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序章 

 近年、日本経済は失われた２０年といわれるデフレから脱却しようとしている。最近で

は、企業の設備投資を増加傾向にあり、景気も持ち直してきている。しかし、本格的な景

気回復には至っていない。 

 今後の日本が成長するためには、日本の企業の９９．７％を占める中小企業やベンチャ5 

ー起業の動向に注目する必要がある。確かに、経済成長には大企業にも注目する必要があ

るが、今後のイノベーションについては、やはりベンチャー企業が担うと考えられるので、

日本経済の成長の鍵は大企業よりも新興企業が握っている。 

 現在の金融状況は超緩和の状態であり、短期金利はほぼゼロで、長期金利もゼロ近傍に

あり、また中小企業を支援する制度も以前より充実しているので、中小企業やベンチャー10 

企業にとって現在の資金調達の環境は良好といえる。 他方、現在の中小企業やベンチャ

ー企業には様々な問題を抱えている。また、成長している企業がある一方で、衰退してい

る企業もなどあり、中小企業やベンチャー企業を支援するために改善すべき問題も多い。 

 このように日本経済の成長には中小企業やベンチャー企業の潜在的な成長力が欠かせ

ない一方で、成長を実現するための諸問題も数多くある。そのなかでも、これらの企業の15 

資金調達が円滑に行われることが最重要の課題であると思われる。以下、このような問題

意識にもと、中小・ベンチャー企業における資金調達について考察する。 

 第 1 章では、議論の出発点として中小・ベンチャー企業の定義について論じ、中小・ベ

ンチャー企業が抱える課題について検討する。第 2章では、これらの企業の資金調達の実

態について吟味する。第３章では、中小・ベンチャー企業の存続には欠くことのできない20 

公的支援について考察する。第４章では、以上の考察を踏まえて我々が考える中小・ベン

チャー企業にとっての望ましい資金調達のありかたについて検討する。 
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第１章 中小企業とベンチャー企業について 

 

第１節 中小企業とは 

 本節では「中小企業基本法」に基づく中小企業の定義と意義を述べた後、さらに中小企

業が現在、日本においてどのような役割を果たしているのかについて述べていく。 30 
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1.１中小企業の定義 

 中小企業基本法では中小企業を以下の表〇〇で示されるとおりに定義している。本論で

述べる中小企業についてはこの定義に従うこととする。 

現在の中小企業の景況感は改善傾向にある。その一方で、大企業との生産格差は拡大し5 

てきているのである。中小企業の経営利益は過去最高水準であり、都市と地方間の格差は

縮小してきている。しかし、中小企業の推移を見ていくと長期に渡り減少傾向にある。 

図 1-1 中小企業法に基づく定義 

業種 中小企業 

（以下のいずれかを満たすこと） 

小規模企業者 

資本金の額また

は出資の総額 

常時使用する従

業員の数 

常時使用する従

業員の数 

製造業・建設業・

運送業・その他の業

種 

3億円以下 300 人以下 20 人以下 

卸売業 1億円以下 100 人以下 5人以下 

サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 5人以下 

小売業 5,000 万円以下 50 以下 5人以下 

（中小企業庁 2018 http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html より作成） 

1.２ 中小企業の意義 10 

 次に中小企業の意義について述べていく。我が国企業の大半を占める中小企業であるが、

都道府県別に見てもほとんどの地域において、事業所数・企業数に占める中小事業所・中

小企業の割合は 99.7%を占めている。しかしながら、東京・大阪などの大都市部において

は、大企業・大事業所の占める割合が、その他地域においては、中小企業・中小事業所の

占める割合が高くなっており、一都三県と大阪府に大企業の過半数が集中している。また、15 

我が国経済社会の再生を図る上で、地域の活性化は不可欠であり、地域における雇用の創

出、競争力の向上、地域経済の循環性の向上が重要な課題となっている。さらに、我が国

の人口が減少傾向にある中で、持続的な経済成長を実現するには、女性の潜在労働力を引

き出すための場を創出することが重要である。中小企業は、地域経済において重要な役割

を担っており、従って雇用の７割弱を生み出している。中小企業は日本経済を発展させて20 

http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
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いく上で欠かせないものとなっている。 

 

３中小企業の課題 

中小企業は日本経済を発展させていく上で必要不可欠であるのだが、中小企業には資

金調達を考えた上で様々な課題がある。 5 

 

（a）情報の非対称性 

 資金の貸借を行う上で最も厄介な問題が情報の非対称性である。貸手よりも借手の方が

情報に関して優位性があるため、貸手に負担を強いることができるからである。これは、

逆選択問題やモラルハザード問題という形で、金融取引につきまとうため、貸手はこの問10 

題に悩まされ続けている。その中で、最も情報の非対称性が顕在化しやすい領域が中小企

業の金融取引である。この分野は貸手と借手に生じる情報の格差が大きいため、金融の世

界で最も厄介とされている。中小企業の経営者個人の資産と分離しにくい性格を持ってい

たり、税金対策として意図的に赤字を作り出したりしている。また、金融機関が貸し出す

運用資金は恒常化し、一種の自己資本のようにみなされていたりする。こうした外部から15 

ではわかりにくい要因が中小企業に存在している。そのため、大企業のように財務諸表を

中心にしたハード情報だけでは経営実態がつかみにくいのが中小企業経営の特徴である。

そこで地方銀行や共同組織金融機関といった中小企業向け専門の金融機関は情報の非対

称性を克服するビジネスモデルとして、リレーションシップバンキングを展開している。

先ほど述べたように、情報の非対称性が引き起こす問題は、逆選択問題とモラルハザード20 

問題に大別される。逆選択問題は、資金供給が行われる前の段階で、貸手と借手が持って

いる情報に差異がある場合に発生する問題だ。結果、本来融資すべきではない企業に金融

機関が融資をしてしまう。次にモラルハザードとは、資金供給が行われた後の段階で、貸

手と借手が持つ情報が異なる場合に発生する問題のことで、借手が貸手の望まないリスク

の高い事業を行い、負債の返済より配当増や経費増を重視してしまうことである。 25 

 

(b)人材不足 

 図表１の１からわかるように、従業員は 2009 年までは年々上昇の傾向にあったが、そ

の後は減少の傾向にある。この、人材不足の問題としては事業を開拓することや拡大する

ときに困難な状況にある。この背景には職種や賃金等のギャップがあるからである。現在、30 
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伸び悩みにある中小企業にある企業にとっては、人材不足の問題解決が出来ていないので

ある。また、大企業と中小企業の利益に格差が年々拡大しておりそのことも問題となって

いる。この状況を解決するためには下請け中小企業と新事業者の適切な取引を定着させ、

賃上げできる環境の整備をする必要がある。2009 年から大企業は利益が大きく上昇してい

るが、中小企業はあまり成長していないのである。中小企業では人材不足による業績不振5 

や事業規模の縮少することから営業利益が低下していると考えられる。 

 

図 1-2 中小企業従業員数 

 

（中小企業白書 2017  10 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/PDF/chusho/00Hakusyo_zentai.pd

f より引用） 

（c）規模の経済の問題 

 中小企業における資金調達の大部分は間接金融に依存している。その原因としてあげら

れるのが、株式や社債の発行などによる直接金融が中小企業にとって利用しづらいからで15 

ある。直接金融の場合は投資家が資金提供者になるため、利益が期待された企業しか直接

金融で資金調達をすることが困難であるが、間接金融で十分な資金を調達することができ

れば問題はない。しかし、現在では多くの中小企業が間接金融においても困難となってい

る。原因として、金融機関は情報の非対称性に伴う金融取引上の困難を解消するために、

審査やモニタリングを行うため、融資額が少ない中小企業にとって情報生産活動は割高に20 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/PDF/chusho/00Hakusyo_zentai.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H30/PDF/chusho/00Hakusyo_zentai.pdf
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なってしまう。そのため情報の非対称性を解消するための利益がコストを下回ると金融機

関にとって好ましいものではないため取引が成立しずらくなる。 

 

（d）高齢化 

  高齢化問題も中小企業における重要な課題である。1978 年に 53 歳だった経営者の平5 

均年齢は 2010 年には 59 歳まで上昇し高齢化が進んでいる。このような中小企業において

後継者問題が深刻となっている。中小企業白書によると、約５０万社の中小企業が廃業を

余儀なくされている。これらのすべてが高齢化によるものではないとはいえ、高齢化は大

きな問題となっている。図表１の２が示しているように 2016 年では休廃業の件数は過去

最大となっている。また、その会社を継承していく人がいない場合に M＆A が視野に入っ10 

てくる。 

 

図 0-3 中小企業数 

 

（中小企業庁 2017 15 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/03Hakusyo_part1_cha

p1_web.pdf より引用） 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/03Hakusyo_part1_chap1_web.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/03Hakusyo_part1_chap1_web.pdf
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第 2 節 ベンチャー企業とは 

 

２.１ ベンチャー企業の定義 

 本論では、ベンチャー企業の定義は「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 

 

２.２ ベンチャー企業の意義 

 ベンチャーとは、企業として新たな事業・サービスを積極的に取り込み、新たな事業を

開拓していく挑戦的企業であることを指す。一般的には「成長過程にある企業」「ベンチャ

ーキャピタルなどの投資機関からの資金援助を受けている企業」「ベンチャー指定を受け10 

ている」といった企業を指す。ベンチャー企業は新しいビジネスを育てている状態である。

将来的には大企業になる可能性は十分あるが、現段階では現実的には厳しく、投資機関か

ら援助を受けているケースが多い。 

日本にはベンチャービジネスブームが３回ほどある。1963 年に東京、大阪、名古屋の各

中小企業投資育成株式会社が設立されて以降、国内ベンチャービジネス支援に関する制度15 

の整備が進んだ。2000 年以降にベンチャーキャピタル（VC）が多く生まれ、ファンド組成

が一般的になった。そして、新興市場が作られ、ベンチャービジネス向きの商法改正が行

われている。2000 年以降も、2000 年、2005 年から 2006 年、2015 年から現在にピークが 3

回ほどある。最近では、政府の日本再興戦略の中で「ベンチャー加速」が掲げられている。

ベンチャービジネスは日本経済の活性化へ繋がる可能性の１つとして期待されており、ベ20 

ンチャービジネス起業支援や大企業との連携、学術分野との連携などが積極的に推進され

ている。現在日本のベンチャー企業の種類は大きく分けて 10 種類ある。その中で大きく

割合を占めているのがコンピュータ及び関連機器・ITサービスである。 

次に、ベンチャー企業が発展する段階と資金調達の関係を整理する。また、ベンチャー

企業の発展と資金調達は図表の２の１と２の２に示している。ベンチャー企業がスタート25 

アップする初期段階をシード期という。この段階ではアントプレナーの自己資本が唯一の

資金調達となる。その後、アーリー期に向かうにつれて事業内容が外部に伝わっていくよ

うになり、ようやく外部資金調達が可能になってくる。その代表がエンジェルによる投資

である。もちろん、日々の取引を行う上で必要な銀行を始めとする金融機関からの短期借

入もこのころから本格的に始まる。そして、純粋にキャピタルゲインを狙うベンチャーキ30 
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ャピタルがアーリー期からレイター期にかけて資金を提供し始める。この段階ではベンチ

ャー企業の基盤も堅固なものとなっているので、金融機関による中・長期貸出も行われ始

める。この時期を過ぎると、ようやく IPO（新規株式公開）が視野に入ってくる。アント

プレナーにとって IPO が大きな目標となっているので一般にこのことを EXIT（出口）と呼

んでいる。株式公開が行われる段階になると、ベンチャー企業は中規模企業となり、金融5 

機関からの資金調達も確実に確保出来るようになってきている。むしろ、金融機関から積

極的に融資に攻勢をかけてくる段階になっている。そのため貸出額も増え、企業規模は大

きくなり、大企業へと発展していくのだ。こうした動きがベンチャー企業にとって理想の

発展パターンである。成功するベンチャー企業は少ないといわれているが、そのパターン

は小企業から出発し、業績の高まりとともに中規模企業、そして大企業へと成長していく。10 

この成長パターンに関連して金融機関による貸出も企業規模に比例しながら増える傾向

にある。小企業の段階では運転資金を中心とした短期貸出が行われ、中規模企業そして大

企業になるにつれて設備投資も含めた長期貸出も実行されるため貸出額も増え続けるこ

とになる。第一節でも述べたように、企業と金融機関には情報の非対称性が生じる。その

結果、企業規模が大きくなればなるほど情報量が多く貸出額も増加する。先ほど、EXIT が15 

大きな目標と述べたが、起業したすべての起業が EXIT まで到着するまでではない。一般

的には、創業後しばらくしてから、「死の谷」と言われる資金不足の状況を経験する。「死

の谷」とは、必要な資金を確保し創業してから、利益が上がるまでに生じる資金のギャッ

プのことを指す。 

 20 

 

図 1-4 ベンチャー企業規模 

企業規模 

 

 25 

 

 

シード  アーリー レイター 中規模企業 大企業 

（小藤康夫（2009）『中小企業金融の新展開』 税務経理協会 より作成） 
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資金調達 

 

 

 

 5 

 

 

（小藤康夫（2009）『中小企業金融の新展開』 税務経理協会 より作成） 

 

 10 

 図 1-5 貸出規模と内部情報量の関係 

貸出規模 

 

 

 15 

 

 

 

 

内部情報量 20 

 

 

 

 

 25 

（小藤康夫（2009）『中小企業金融の新展開』 税務経理協会 より作成） 

 

2.３ ベンチャー企業の課題 

 現在の日本が抱えるベンチャー企業の課題としてあげられるのが、米国などのベンチ

ャー先進国と比較して、日本はベンチャー企業が成長するための環境が整っていないと30 

自己資金 エンジェル、ベンチャーキャピタル 株式公開 

金融機関による短期貸出 

金融機関による中・長期貸出 

大規模  

小規模  

中規模 

 

大規模 

小規模 

中規模 
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いう課題がある。具体的には、そもそも起業に挑戦する人が少ないことや、行政による

ベンチャー支援策が不十分であるということなどである。そのため、政府は2016年に

「ベンチャーチャレンジ2020」を公表しており、ベンチャー企業の創出や人材育成を支

援・促進するための施策マップを示している。  

 5 

第２章 現在の中小企業とベンチャー企業の資金調達方法 

 この章では中小企業の資金調達方法やベンチャー企業の資金調達方法、また段階別資

金調達方法について述べていく。 

 

第１節 中小企業の資金調達 10 

 中小企業の資金調達として主に挙げられるのが間接金融や直接金融である。これからこ

の二つについて言及していく。 

 

① 間接金融 

 間接金融とは、「お金を借りる人」と「お金を貸す人」の間に、第三者が存在する15 

取引のことを指す。間接金融には様々あるため以下でそれらのことについて述べてい

く。 

（a）リレーションシップバンキング 

 金融機関は長期的・安定的な関係を取引先と構築し質の高い情報を入手することで情報

格差の削減を目指すリレーションシップバンキングを選択する。一般的に金融機関が借り20 

手である顧客との間で密接な関係を長く維持することで顧客に対する情報を蓄積し、この

情報をもとに貸し出し等の金融サービス提供を行うことで展開するビジネスモデルのこ

とである。リレーションシップバンキングのメリットとして、まず貸手である金融機関に

とっては、情報の非対称性の問題を緩和し、長期的な金融取引が可能となることがある。

また、借手である中小企業にとっては業況の悪化時にも資金調達面でのリスクの軽減され、25 

過度な担保を要求されない、保証も軽減が図れるなどのメリットがあげられる。一方、リ

レーションシップバンキングのデメリットとしては、ホールドアップ問題がある。これは

特定の金融機関が中小企業に関する情報や取引を独占することに伴う弊害であり、例えば

金融機関が自らに有利な条件を課す可能性などがある。その他にも、金融機関組織内部で

の情報の偏在・非対称性が生じることによる問題がある。これは、企業との窓口となる担30 
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当者と、貸出の意思決定をする上位の者の間での企業情報の共有が、大組織ほど困難にな

っていくという問題であり、このため大規模な金融機関には不向きとされている。  

 

（b）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の進展に伴い、金融機関が定性情報を重視するようにな5 

っている中で、どのような定性情報がメインバンクからの円滑な借り入れに関係があり、

それらをどのように伝えるべきかについての課題が見えてきた。トランザクションバンキ

ングはリレーションシップバンキングとは異なり財務諸表等の定量情報に基づき、一時的

かつ個々の取引の採算性を重視して融資する手法である。その中で本章ではトランザクシ

ョンバンキングとしてのクレジットスコリングモデル・財務諸表貸し出し・財産担保貸し10 

出しの三つの形態に集約されている。 

 まず、財務諸表貸し出しとは、主に借り入れ企業の財務諸表に基づいて与信判断を行う

貸し出し形態である。具体的には金融機関は（利払い前・税引き前・減価償却前）などの

企業のキャッシュ・フロー関連指標を重視した審査・モニタリングを行う。情報の非対称

性が小さく中小企業に適している。借り入れ企業にとっては情報開示コストが大きいだけ15 

に中小企業の中でも相対的に規模が大きい企業が対象になりやすいと考えられる。 

 財産担保貸し出しは企業が保有する在庫や売掛債権などの動産を担保として、その担保

価値に基づいて金融機関が短期の与信枠を設定する貸し出し形態である。具体的には、担

保として適格な在庫・売掛債権額に一定の掛け目（前貸し率）を通じて算出した金額が与

信枠の上限となり、通常、担保物件価額に対する融資額の比率が常に１を下回るように保20 

守的に前貸し率が設定される。中小企業が保有する資産の一部に着目することで、情報の

非対称性を克服しようとしてる。クレジットスコリングモデルは借り手の信用リスクと関

係が深い諸変数（企業や経営者の属性、財務状況など）を用いた計量モデルにより借り手

の信用力を表すスコアを推定し、これに基づいて融資実行の可否や金利などの契約条件を

決定する貸し出し形態である。その特徴としてここの貸し出し案件ごとに余震リスクを判25 

断するのではなく、多数の小口貸し出しをポートフォリオとして束ねた上で、ポートフォ

リオ全体の平均的なパフォーマンスに基づいた余震判断がなされる点である。ここに見れ

ば情報の非対称性が大きい中小企業への余震が可能である。またスコアに基づく審査・モ

ニタリングを行うことで融資・審査担当者の人件費を抑制できるため、モニタリングコス

トを払うことができない小規模企業・零細企業に適している。 30 
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トランザクションバンキングの代表的な手法として以下の２類型があげられる。クレジ

ットスコアリングと ABL である。クレジットスコアリングとは、信用リスクと関係が深い

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、これをもとに融資実行が可

能かどうか、又融資条件などを決定する方法のことである。クレジットスコアリングは低

コストでかつ迅速であること、さらに中小企業の情報の不透性リスクを回避することが可5 

能である。ABL とは不動産担保などを持たない企業が「在庫」「売掛債権」「動産」などを

担保にし資金調達をすることである。ABL を活用することで担保となる」不動産を所有し

ていない企業でも、事業規模に応じた融資を受けることが可能になる。また、無担保と比

較して借入金利を抑制することができ、資金調達枠の増加につながる点である。デメリッ

トとしては、担保となる動産や債権を評価する際にコストがかかり、在庫管理が必要とい10 

う点などがあげられる。 

（c）シンジケートローン 

 シンジケートローンとは、複数の銀行がシンジケート団を結成し、同一の金銭消費貸

借契約書に基づき、同一借入人に対して、同一の約定条件のもとで協調して融資を行う

貸出技術である。（図表 2−1）。シンジケートローンでは、多額の信用供与を複数の銀行が15 

協調して同一手続きで行うことで、信用リスクの分散を図ることができる。取引銀行数

が多い日本の企業にとって、このメリットは大きな意味を持つ。図表 2−２は、わが国に

おけるシンジケートローン組成市場の推移を示したものである。シンジケートローン市

場では 2000 年代に急速に拡大し、近年の組成金額は 30兆円前後で推移している。わが

国のシンジケートローン市場の拡大は世界的に見ても顕著であり、現在では米国、英国20 

に次ぐ市場に成長している。 
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図 2-1 シンジケート 

 

 

図 2-2 シンジケート推移 

 5 

② 直接金融  

 直接金融とは、資金を借りる人と貸す人の間に、第三者が存在しない取引のことで

ある。これは、国や地方公共団体、企業、国際機関などがマーケット（金融市場、証

券市場）から直接資金を調達する仕組みとなっている。具体的には社債やコマーシャ

ルペーパー（CP）、株式をマーケットで発行し、投資家から資金調達する仕組みとな10 

っている。 

(a) 社債 

社債とは会社が設備投資や運転資金のための資金調達を目的とて、投資家からの金銭

の払い込みと引き換えに起債する債権のことである。社債は株式とは異なり、発行企
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業から見ると負債となる。また、社債には公募債と私募債がある。公募債とは不特定

多数の投資家を対象に発行する債権で、50人以上に対して募集を行うものである。私

募債は少数の投資家に対して発行される債権のことで、私募債には適格機関投資家の

みを相手に発行するもの（プロ私募債）と 50 人未満の投資家に発行されるもの（少人

数私募債）に分けられる。中小企業が利用しやすいのは少人数私募債になる。私募債5 

に関しても発行条件がいくつかあるが公募債と比較して手続きが簡略されている。 

（b）株式 

 株式とは株主から資金を出資してもらう方法で、返済の義務がないことが債権と異な

る点である。株を発行して、その株を購入してもらうことで資金を増やすことを増資と

いう。株式のメリットとして自己資本が充実するための財務基盤の安定が望めるという10 

点や長期にわたる安定的な事業運営を目指すことができるという点がなどがある。その

反面でデメリットは、保有する株式の割合により議決権が変化してくるので、経営者よ

り多くの議決権を第３者が保有すると、経営者が支配権を失ってしまうという点であ

る。日本国内にある株式市場は東証一部、二部、ジャスダック、マザーズなどがあげら

れる。 15 

中小企業が行う資金調達方法には以上のものがある。 

 

第 2 節 ベンチャー企業の資金調達 

 中小企業やベンチャー企業にとって、必要な資金をいかに調達するかは重要な課題の

一つである。これまでの企業は、金融機関からの借入や、社債の発行、ベンチャーキャ20 

ピタルからの出資等により資金を調達してきた。また、第一章でも少しは述べたがベン

チャー企業では段階別の資金調達がある。そのためこの章では段階別に分けて詳しく見

ていこうと思う。 

① ベンチャー企業の段階別資金調達 

 25 

（１）シード期 

この段階はベンチャー企業において初期段階のことを指す。まずこの段階では他の段階

と比較して資金の需要は高くない。シード期のベンチャー企業は信用が乏しいため、金

融機関の融資が難しいのである。そのため、4つの資金調達方法が主流である。①3F・②

エンジェル税制・③クラウドファンディングがある。 30 
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 ①３F とは、Founder(起業家)・Family(家族)・Friends(友人)のことで最も手軽に資金

調達ができる起業家の自己資本のことである。リスクは少ないが企業規模が大きくなる

につれて賄えなくなることがある。また、起業家の親戚・友人からの融資が行われるこ

とがある。 

 公的融資とは、金融機関からの融資が難しシード期において望ましい資金調達方法で5 

ある。公的支援には、融資型と出資型に分かれるのである。代表としては、融資型は日

本政策金融金庫の新創業融資制度

（https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html）であり、出資型は

中小企業庁の創業促進助成金である。日本政策金融金庫の新創業融資制度は、創業要

件・雇用創出等の要件・自己資本要件を満たせば融資を受けられるのである。融資限度10 

額は 3,000 万円（うち運転資金 1,500 万円）であり、担保・保証人は原則不要である。

中小企業庁の創業促進助成金は、国から認定を受けた市区町村の創業支援事業計画に従

って、行く町村と連携した民間の支援事業者などが行う創業支援に関する取り組みであ

り、経費の一部を補助するものである。対象は、産業競争強化の認定を受けた又は受け

る予定である創業支援事業計画に基づき、市区町村と民間事業者が連携して実施する特15 

定創業支援事業及び創業機運醸成事業が補助対象である。補助率は補助対象経費の３分

の２以内で補助限度額は 1,000 万円（下限 50 万円）である。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/2018/180521sogyoshien.htm 

②エンジェルはベンチャー企業への出資に関する優遇税制を指す。具体的にエンジェ

ル税制とは株式未公開しているベンチャー企業に株式投資をする個人投資家に対して税20 

制上の優遇処置が行われ、起業家への資金の流れを作ることを目的とした制度である。

エンジェルは二種類の優遇措置から選択して自分に利益がある方を選択する。優遇措置 A

とは、新たな事業にチャレンジする創業間もない企業に対する投資額を所得税控除でき

る仕組みである。控除額の上限は一千万円、もしくは総所得金額×40%のいずれか低い金

額が上限となっている。もう一種類の優遇措置 B の方は控除額に上限がない。投資を行25 

った年の株式売買の利益を控除対象としている。この場合創業間もない企業への投資額

全額をその株式譲渡益から控除できる。一年間の株式譲渡益に対する課税が減税する。

エンジェル税制メリットとして企業側は個人投資家からの支援を受けるチャンスが増加

する。個人投資家側のメリットとしては投資した分の優遇措置が受けれる点にある。ま

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/2018/180521sogyoshien.htm
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た個人でもベンチャー企業に投資が容易になったと言える。企業と投資家の双方にメリ

ットが存在し双方が適用可否の審査を受けるため安心した取引ができる。 

日米のエンジェル投資の比較から見てもわかるが、投資額、件数、VC 投資額どれも日本

は米国に比べ大きく低い数値であることがわかる。 

図 2-3 日米エンジェル投資比較 5 

  

 

 日・米・英におけるエンジェル税制比較 

図 2-4 日本と海外のエンジェル投資比較 

 10 

諸外国におけるベンチャー投資に対する税額控除を見てみると、概ね 10〜30%の税額控除

であることから日本のベンチャー投資に対する所得控除は国際的に遜色ないレベルであ

ると判断される。この優遇措置において最も大きな違う点は、ベンチャー投資に対するキ
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ャピタルコストである。日本ではそれを通常所得と通算できずベンチャー投資に伴うキャ

ピタル・ロスはキャピタル・ゲインと相殺されるにすぎない。それに比べ諸外国の例では、

米国は通常所得と通算することが可能であり、通算仕切れなかったキャピタル・ロスは無

期限に繰り越しが可能である。この違いがエンジェル税制の効果を弱めてしまう原因であ

ると長年指摘されてきた。 5 

エンジェル税制の認知度は（内容までは知ってる）は 1.７%にとどまり、（内容は知らな

いが聞いたことはある）が 14.７%で名所認知度は 16.4%、知らない人が 82.４%を占めた。

また、エンジェル税制が必要だと思うかについては、必要が 30.6%、まあまあ必要が 29.1%

合計で約６割を占めた。それに比べ、あまり必要ない 6.４%、必要ではないの 3.５%を足し

た必要ないの約１割 9.９%である。このことから、必要ではあるが内容をよく知らないと10 

いう矛盾的な反応が見られる。認知度が低くキャピタルゲインの減税がないことからこの

二点をもっと設備することが重要になってくると考えられる。【平成 25 年 11 月 日本証

券業協会より】 

③クラウドファンディングとは、近年注目されている IT を活用した新しい資金調達方法

である。そして、インターネットを使用し不特定多数の人々から資金を調達することか15 

ら、「クラウドファンディング」と呼ばれている。これまで、中小企業やベンチャー企業

は、金融機関からの投資は困難とされていたが、クラウドファンディングはそれらと比

較すると容易である。企業が IT を活用して資金調達を行う場合、一般的に、（１）資金

調達掲載申し込、（２）資金調達サイト運営者による審査の通過（３）資金募集ベージの

作成（４）資金募集の開始（５）資金調達の達成（６）プロジェクトの実行（７）出資20 

者に対する見返りの提供というプロセスが考えられる。クラウドファンディングには五

つの種類が存在する。購入型クラウドファンディング、寄付型クラウドファンディン

グ、投資型クラウドファンディング、ファンド型クラウドファンディング、融資型クラ

ウドファンディングである。これらついては図表２の１にまとめた。 

図 2-5 クラウドファンディング種類 25 

購入型クラウドファンディング プロジェクトを支援することによって、

「リターン」として商品やサービスを受

け取ることができるクラウドファンディ

ング 
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寄付型クラウドファンディング プロジェクトに対して寄付をする形で、

明確なリターンはない 

投資型クラウドファンディング 創業期の企業や新規事業立ち上げにあた

って、株式を分配する代わりに投資家か

ら出資してもらうクラウドファンディン

グ 

ファンド型クラウドファンディング 出資者が匿名組合を通して、プロジェク

ト起案者に対して出資を行う形のクラウ

ドファンディング 

融資型クラウドファンディング お金を貸付ける形で支援を行うクラウド

ファンディング 

（引用元 クラウドファンディングとは https://rutty07.com/crowd-funding-matome/） 

また、この図表２の２に示されているように、市場規模と市場拡大のペースが年々増

加している。日本におけるクラウドファンディングは当初、寄付型、購入型が中心とな

って拡大してきた。これは日本のクラウドファンディングが 2011 年の東日本大震災が理

由で注目をされ、寄付を集める手段として拡大したという経緯がある。 5 

 

図 2-6 クラウドファンディング 推移 

 

（クラウドファンディング 2018 http://kakaku.com/crowdfunding/ より引用） 

https://rutty07.com/crowd-funding-matome/
http://kakaku.com/crowdfunding/
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（２）アーリー期 

アーリー期のベンチャー企業は、製品及び初期のマーケティング・製造及び販売活動に

向けた企業である。この時期のベンチャー企業は資金調達のニーズが最も高い時期であ

る。自己資本や公的融資だけでは賄えなくなるため、民間の金融機関からの資金調達が

必要となってくるのである。しかし、アーリー期になったからといって信用が生まれる5 

わけではないため、次のエクスパンション期に向けた長期的な資金調達を行う必要があ

る。銀行からの借り入れがある。企業規模拡大に向け、長期的な借り入れをするには民

間銀行からの借り入れが必要となるのである。しかし、企業の信用は乏しいため、信用

保証協会からの信用保証をうける必要がある。信用保証協会は、ベンチャー企業の資金

調達の促進をおこなっているため、ベンチャー企業は保証を受けやすく、銀行も低リス10 

クなため、保証付き融資が受けやすくなるのである。それには、①ベンチャーキャピタ

ル（VC）・②と IPO がある。 

①ベンチャーキャピタル（VC）とは、株式などを引き受けることによって投資をし、そ

の企業が株式公開をした後に株式を売却し、キャピタルゲインを獲得することを目的と

した集団である。ベンチャーキャピタルは銀行からの融資とは異なり、返済義務がなく15 

利子も発生しない。しかし、高いリターンを要求される。ベンチャーキャピタルのメリ

ットとしてあげられるのが、先ほども述べたように、利子の支払い義務がなく返済義務

がないという点だ。また、経営支援を受けることができるようになる。ベンチャー企業

の創業者は若い起業家が多く、自分達の専門領域であれば知識は十分にあるが、ビジネ

スに対しての知識が多い人が少なく、メンターがつくことにより経営支援を受けること20 

ができ、メンターと共に事業を行った方が、そのベンチャー企業が成功する確率は上が

る。さらに、ベンチャーキャピタル経由で、新規の取引先を獲得できることがある。ベ

ンチャーキャピタルとしてもベンチャー企業に成功してもらいたい訳であって、そのた

め、他の企業を紹介することで企業の発展の向上を見込むのだ。 

 資金調達方法の過程はこちらの図表１の１を示している。 25 



 

 21 

図 2-7 ベンチャーファンド 

 

 

（中小企業庁 2016 http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h22/gb017.html よ

り引用） 5 

民間のベンチャーキャピタルが運営するベンチャーファンドに対して、中小企業基盤整備

機構が出資を行うことで、ファンドの組成を促進し、中小企業等への投資の拡大を図って

いる。また、これらベンチャーファンドからの投資及び育成支援を受けるためには、ベン

チャーファンドを運営するベンチャーキャピタルの審査が必要である。 

 先ほどまでは、ベンチャーキャピタルの資金調達による利点ばかりを上げてきたが、10 

日本のベンチャーキャピタルには課題があるのだ。第一に、投資額が、日米欧の中で圧

倒的に低いという課題があり、第二に日本のベンチャーキャピタルは投資規模が小さい

という課題がある。こちらのグラフを見てもらうとわかるように、日本は他国と比較し

て投資額も投資件数も少ないことがわかる。  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h22/gb017.html
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図 2-8 2015 年のベンチャーファンド投資実行額の国際比較 

 

（ベンチャー白書 http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-

content/files/2016_VECYEARBOOK_JP_VNEWS_09.pdf より引用） 

②IPO（新規株式公開）とは、自社の株式を証券取引所に上場させることをいう。 5 

未上場の時期は、自社の株式が市場に流通していないため、資金を調達する際には

「特定の人」に株式を保有してもらい資金を得ることになる。上場すると、自社の株式

が市女王に出回ることになり、日々取引されるようになる。つまり、「特定の人」から

「不特定多数の人」に株式を保有して資金を得ることが可能になる。これが上場と非上

場の違いであり、上場することで資金調達の方法である「公募」をすることができるよ10 

うになる。他にも株式公開する理由があり、信用力の拡大による新規顧客の増加や販路

の拡大などである。今日の日本を代表する企業として、世界でも確固たる地位を築いて

いる多くの企業の飛躍の第一歩は株式公開であった。株式公開は企業の次なるステージ

へのスタートラインでもある。しかしながら、ベンチャー企業発展の目的が企業の巨大

http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-content/files/2016_VECYEARBOOK_JP_VNEWS_09.pdf
http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-content/files/2016_VECYEARBOOK_JP_VNEWS_09.pdf
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化であるならば、そこに大きなパラドックスが生じる。企業が大きくなるにつれて組織

は複雑になり、業務の数が増えるに従って、製品を作りサービスを提供するプロセス自

体が複雑になってくる。歴史を振り返ると、組織のそうしたプロセスを管理するため

に、経営者は仕事を単純で反復的なステップに細かく分け企業をヒエラルキーに組織し

てきた。２０世紀を代表する大企業組織は、専門化とそれによる規模の経済を発揮して5 

限界を露呈し始めたいま、今日のベンチャービジネスがこうした大企業のパラダイムの

否定から誕生してきた側面があるのも事実である。そこで、現代のベンチャービジネス

の目指すべき企業像はおのずと変貌を遂げる。そうした新たな企業像として、アメーバ

経営、ルースカプリング組織、ネットワーク組織などの新たなビジネス形態を採用した

ベンチャービジネスも多数誕生してきている。 10 

 このグラフは日本の IPO 企業数の推移を表したもので、リーマンショック後の 2009 年

を境に 6年連続の増加を経て、2015 年には近年ではピークとなる 92社が新規株式公開を

行った。この論文を書いている段階では、まだ 2018 年の IPO 企業数はわからない。 

図 2-9 IPO 数 推移 

 15 

 （創業手帳 https://sogyotecho.jp/ipo-2017/?sp=more より引用） 

 

（３）エクスパンション期 

https://sogyotecho.jp/ipo-2017/?sp=more
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エクスパンション期のベンチャー企業は、生産及び出荷を始めその在庫及び販売量が増

加している企業である。この時期は最も企業規模が拡大するため、必要な資金規模が大

きい。資金調達ニーズは小さく、資金調達問題はほとんどない。なぜなら、アーリー期

までに利用してきた銀行やベンチャーキャピタル（VC）からの引き継ぎ資金提供を受け

れるからである。そのため、エクスパンション期では資金調達方法よりも市場拡大・流5 

通チャネル・需要拡大が必要となるのである。そのためには、オープンイノベーション

を活用する方法がある。オープンイノベーションとは、既存の企業との連携のことであ

る。主に、大企業が中心である。これは、大企業からベンチャー企業への資金の援助だ

けではなく、大企業が所有している情報・流通チャネル・販売経路の利用・サポートが

受けられるのである。大企業は、ベンチャー企業が所有する新技術や新事業に関する知10 

識の獲得や大企業では実施するにはリスクが高い事業の委託・新事業の時間短縮といっ

た双方へのメリットがある方法である。 

（４）レイター期 

レイター期のベンチャー企業は、持続可能なキャッシュフローがあり IPO 直前の企業

等である。レイター期の資金調達のニーズはほとんどないため資金調達課題はほとんど15 

ないのである。しかし、人材のニーズや IPO による知名度の向上など会社経営に関する

問題が発生する時期である。ベンチャー企業の規模が大きくなるにつれて、①M&A により

他企業に買収されるか、またはそのまま経営するかなど重要な経営方針を決定していく

時期である。 

①M＆A とは、二社以上の企業による合弁や吸収、資本による企業買収を指す。また業20 

務提携も含まれる。M&A は、企業の持つ既存事業の強化や他の市場への新規参入、不採算

事業の整理などの目的で活用されるが、近年では後継者問題が深刻である中小企業の事

業継承を行うための方法として取り入れられており、日本が誇る「モノづくり」の高度

な技術やノウハウを後世に残すことができるとして経営戦略の一つとして注目されてい

る。言うまでもないが、M&A には買手と売手双方にメリットが存在する。まずは買手のメ25 

リットについてである。買手のメリットとしては、事業環境が厳しくなる中、収益を安

定させていくためには、事業の多角化が求められる。事業内容の異なる企業を M&A によ

り買収することで、これまで自社になかった技術などを取り入れることができるように

なるため、今後の企業の拡大が期待される。その他には新規事業参入がある。自社で一

から新規事業に参入しようとすると、多くのリスクがあり必ずしも成功するとは限らな30 
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い。しかし、既に実績を上げている企業を買収することで、新規事業へ参入する失敗の

リスクを軽減させることができる。次に売り手のメリットについてである。一つ目に上

げられるのが後継者問題である。現在、日本においては少子化が深刻であり後を継ぐ子

供が減少しているため後を継ぐことができる従業員がいないというのが現状である。こ

の問題を解決するために、優良企業に将来を託すことで、後継者問題を解決することが5 

できる。二つ目は、事業拡大が期待出来るという点である。M＆A を戦略的に利用し、将

来的なビジョンを持つ優良企業に託すことで、自社では成し得ることのできない企業成

長を見込める。その反面やはりデメリットも存在する。売手企業との融合が上手くいか

ない点や想定していたほどの成果が見られない点である。 

 10 

第 3 章 公的支援の働き 

上記の各成長段階に応じた資金調達方法と並んで、ベンチャー企業の資金調達にとって

公的支援は必要不可欠である。公的支援には①信用保証②補助金③日本政策金融公庫④資

本性ローンの融資が代表的である。これらについて一つずつ見ていく。 

 15 

①信用保証 

 ベンチャー企業は創業間もない、もしくは株式公開ができていない場合、銀行融資など

の間接金融を利用する必要があるが、信用がないためにそれはかなり困難である。このよ

うな困難を解消するための制度が、信用保証である。この多くは信用保証協会が担ってい

る。 20 

企業に対する銀行融資では、借り手が返済できない事態も発生する。そんな時に、この

融資を信用保証協会が保証していると、保証協会はその返済のが肩代わりを行う。したが

って、保証がある融資は創業間もない企業でも受けやすく、信用保証協会はこのような活

動を通してベンチャー企業・中小企業に対して融資の便宜を提供している。ただし、保証

を受ける企業は保証協会に保証手数料を支払わねばならない。また、信用保証協会の企業25 

に対する審査期間が長いため今すぐに資金調達を行いたい場合は向いていない。図〇〇と

図〇〇に示されているように、信用保証の利用者や保証残高は２０００年代には緩やかに

減少したが、リーマンショック以降は上昇し、足下では、景気拡張局面の影響もあり 1990

年台半ばの水準と同程度まで減少している。 

 30 



 

 26 

図 3-1 信用保証利用者の数と割合の推移 

 

（信用保証協会の企業利用頻度 

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

用） 5 

 

図 3-2 信用保証残高と信用保証貸出比較の推移 

 

（信用保証協会の企業利用頻度 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/html/b2_5_1_5.html  より引10 

用） 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/html/b2_5_1_5.html
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/html/b2_5_1_5.html
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図 3-3 地域別に見た信用保証の動向 

 

地域的にみると、2011 年から 2015 年において信用保証残高は東北地方を除いて減少傾

向にある。全体としては、信用保証残高や信用保証貸し出し比率が減少傾向にあるものの、5 

東日本大震災後に復興緊急保証等の措置がなされた影響によって東北地方を中心にとし

た借入ニーズの増加から保証は増加した。他方で中国地方、九州地方、四国地方では信用

保証貸し出しの割合は低い。全体的には東高、西低の状態である。 

（信用保証協会の企業利用頻度 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/html/b2_5_1_5.html  より引10 

用） 

 

②補助金 

 補助金・助成金は銀行融資などとは異なり返済をする必要がない。しかし申請期間が長

く、受給も難易である。企業家が活用できる補助金・助成金は、経済産業省系の補助金、15 

厚生労働省系の助成金、自治体独自の補助金と助成金、その他の補助金と助成金がある。

経済産業省系の補助金は中小企業などが目的で、採用率は約８割程度である。厚生労働省

系の助成金は主に雇用に注目したもので、要件を満たしている限り審査で落とされるとい

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/html/b2_5_1_5.html
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うことがない。自治体独自の補助金と助成金は地域内の産業復興のために行うものである。

しかし積極的に行っている自治体と、そうでない自治体がある。 

また、大手企業や政府系金融機関などが独自に実施しているものもあるがある。この採

用の条件は、極めて優秀なビジネスプランを持っていることであり、そのため受給は困難

であるが、キャリアアップや大手企業の人とのつながりが持てるきっかけになることもあ5 

り、ベンチャー企業にとっては魅力的な助成である。IT 導入に対する補助金も存在する。

これは、中小企業の生産性を高めるための補助金であり IT システムを活発的に使用する

目的で 2017 年から開始された。2018 年には、対象となる企業数、導入する予算、一社当

たりの上限のルールが変更され、受給しやすくなった。2017 年では１.５万社だったのに

対し 2018 年度は９倍増加の 13.５万社が助成の対象となった。予算も 100 億円から 500 億10 

円には引き上げられた。ＩＴによる生産性の向上のためのものなので、ホームページ作成

や顧客管理システムの構築といったように複数のＩＴ分野を組み合わせて申請する必要

がある。また IT 導入支援業者によるパッケージ化されたサービスの導入や生産性向上計

画を策定することが重要となる。 

【https://www.backoffice-heroes.jp/it-donyu-hojokin/ 補助金利用企業数より】 15 

 

③日本政策金融公庫 

 日本政策金融金庫による新事業育成資金という融資もまた、中小企業・ベンチャー企業

にとって大切な資金調達の源泉である。この新事業育成資金では、新たな事業に必要な設

備資金や運転資金として６億円を上限に最長 20 年間の長期融資を受けることができる。20 

この資金を利用できるのは新事業を始めてからの 7年以内、日本公庫による経営指導を受

けるなどがある。この資金による融資の担保については日本公庫との話し合いによって決

まるが、新株予約権を日本公庫が取得することを条件に無担保で融資を受けることができ

るケースもある。 

 25 

https://www.backoffice-heroes.jp/it-donyu-hojokin/
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図 3-4 新事業育成金の融資実績 

  

（ベンチャー企業白書 2017 

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

content/files/2017_VECYEARBOOK_JP_VNEWS_01.pdf より引用） 5 

平成２８年度の融資実績は大きく増加していることがわかる。また日本政策金融公庫は

各地でベンチャー支援に関する情報交換会を行いベンチャー企業の支援に取り組んでい

る。 

 

④挑戦支援資本強化特例制度 （資本性ローン、以下、資本性ローンと記載） 10 

新事業にベンチャー・中小企業が取り組むにあたって、適切な事業計画と財務計画を組

み、経営環境に恵まれたとしても赤字が解消されるまでは財務面は悪化せざるをえない。

このような課題に答えるのが資本性ローンである。これは、「無担保・無保証人」・「長期（15

年・10 年・7 年・5 年からの選択）の期限一括償還」・「融資後 1 年ごとに直近決算の業績

に応じた金利設定」の三つの特徴も持っている。この制度によって受けた融資の一部は金15 

融庁が銀行などの金融機関に対して実施する金融検査において債務ではなく自己資本と

してみなすことができるため経営指標である自己資本比率を下げることはない。その結果、

当該企業は経営が安定化しているとみなされるため追加融資を受ける場合も有利となる。 

http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-content/files/2017_VECYEARBOOK_JP_VNEWS_01.pdf
http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-content/files/2017_VECYEARBOOK_JP_VNEWS_01.pdf
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図 3-5 資本性ローンの実績 

 

（ベンチャー企業白書 2017 

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

content/files/2017_VECYEARBOOK_JP_VNEWS_01.pdf より引用） 5 

 

第 4 章 中小企業・ベンチャー企業の望ましい資金調達のあり方 

 ここまでは中小企業・ベンチャー企業における課題を理解し、その上で資金調達方法に

ついても確認してきた。本章では、私たちが考えるベンチャー企業・中小企業の課題に対

する解決策を述べていく。これから中小企業・ベンチャー企業が成長し日本経済に大きく10 

貢献していくためには、円滑な資金提供ができる環境整備による資金操りの改善や資金の

運用が容易にできる環境が必要である。 

 

 第 1 節 中小企業の望ましい資金調達のあり方 

 15 

（a-1）ABL（アセット・ベースト・レンディング）とは事業に基づく様々な資産価値を見

極めて行う貸出のことを指す。前節でも触れたように売掛け金や在庫などの流動資産や営

業用機械設備等の動産を担保とした貸付手法である。しかし日本では ABL 融資実行額がい

まひとつ伸びず一般融資手法として拡大していない。 

図表５《作る》 20 

は金融機関が ABL 貸出実績の有無に関わらず、「評価・管理・処分を行うノウハウ不足」

を最も問題視していることがわかる。また、実施する意向がない金融機関の 50.4%がノウ

ハウ不足を感じており、ABL 貸出実行への大きな障壁となっている。「ABL 貸出の案件発掘

の困難」は現在の日本の ABL 市場規模を踏まえると当然であり、企業が保有している動産・

http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-content/files/2017_VECYEARBOOK_JP_VNEWS_01.pdf
http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-content/files/2017_VECYEARBOOK_JP_VNEWS_01.pdf
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売掛債権の規模が小さいわけではない。つまり金融機関側の整備が進み、ABL 取引への意

欲が高まれば次第に案件が増加傾向になると考えられる。そのためには、「実施上のノウハ

ウ」が ABL 融資の浸透のためには欠かせないのである。 

本論では ABL の問題点をノウハウ不足と ABL 浸透度の問題に絞り解決方法を提示する。 

1 ノウハウ不足 5 

ABL では評価し管理し処分するという工程があり、これらの各業務の機能が見込めない限

り ABL の実行は困難である。よって ABL の実行のためには「評価・管理・処分」という一

連の業務の確立が必要であり、従来のリスク管理以上に工程が多いため、金融機関は各工

程で外部組織との連携が大切であると言える。 

今後求められるシステムとして「評価」から提言していく。動産評価は個別性が強いため、10 

ここの対象動産ごとに事情や業界に精通した人間との業務提携が重要になる。専門的な動

産に対しては一般の金融機関では評価行うことができないため専門家は必要になる。その

ため日頃から動産価値の評価を行っているリサイクルショップやリース会社などの専門

機関への評価業務委託が必要になる。評価会社のノウハウを金融機関が利用できるサービ

スとして、電通国際情報サービス社（ISID）の VCFプラットホームがある。これは企業の15 

財務情報（決算書など）と定性情報（経営戦略や人的要因）を統合的に踏まえ経営状態を

可視化することによって経営課題の解決に導く中小企業支援社と経営者のコミニケーシ

ョンツールである。 
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図 4-1 VCF プラットホームについて 

 

（VALUE CHAIN FINAICE http://vcf-info.com/solution/ より引用） 

この VCFプラットホームによって企業の在庫や動産担保を安価に評価できるだけではなく、

専門的なノウハウを会社に取り込むことができる。このようなサービスをより多く作り上5 

げることにより銀行と企業との間に繋がりが持てると考えられる。 

 

次に管理システムの重要性である。従来の動産担保融資では、借入人自身が担保在庫を管

理するケースが一般的であり金融機関による在庫の管理保全や日々の在庫量のモニタリ

ングの方法が動産担保融資の普及の課題となっている。日々変化する在庫状況を金融機関10 

本体で管理することは極めて困難であり営業倉庫会社との提携による「在庫管理システム

の委託」を行うことが今後の展開として期待されていると考える。株式会社三井倉庫の在

庫管理システムを参考にすべきである。株式会社三井倉庫は入出庫を管理する倉庫システ

ムとリアルタイムで連動する ABL 在庫管理システムの提供を開始している。業務スキーム

は倉庫会社が第三者として情報システムによる金融機関へのモニタリング情報提供等を15 

中心とした在庫管理を実施するものである。倉庫利用者側のメリットとしては在庫管理の

適切化が図られ、動産担保融資による資金調達にも良い影響が出る。営業倉庫側のメリッ

トとしては金融機関や利用する企業との新規事業への開拓の可能性が広がることや、顧客

満足度の上昇にもつながる。金融機関のメリットは、担保管理のモニタリングコストの削

http://vcf-info.com/solution/
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減、信用状況悪化時の早期発見が可能になる。  

現在、わが国の中小企業における ABL の浸透度合いは限られている。 ABL を利用する企業

は 2%程度に過ぎず、その存在を知らない企業も約 3割に上る。ただし、今後利用したいと

する企業も約 1割存在する。これら利用希望企業の大半は従業員数 300 人以下の中小企業

であり、今後の中小企業への普及が期待される。実際に ABL を利用して資金調達を行った5 

企業からは、売掛債権や在庫の管理意識が高まったなどの意見も聞かれる。ABL の普及に

積極的に取り組んでいる金融機関もある。 

図 4-2 金融機関と取引環境の実態 

 

（（株）東京商工リサーチ「金融機関との取引環境に関する実態調査 2016」より引用） 10 

ABLがよりよく普及していくために ABLが盛んな米国の発展要因から日本がさらに発展し

ていくために取るべきことについて述べていく。 

コミットメントライン 

米国の ABLはコミットメントラインを流動性預金の代わりにとして提供することで借り手

の流動性を厳格にコントロールし、これが借り手の協力的姿勢を確保できる有力な方法と15 

なっている。透明性の高いコベナンツと組み合わせることによる貸し手の債権保全上の必

要性と借り手の安心感を両立させることで借り手の理解を深めている。 

 

ABL とキャッシュフロー融資の分離 
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在庫や売掛け金との見合いで提供された既存の無担保融資がある場合、ABL によって融資

枠が単純に増枠とはならないことへの借り手の理解が得られるか、当該無担保融資が他の

貸し手から提供されている場合にその貸し手が与信を絞って結果的に借り手のメリット

にならないのではないかという問題が指摘された。ABL の専門チャネルの提供はこのよう

な指摘に対する解決策になりうるだろう。他方で米国においても中小企業向けには厳格な5 

評価や管理を行わない代わりに頻度の高い人的接触を持って借り手のモニタリングを行

うタイプの ABL を行っている。日本においても小規模な事業向けのリレーションシップバ

ンキング的な ABL を進めると同時に、特に産業構造の転換を支える産業金融という意味で

は通常の不動産担保・無担保融資と分離したチャネルで厳格な ABL のビジネスモデルを進

めることが重要である。ABL を推進した場合、実態把握やモニタリングが断続的に拡大す10 

るのに伴い、数百件規模以上のハンド管理は苦しくなり、情報入手や管理作業に追われる

とより重要な実態把握の分析に師匠を起こしかねない。よって ABL の促進にはモニタリン

グ・管理手法の IT 化が必須であると言える。今回挙げた先行事例を統一的・標準的な業

務方法として確立する必要がある。ABL は従来の不動産貸出とは異なり、一連のフローに

多くの専門会社の連携が求められるため、各関連業種・会社が動産担保のスキームを構築15 

できれば、新たなビジネスチャンスとして捉えることができると考える。 

 

エンジェル税制の利用上昇策 

現在ベンチャー企業や中小企業の制度的な面の整備は進んでいるが、エンジェル税制の利

用は、課題でも触れたが進んでおらず認知度も低い。日本におけるエンジェル税制は円滑20 

に進んでいるとは言い難い。エンジェル税制では私募に関する制度の見直しが必要である

と考える。中小企業創業活動促進法におけるエンジェル税制の投資対象先の要件には試験

研究費等の売上高比率が盛り込まれている。しかし米国では、被投資企業の資格は S-

Corporation 等の企業規模や企業形態のみの要件であり、投資対象となる企業の範囲を拡

大することでエンジェル投資制度の拡充が図られている。私募による証券発行の枠組みの25 

見直しを図ることで、多様な投資選好を有する多数の投資家への勧誘を促進できるのでは

ないだろうか。通常の証券発行は私募の形式で少数私募以外に債権のみに限定するプロ私

募の制度に変更するべきだと考える。ベンチャー企業の資金調達に焦点を当てる場合の望

ましい私募制度の構築には投資家の属性を加味したものにすべきであると考える。特にプ

ロの投資家である適格機関投資家においては、リスク許容度も高く自己責任原則があるた30 
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め投資家保護の観点からん開示義務を課すことの必要性は少なく相対による自由な取引

を行うべきであると考えられる。少数私募に関しても勧誘人数に帰還通算規定があること

で、緊急の資金調達において機動的な対応ができない可能性があるため成長段階で頻度の

高いファイナンス活動に支障が起こる場合がある。また仲介面からも私募の勧誘に関する

整備が課題であり、エンジェルネットワーク運営者の仲介活動が私募の取り扱いと認定さ5 

れると証券業登録が必要になるため参入の阻害が起こることも考えられる。このように、

不確実性は高いが豊富な経験を有した投資家が参加し、また産業の活性化にも不可欠な中

小企業の創業時への投資という事情を考え制度の硬直性が障害となら無いような制度改

革を進める。 

 10 

第２節 ベンチャー企業の望ましい資金調達のあり方 

（a）第 2 章では、ベンチャー企業の様々な資金調達方法を上げてきたが、今回は今後のベ

ンチャー企業が促進すべき資金調達方法について述べていく。それは、「ファクタリング」

である。ファクタリングとは、まだ未回収の売掛金をファクタリング会社が買い取るサー

ビスのことである。一般的に企業間取引は現金払いではなく、掛売りによる取引となる。 15 

 まず、ファクタリングを推進する理由としては、特にベンチャー企業は銀行などからの

融資を受ける場合は、経営状態が重視される。しかしファクタリングの場合は融資ではな

いため、審査に通りやすく担保も不要である。次に挙げられるのが、キャッシュフローの

正常化である。売掛金を売却することで必要な資金を調達できるため、急な出費や支払金

の不足に対応することができる。 20 

 次に、ファクタリングと銀行融資の違いについて述べていく。銀行融資の場合、資金調

達までの時間は一ヶ月程度必要である。理由としては必要な種類を準備し、審査があるた

めに時間がかかる。ファクタリングの場合は、会社にもよるが最短だと即日ということも

あり得る。少なくとも数日程度で資金調達をすることが可能だ。ベンチャー企業といった

創業まもない企業はできるだけ資金を早急に調達をしたいため、ファクタリングはベンチ25 

ャー企業に適しているものだと言える。資金調達に関しても、銀行融資の場合は担保と審

査が必要になり、融資は「借入金」であり返済義務と金利が発生する。その反面、ファク

タリングは借入ではないため金利が発生せず、返済義務もないのだ。さらに、ファクタリ

ングの場合はファクタリング会社の資金力にもよるが、数億円から 10 億円までの売掛金

債権の譲渡が可能である。当然、ファクタリング利用するためには売掛債権を持っている30 
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ことが前提となるが、高額な売掛債権でも十分な資金調達をすることができるということ

は企業にとっては非常に大きなメリットである。 

 しかし、現在の日本ではそこまでフェクタリングが普及していないのだろうか。そも

そも、ファクタリングは 1970 年代には存在していた。日本のファクタリングの取り扱い

量は３兆円規模となっているが、これを世界シェアで見ると 1 割未満に過ぎないのだ。5 

やはり、普及されない理由としてあげられる理由として、世間的にはファクタリング会

社は危険であると認識されているからだと言える。例としては、ファクタリング会社が

賃金業務違反で逮捕されたというニュースなどがあげられる。このように社会的に見て

印象が下がるような情報がよく目につくため、中小企業やベンチャー企業もなかなか手

を出しにくい資金調達となっている。そういったファクタリングを私達がベンチャー企10 

業の望ましいあり方に挙げたかというと、ベンチャー企業が発展していくためには資金

をいかに早急に調達するかが重要であると考えからだ。第 2 章では様々な資金調達方法

を挙げたが、その中でもファクタリングが一番早く、十分な資金を調達することができ

る。そのため私達はファンタリングを今後促進していくべき資金調達であると考える。 

 15 

（b）クラウドファンディング 

 第 2 章でもクラウドファンディングの資金調達方法について、触れたが、やはりベ

ンチャー企業はいかに多くの出資者を確保し、資金を調達するかが求められる。クラ

ウドファンディングもファクタリング同様に審査基準が低く、返済義務がない。多く

のベンチャー企業がなかなか銀行や機関からの融資の審査が下りなく資金調達が進ま20 

ないという場合が多く見られる。そういった場合にクラウドファンディングを活用す

べきである。しかしクラウドファンディングを活用したからといって必ずしも資金を

調達することができるわけではない。いかに、自社の製品や事業内容を大衆の目に魅

力的映るかが重要になってくる。金融庁はベンチャー企業へのリスクマネー供給を促

進するため、2014 年に金融商品取引法を改正し、クラウドファンディングの環境を整25 

備している。さらに、クラウドファンディングの市場規模は急成長を続けているの

だ。日本の主要クラウドファンディング１０社の調査によると、2015 年は 47.2 億円だ

ったのに対して、2016 年には 86.5 億円となっており、今後もさらなる拡大が予想され

る。 

 しかし、問題点としてあげらるのが海外の国々と比較すると日本国内でのクラウド30 
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ファンディングの認知度は低いという点である。図表４の１に示されているように、

他の国と比較して、日本国内での平均認知度は 20%も満たしていない。 

図 4-3 クラウドファンディングのアンケート調査 

 

（情報通信白書5 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc131130.html 

より引用） 

また、クラウドファンディングは、出資者と企業側が対面することがないため情報の

非対称性が生じる。この問題を解消するために、企業はより多くの情報を提供する必

要がある。クラウドファンディングのプロジェクトページ内にあるコミュニケーショ10 

ンページを利用すれば、ユーザーと直接、要望や改善のキャッチアップができるた

め、サービスやプロダクトをリリースする前にマーケットニーズを反映させることが

でき、投資家からしても安心して投資を行うことができる。 

 さらに、クラウドファンディングは他の資金調達と比較してリスクが少ない。銀行

の融資の場合は返済義務があるため会計上は負債となる。また、ベンチャーキャピタ15 

ルから出資を受けるとなると上場することが前提とされている。早く上場するには

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/html/nc131130.html
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様々な経営アドバイスを受けることになるため経営の自由度は下がることになる。上

場を行うには準備が必要となり、それに大きなコストがかかる。以上のことを踏まえ

ると、クラウドファンディングは自由度も高く、リスクが少ない。 

 私たちはベンチャー企業がクラウドファンディングを行っていくにあたって、

「twitter」や「Face book」などの SNS、「You tube」などの動画サイトを利用し自社5 

の魅力を PR するべきだと考える。闇雲に出資者を募っても資金調達の成功は見込めな

い。現在多くの人がインターネットを利用し SNS や動画サイトを利用している。そこ

に私たちは注目した。仮に、インフルエンサーの目に止まり魅力を感じられ、企業が

クラウドファンディングを行っていることを拡散されるとなると、多くの人の目に止

まり企業のことについて詳しく知りたくなるはずである。目に止まることで資金調達10 

の成功に大きな一歩を踏み出すことになる。これまでのベンチャー企業は金融機関か

ら資金を調達することが主流となっていたが今後はネットワークを活用した資金調達

を積極的に行っていくべきであると考える。 

 

終章 15 

 日本の中小企業やベンチャー企業は、日本経済の重要な役割を担っている。２０２０

年の東京オリンピックが開催されることに日本経済の景気は上昇することになるだろ

う。しかし、閉会とともに景気も多少は下降することが予想される。このような状況下

で中小企業やベンチャー企業の資金調達の重要性がこれまでよりも高まってくる。 

 そこで私たちは ABLやファクタリング、クラウドファンディングを本論では推奨して20 

きた。資金調達をしていく上で解消していく上で重要な問題点は情報の非対称性であ

る。私達が推奨してきた資金調達方法は情報の非対称性によって引き起こされる問題点

をなるべく解消できていると考えられる。さらにこれらの資金調達方法は迅速に行うこ

とが出来る。 

 中小企業やベンチャー企業が今後、上記の資金調達方法で円滑に行うことができるよ25 

うになれば、企業が発展していくことにつながり、日本経済全体を昇傾向へと導くだろ

う。 
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