の問題   

貸し手は優良で貸し倒れリスクの非常に少ない相手には年利３％の金利で融

資を実行でき、一方リスクが大きい相手には年利 10％を要求しなければならな

いという状況を想定する。このとき情報の非対称性が存在しなければ、資金供15 

給者は年利３％の金利と年利 10％の金利を資金需要者の信用度によって振り

分けることができる。つまり個々の借り手について十分な情報を持っている場

合である。しかし個々の借り手の信用状況などに区別をつけられないときは、

３％と 10％の間の金利、たとえば７％の年利を一律に課すことになるであろう。

ここで起こりうる問題は本来であれば年利 10％の金利が適用されるべき借り20 

手がより借り入れに積極的になりもともと年利３％の金利で借り入れが可能な

借り手は年利７％の金利に魅力を感じず、借り入れにはそれほど積極的になら

ないことである。このような状況下では貸し手ははじめのうちこそ、積極的に

借り入れを希望する人、つまり本来融資すべきではない借り手に資金を提供す

るかもしれないものの最終的に貸し手は損失を被るであろう。本来、資金を提25 

供すべきではない相手に貸してしまうことからこのような状況は逆選択と呼ば

れる。このような逆選択は金融機関にかぎらず情報の非対称性が存在し、個々
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の取引相手を識別するだけの情報を収集できないときに生じる 19。   

 

２．モラルハザードの問題   

モラルハザードは資金を提供した後に発生する問題である。これは提供の方

法が融資であっても出資であってもそれぞれ異なった形で生じる。  銀行融資5 

の場合、借り手は投資の成功・不成功にかかわらず約定どおりに元本と利息を

支払わなければならない。貸し手が望まないような危険度の高い投資行為をし

たりすることが銀行融資の場合のモラルハザードである。このような貸し手と

借り手の間に利益相反行為が発生する可能性があり、その行為を防ぐために貸

し手は監視行為を続ける必要に迫られる。この監視行為をするための費用をモ10 

ニタリングコストという。監視行為にも規模の経済が働き、一般には融資金額

などの単位が小さな中小企業のモニタリングコストは割高になる。  モラルハ

ザードは融資ではなく出資した場合も起こる。資本の所有者と経営の担い手が

異なるとき本来経営の担い手は資本提供者の代理人として忠実にその責任を果

たさなくてはならない。しかし実際には両者には情報の非対称性が存在するの15 

で、さまざまな問題が発生する。出資という形で資金を提供した場合のモニタ

リングコストを、経営者を出資者の代理人として適切に行動させるためのコス

トとして出資者と経営者の利益相反行為を分析したものが、いわゆるエージェ

ンシー理論である。もちろん現実的には、中小企業のほとんどはオーナー経営

者であり、経営と所有が一致しているので企業のオーナーと経営者の利害対立20 

によるモラルハザードが起きるケースは少ないであろう。むしろ出資者の監視

が機能しないで失敗した例は大企業の破たんによくみられる。 20  

 

 

 25 

 

 

 

                                                   
19 中小企業金融入門  藪下四郎、武士俣友生  
20 中小企業金融入門  藪下四郎、武士俣友生  
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≪第五章≫ 解決策の提案  

 

第四章では、中小企業・ベンチャー企業の資金調達における課題を述べた。

そして本章ではその課題に対する解決策の提案を行う。  5 

 

第一節 エンジェル税制の拡充  

エンジェル税制には優遇措置 A と B が存在する。  

 

優遇措置 A 優遇措置 B 

(ベンチャー企業へ の投資額－ 2000

円 )を  

その年の総所得金額からから控除  

 

※控除対象となる投資額の上限は、総所得金額

×40%と 1000 万円のいずれか低い方  

ベンチャー企業への投資額金額を、そ

の年の他の株式譲渡益から控除  

 

※控除対象となる投資額の上限なし  

(出所)経済産業省 エンジェル税制の仕組み  P1 ベンチャー企業へ投資した10 

年に受けられる優遇措置参考  

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/structure/  

 

ここで我々が提案するのは  

優遇措置 A が適用される投資限度額 (1000 万円)を撤廃  15 

優遇措置 A の対象企業の年限を現行の 3 年から 10 年へ延長  

優遇措置 A に適用される「創業から全事業年度赤字であること」の要件を撤廃  

 

上記の 3 点である。 3 点の効果の度合いをグラフにまとめると以下のようにな

る。 20 

優遇措置 A が適用される投資限度額 (1000 万円)を撤廃  

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/structure/


28 

 

 

(出所)平成 26 年度  起業・ベンチャー支援に関する調査  

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  最終報告

書(p.85)株式会社 野村総合研究所  

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001074.pdf 5 

 

優遇措置 A の対象企業の年限を現行の 3 年から 10 年へ延長  

 

(出所)平成 26 年度  起業・ベンチャー支援に関する調査  

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  最終報告10 

書(p.85)株式会社 野村総合研究所

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001074.pdf 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001074.pdf
http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001074.pdf
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優遇措置 A に適用される「創業から全事業年度赤字であること」の要件を撤廃  

 

(出所)平成 26 年度  起業・ベンチャー支援に関する調査  

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最終報告書5 

(p.86) 株式会社  野村総合研究所

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001074.pdf 

 

以上のグラフより最も効果的と思われる案は一般中小企業においては、③優遇

措置 A に適用される「創業から全事業年度赤字であること」の要件を撤廃が10 

42.9%と最も高い。21こうした適用要件の撤廃や改善により対象の企業も増えエ

ンジェル税制への意欲の高まりが予想され、現在より活発的にエンジェル税制

が行われるようになると我々は考える。  

 

 15 

 

                                                   

21  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  最終

報告書  

 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/001074.pdf
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第 2 節 中小企業の課題の解決策  

前章で述べたように中小企業が金融機関からの借入を行うためには様々な問

題点が存在する。金融機関は現状財務内容、会社や資産余力を評価している。

これを今後事業性評価に基づく融資に重点を置く考えに移行していくべきであ

る。そのためには企業側は事業計画等を積極的に伝えることが重要である。  5 

金融取引において規模の経済が働き、中小企業に対して十分な情報収集やモニ

タリングを行うコストをかけられないために、優秀な中小企業であっても、潜

在発展能力に見合った資金調達を受けられないケースがありうる。一方、序章

でも述べたように中小企業は国民経済の中で重要な位置を占め、その健全な成

長は国全体の成長に大きな影響を与えているので、規模の大小によって生じる10 

問題はなんらかの方法によって解決されなければならない。そこで我々は 3 つ

の項目に分けて論じていく。  

第 1 に、情報の非対称性を克服するためのコストを社会全体が負担するもの、

中小企業セクターを持つことを提案する。これは健全な中小企業セクターを持

つことが国民経済にプラスになること、そして社会的に負担する費用よりもそ15 

れによって得られる便益が大きいという前提のもとで行われる。そもそも公的

金融の使命は, 民業補完の原則の下 , 情報の非対称性や不完全競争 , 外部性の

存在など市場の失敗に対応することにある。  すなわち , 公的金融の実施が正

当化されるためには , 政策目的との 関連性が明確であることに加えて ,と必要

最低限の  規模手法に限定されることが重要なため ,恣意  的な資金配分につい20 

ては排除される必要がある。具体的には信用保証協会による公的保証制度や政

府系金融機関による融資などによって実施される。 22 

 

第 2 は、貸し手の専門化等によって情報の非対称性を克服するためのコストを

引き下げようとするものである。例えば我が国では信用金庫が信用金庫法によ25 

り融資できる事業者の会員資格は、地区内の従業員三百人以下または資本金 9

億円以下の事業者に限られている。また信用組合は同様に地区内の従業員三百

人以下または資本金 1 億円以下の事業者に原的されている。このような制限条

                                                   
22中小企業金融入門  藪下四郎、武士俣友生  
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件のもとで信用金庫や信用組合は中小企業金融に特化せざるをえず専門化によ

るノウハウの蓄積が進んだ。また最近では情報技術を使うことによって中小企

業に対する審査コストを引き下げようとする動きもみられる。  

第 3 は、貸し手が負担したコストを借り手に転嫁しようとするものである。ベ

ンチャーキャピタルやエンジェルファイナンスは出資という形で資金提供を行5 

い、徹底したモニタリングによって企業価値を高め、それをコストに充当する。

ハイコストハイリターンを追求した資金供給モデルである。  

 

中小企業金融にかかる取引費用の解決方法は以上の３つに分けて考えることが

できる。もちろん、現実にはこの３つの方法が重なり合っている。たとえば中10 

小企業貸出のポートフォリオが高い民間金融機関が公的保証のついた貸出を実

行するときには取引費用を社会全体に転嫁しつつも、自ら蓄積した専門化によ

っても取引費用の低下を図っている。さらに保証料を借り手にもやはりコスト

の一部が転嫁されていると考えられる  

 15 

 

 

 

 

 20 

 

第３節 中小企業の成長ステージごとの資金調達方法  

そもそも中小企業は創業当初から十分な融資を金融機関から受けられるかと

いえばそうではない。そこで、今回は中小企業の成長ステージを創業期、成長

期、成熟期の 3 つに分け、成長ステージごとにどのような資金調達を行えばよ25 

いかを論じていく。  

 

（創業期）  

創業初期、企業はまず資金をひつようとすることが（図 2－1）からわかる。し

かし、過去の実績がないため、金融機関からの信頼が全くない。  30 

情報の非対称性に対する解決策  

1、  健全な中小企業セクターを持つ。  

2、  貸し手の専門家  

3、  貸し手が負担したコストの借り手への転嫁  
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立案する事業計画書などでも説得力がないため、ほとんど相手にされることは

ない。そのうえ資金繰りうまくいっておらず、多くの時間を割いてしまうため

本業に集中できない。（２０１７年度版の中小企業白書）でも述べられているよ

うに、ほとんどが自己資金ではあるが、それ以外の資金調達方法を必要として

いる企業が多いようだ。しかし、前述したように前章で述べた規模の経済性・5 

情報の非対称性・モラルハザードが存在するため、この段階で借入をおこなう

のはとても厳しい状況である。  

 

【図表 5－1】  

 10 

(注)左から「創業期」、「成長期」、「成熟期」、「三期平均」  

(出所) 中小企業庁「研究開発に取り組む中小企業の資金調達」  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h21/h21/html/k2510000.htm

l 

                           15 

そこで、創業時に行う資金調達として公的機関の公的融資と少人数私募債を行

うべきだと考えた。  

 

第 1 に、公的融資とは、国によって作られた公的機関（主に日本政策金融公

庫・商工組合中央公庫）によって、担保なしでの融資、金融機関ではなかなか20 

融資を受けられない信用力に欠けた企業に融資、新事業や海外進出を狙った企

業に対しての融資など様々な融資を指す。公的機関の融資というだけあって、

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h21/h21/html/k2510000.html
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h21/h21/html/k2510000.html
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利息も少なく、返済の負担も少ないのが特徴である。 23 上記のような公的融

資制度を使えば、前章で述べた課題をクリアでき、創業期でも中小企業は資金

調達を行うことができるといえる。  

 

商工組合中央金庫（以下、「商工中金」という。）では、財政投融資計画にて措5 

置された産業投資貸付を利用し、中小企業の成長投資の支援に注力をしている。

具体的には、「グローバルニッチトップ支援貸付制度（以下、「 GNT 支援貸付制

度」という。）」「地域中核企業支援貸付制度」「地域連携貸付制度」を創設し、

民間金融機関と協調し、グローバル展開やイノベーションに取り組む企業を資

金面で支援している。  10 

これらの制度は、成功利払い型の金利設定で、かつ長期一括償還型となってお

り、資金調達におけるミスマッチを解消させるものである。また、民間金融機

関との協調支援を前提としており、リスクが高く民間金融機関が独自で融資し

にくい部分を政府系金融機関が補完するものとなっている。このように、中小

企業の稼ぐ力を支援するため、中小企業の成長投資において、政府系金融機関15 

が民間金融機関を補完・協調する形で、中小企業へのリスク性資金供給の拡充

が図られている。  

 

商工中金は期間 10 年一括償還・成功利払いの長期資金を供給することで融

資先の事業リスクを軽減しつつ、民間金融機関と協調して融資に取り組み、地20 

域経済の活性化を図っており、その実例を二つ述べる。  

＜事例 1＞「飲みやすいゼリー飲料の新工場を建設する（株式会社トンボ飲料）」 

富山県富山市のトンボ飲料（従業員 175 名、資本金 6000 万円）は、ラムネ、

サイダーやシャンメリーをはじめとする清涼飲料水やパウチゼリーの生産を

手がける老舗企業であり、数多くの県内企業から原料や資材の仕入れを行っ25 

ている企業である。  

同社は、パウチゼリー生産において、小ロットの受注にも対応しつつ、粘度

が高く充填が困難であった医薬品や健康補助食品にも対応するため、新工場

                                                   
23 地方自治体の中小企業向け制度融資が直面している問題  深沢  映司より  
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を整備する事業計画を策定した。  

  商工中金は、本事業が地域内外の医薬品・健康食品メーカー等からの受注強

化や地域雇用への寄与など、地域経済への波及効果を高く評価し、北陸銀行、  

みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行、富山信用金庫、富山銀行と協調して、新

工場建設資金総額 24 億円を融資した。商工中金では、当該融資にあたり、5 

「地域中核企業支援貸付制度」を活用している。  

（商工組合中央金庫「経営課題等に対するソリューション提供への具体的取

組事例」2017 年 7 月 12 日） 

 

＜事例 2＞「『徳島すだち』の果皮エキスを活用し、新たな栄養補助食品を開発10 

する（池田薬草株式会社）」  

徳島県三好市の池田薬草株式会社（従業員 20 名、資本金 9980 万円） は、医

薬品原薬等の受託製造や入浴剤の製造販売を行うほか、産学官との連携によ

り、四国産天然素材を活用した商品を開発している。県の特産品である「徳

島すだち」は、地元食品メーカー等で搾汁され飲料等で販売されていますが、15 

搾汁後の果皮には脂質代謝の改善効果が認められる成分（スダチチン）が含

まれている。  

同社は、廃棄されている果皮成分の実用化に向けて、共同事業者の有限会社

丸共青果問屋や脇坂農園と連携して安定的な原料供給を受けつつ、長年培っ

てきたノウハウ等を活用し、新たな栄養補助食品の製造・販売に取り組んで20 

いく事業計画を策定した。 

（商工組合中央金庫「経営課題等に対するソリューション提供への具体的取

組事例」2017 年 4 月 21 日） 

 

商工中金は、強みを生かして海外の需要を積極的に取り込み、企業の成長に25 

つなげる同社の取組みを後押しするため、阿波銀行と協調して、徳島県の地域

資源である「徳島すだち」を活用した健康飲料や栄養補助食品の製造販売に必

要な資金 3 千万円を融資した。商工中金は、当該融資にあたり、「地域連携支援

貸付制度」を活用している。  

さらに直接金融でも融資をうけることが可能である。  30 
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自己資本・公的金融どちらの融資を受けていても新事業展開に必要な資金が足

りないという場合であっても、少人数私募債で融資を受け新事業展開すること

が可能である。  

 

第 2 に少人数私募債とは、  5 

1 取締役会の決議のみで発行出来、償還期限や利息、発行金額が自由に設定で

きる。  

2 借入と比較した場合担保や保証人が不要。かつ、償還時迄の資金繰りが当面

楽である。  

3 社債管理者の設置が不要（会社法 702 条、同法施行規則 169 条）であるため、10 

管理手数料などのコストが省ける。  

4 金融商品取引法で義務づけられている有価証券届出書等複雑な届出が必要な

い（金融商品取引法 2 条 3 項、同法施行令 1 条の 4・1 条の 6・1 条の 7）。  

5 自治体によっては、利子補給等、優遇策がある（例 : 文京区の制度など）   

 15 

この少人数私募債を導入したことにより、資金繰りがうまくいき成長した企業

があり、その事例について何点か述べる。  

 

＜事例 3＞（埼玉県・入間市  株式会社  宝製作所）  銀行から長期的な資金

を借入できず、手形の割引で短期の資金繰りの対応をしていたが、少人数私募20 

債を発行し、親族・従業員・協力工場・知人から一口 100 万円の計 2500 万円を

調達することができた。その結果、資金繰りが楽になると同時に毎月の銀行と

のやりとりなどの専務業務から解放され、本業に集中することができ、事業計

画の目標売上高を 2 年目で達成した。  

 25 

＜事例 4＞（埼玉県  草加市 小林鋲螺株式会社）  少人数私募債を発行する

ことによって社長ほか役員・従業員の意識改革を図った。またその私募債を役

員・従業員に引き受けてもらうことで、なお一層の意識改革を引き出すねらい

があった。小林社長いわく、少人数私募債の発行を通じて、役員。従業員の利

益に対するこだわりが生まれ、経営に関する意識づけに成功した。結果として、30 
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資金面にも余裕ができ、メインバンクである大手金融機関からの評価も高まり、

同行の支店長が挨拶に来たり、新たな借入を求められたりするなど、私募債発

行前とは対応が明らかに変化した。   

（平成１７年９月  全国商工会連合会  「中小企業の直接金融による資金調達

事例集」）  5 

上記の事例のように、少人数私募債を発行することで資金調達ができるだけで

なく、企業経営の見直し・改善、従業員の意識改革などにもつながり、企業が

より良い方向に進んでいく傾向がある。  

（成長期）  

では、成長期の中小企業はどのような資金調達を行えばよいか。  10 

ここでの成長期とは創業期で行った資金調達で、ある程度の資金が集まり、本

業に力を注ぐことができるようになり、売上が伸びてきている企業を指す。  

このステージで導入する資金調達方法として、リレーションシップバンキング

をあげる。  

  15 

リレーションシップバンキングとは、中小企業においては金融機関からの借

入金が大きな資金調達手段となっているが、情報の非対称性や契約の不完全、

規模の経済といった観点から一般的に大企業に比べ外部からの資金調達が困難

であると言われている。証券市場がリレーションシップバンキングの機能を相

当程度代替できることはアメリカの経験が示しているが、特に中小企業の資金20 

調達の場として証券市場が本格的に機能するためには証券市場を支える様々な

インフラストラクチャー (特に信頼できる情報開示システムや企業評価機能 )の

確立になお長い時間を要するものと考えられる。また中小企業が置かれている

状況は地域ごとに多様であり、資金仲介が円滑に行われるためには地域の実態

に根ざした情報の活用が求められており、そのような情報を得るためには長期25 

的なリレーションシップの構築・維持が今後とも有効と考えられる。このよう

な中小企業の金融における問題に対してはリレーションシップバンキングとい

うビジネスモデルが有効とされている。   

日本においてリレーションシップバンキングが注目されるきっかけとなったの

は、2003 年における金融庁の「リレーションシップバンキング機能強化に関す30 
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るアクションプログラム」の発表からである。内容は日本の地域金融機関がリ

レーションシップバンキングの機能を十分に発揮していない状況を指摘してお

り、また地域活性化、地域貢献、不良債権問題など収益性、健全性、経営基盤

における改善策を地域金融機関に求めるものであった。そもそもリレーション

シップバンキングは 2002 年の金融審議会金融分科会第 2 部報告にて「金融機5 

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客に関する情報を蓄

積し、この情報を基に貸出等の金融サービスの提供を行うことで展開するビジ

ネスモデル」と定義されており、 24理論上では情報の非対称性を解消すること

によって借り手、貸し手双方にとってメリットのあるビジネスモデルというこ

とになっている。中小・地域金融機関の貸出の中心は長期継続的なフェイスト10 

ゥーフェイスの関係に根ざして融資判断が行われるリレーションシップ貸出と

なっている。これは営業地域が限られることによりその区域内に属する顧客と

の間で濃密な関係を構築することがより容易になる、また、中小企業の場合に

は一般的に財務諸表等の定量的な指標が乏しいことから貸出にあたって企業の

経営者の個人的資質やその企業の技術力等の定性的な情報に頼ることが必要と15 

なることによるものである。こうした点を踏まえれば、程度の差はあるものの

中小・地域金融機関においては、リレーションシップバンキングが業務の柱と

なっており、これらを軸としたビジネスモデルになっているものと考えられる。

とりわけ事業地区や会員・組合員資格について法令上の制約があり、相互扶助

(非営利)の下、地域の小規模事業者を主要な顧客としている協同組織金融機関20 

は、リレーションシップバンキングのビジネスモデルが相対的にあてはまりや

すい存在であり今後とも小規模事業者を対象とするリレーションシップバンキ

ングの重要な担い手となることが期待される。   

しかしながら本来、リレーションシップバンキングにおいては、長期的に継続

する関係から得られる各種の情報を活用することで、企業の信用リスクや経営25 

状況がリアルタイムで把握され、迅速な資金供給や早期の経営指導の実施等が

なされるところに意義があると考えられるが、「貸し渋り・貸しはがし」への批

判をはじめとし、しかしながら、2015 年に金融庁がとったアンケートでは、コ

                                                   
24 リレーションシップバンキングが中小企業の業績に与える効果より  
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ンサル能力が十分と言えない、事業の将来性といった点を十分に評価してくれ

ない、といった意見や、さらに担保や保証、一方的な金利の引き上げに踏み切

れないといった意見があり、十分な対応がなされていない可能性がうかがえる。 

また金融機関は融資する際、現在、財務内容、会社や経営者の資産余力を評価

している。今後、金融機関は事業性・成長性評価に基づく融資に重点を置く考5 

えにシフトしていくべきである。  

 

【図表 5－2】  

(出所)中小企業白書 2016 年度版より「中小企業の成長を支える金融（ P.17）」

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/h28_pdf_mokujityu10 

uGaiyou.pdf 

 

 以上により、我が国における中小企業の資金調達環境においては、金融機関か

らの借入金が非常に重要な役割を果たしており、相対的に資金調達が困難であ

る中小企業にとってリレーションシップバンキングは有効なビジネスモデルで15 

あると考えられた。しかしそのメリットを享受できるのは貸出が競争的である

優良企業に限られたものであり、資産規模が小さく貸出が非競争的である企業

にとってはホールドアップ問題が生じる可能性がうかがえた。そのため創業期

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/h28_pdf_mokujityuuGaiyou.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/h28_pdf_mokujityuuGaiyou.pdf
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や開業期には私募債や公的金融機関を活用していくことがベストである。  

 

（成熟期）  

この時期は資金繰りが創業期よりも円滑に行うことができ、製品・サービスの

売上高がある程度伸び、既存事業の強化を図る一方で、会社発展のために新事5 

業の検討・導入を図る時期でもある。  

また、企業が成熟期になると金融機関からの信頼も高くなり、融資が受けやす

いだけでなく、融資条件も有利なものになるだけでなく、企業に対する関心も

高まり、公募増資による市場からの資金調達もよりしやすくなる。  

成熟期になると、金融機関からの融資を受けやすくなるが、企業の貸借対照表10 

の負債の部に関係してくる。既存事業の強化・新事業の検討・導入をするため

には貸借対照表の左側の資産の部を意識した資金調達が必要になってくる。  

そこで、今回は売掛債権流動化という手段をとる。  

 

売掛債権流動化とは、簡単に言うと、本来ならば数か月先にしか資金として15 

得られない売掛債権を、流動性を高めることによって、決済期日前に資金化し

てしまうことである。そもそも、売掛債権とは、企業が売掛先に商品・製品・

サービスを提供したときに発生するものである。それらの売掛債権を第三者機

関に譲渡したり、担保にしたりすることによって資金調達が可能。一度決済期

日を決めたならば、決済期日前に支払いが行われることは基本的にはないが、20 

売掛債権流動化を行えば、決済期日を待たずに売掛債権を資金化することがで

きる。  

 

・売掛債権流動化にも売掛債権証券化・ファクタリング・売掛債権担保融資の

三つが存在する。  25 

 

（売掛債権証券化）  

この方法は売掛債権を証券化することである。この方法では企業が保有してい

る売掛債権を、 SPV という特定目的法人に譲渡する。譲渡を受けた SPV は、売

掛債権の信用力に応じて対価を支払います。形は、企業が SPV に売掛債権を譲30 
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渡することになるが、実質的には売掛債権の買い取りが行われているといえる。

決済期日になれば売掛債権の満額をうけとれるので、 SPV はその代金を裏付け

として証券を発行し、投資家に販売する。  

 

（ファクタリング）  5 

ファクタリングは、売掛債権を譲渡することによって資金をうけとるものであ

る。売掛債権証券化とは違い、 SPV ではなくファクタリングサービスを提供し

ているファクタリング会社に譲渡し、証券化を行うこともない。ファクタリン

グ会は、売掛債権の信用力に応じた買取率を算定し、買取料として差し引くこ

とによって、売掛債権の本来の額よりも割安で買い取る。そして、決済期日に10 

なると額面通りの代金を得ることによって、利益を上げている。 25 

 

（売掛債権担保融資）  

売掛債権を担保とすることによって、金融機関から融資をうけることである。  

売掛債権証券化とファクタリングは実質的に買い取りであるのに対して、売掛15 

債権担保融資はあくまでも融資であるというとくちょうがある。融資であると

いうことは、当然ながら返済の必要がある。仮に返済できなくても担保として

いる売掛債権によって弁済を行うことができる。  

 

上記のように売掛債権流動化を行えば、企業にとって有利に資金調達が可能に20 

なり、なおかつ迅速に資金調達ができる。成熟期にこれらの融資を行えれば、

既存事業の安定化・新事業への展開をより有利にすることができる。  

 

このように企業の成長ステージごとに課題があり、それを改善するために行う

べき資金調達方法を述べた。成長ステージごとに課題を見つけ、その改善策を25 

練っていけば、資金調達がしやすくなるだけでなく、経営改善・従業員の意識

向上など様々な点から企業を良くしていくことができる。  

 

                                                   
25 売掛債権の買い取り（ファクタリング）アイティージャパン株式会社  
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≪終章≫  

 

我々は本稿において「中小企業・ベンチャー企業の創業初期段階の資金調達」

に注目し、対象企業が初期の段階の資金調達段階にて公的金融や少人数私募債、5 

エンジェル投資家の利用によって苦しい成長段階における経営状況を打破する

ことができると実例を用い証明してきた。だが、我々が述べた解決策を用いた

だけで解決する問題ではない。なぜなら、これは企業と貸出先、出資元だけの

問題ではなく国全体の労働者が把握するべき問題だからである。40 年前、50 年

前は「戦後復興」にむけて努力した先人たちの貢献により好景気を迎え、銀行10 

借り入れを中心として、企業も成長できた。しかし時は流れ、資金調達の際に

銀行借り入れ一択ではなく様々な資金調達方法の選択肢が作られ、企業の成長

スピードが一段と早くなった。アメリカなどの先進国ではいち早く証券市場が

出現したため対応も早く銀行借りいれと同等に社債や株式、中小企業に対する

特別な監視役を提供するなど資金調達市場そのものが整備されている。我々日15 

本人は、まだまだ金融に関する知識も経験も先進国と比較すると浅く弱い。未

熟な証券市場やベンチャーキャピタル、公的融資のことを深く理解し、利用す

ることで、企業の積極的な資金使途を促させ、都市部一強の日本ではなく地域

部も含める経済発展した日本を実現することができるだろう。つまり、消費者

であり、労働者である我々国民が金融リテラシーをより深め、中小企業に対す20 

る上質な投資が増え、中小企業が発展することが日本の景気回復に繋がるとい

える。本稿でも述べているように資金調達を行うことにより財務諸表の作成や

簿記の整理をすることが必要なため、資金調達はただ資金を集めるだけではな

く経営状況の把握、改善につながる。資金調達をすること自体が企業にとって

プラスであり、日本経済の発展に必要なのである。  25 

2020 年東京オリンピックの成功、デフレ脱却のためには中小企業の発展・発達

が必要不可欠である。事業拡大で海外展開する中小企業は増加している。中小

企業が資金繰り問題を解決し、中小企業が成長し大企業へと成長する企業が増

えることを我々は期待し、本稿の結びとする。  

 30 
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