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序章  

近年の日本経済は、2020 年の東京オリンピック開催に向けて行われているイ

ンフラ整備や、アベノミクスによる様々な景気回復への対策によって、少しず

つ景気は回復傾向にある。しかし、日本の現状を見ると、少子高齢社会や国の

財政が圧迫されている財政難などといった多くの課題が残っている。これらの5 

課題を少しずつでも解決していくためには、日本企業の資金調達環境を整えて、

企業に対してイノベーションを通じた競争力強化を図り、課題解決へと繋げて

いく必要があると考える。 

また、景気回復だけではなく、日本の経済発展も今の日本には欠かせないも

のである。そこで、新規事業を生み出すことを狙いとしたベンチャー企業の設10 

立促進や成長を促す施策として日本再興戦略が打ち出されている。さらにベン

チャー企業に対しての資金調達支援として「エンジェル税制」が導入されてい

るように、ベンチャー企業に対する支援も増えてきている。他にも、マイナス

金利政策などの大胆な金融緩和を通じて、金融機関に融資拡大を促し、企業が

資金調達を容易にできるような対策を行っている。しかし、依然として資金調15 

達に課題を持っている企業が多く存在している。中小企業・ベンチャー企業だ

けではなく、すべての企業が持続的に成長をしていくためには、円滑な資金調

達ルートの確保が必要である。  

本稿では、まず第一章で日本の企業を、ベンチャー企業・中小企業・大企業

の三つに分け、それぞれの定義を述べる。次に第二章で、各企業の資金調達方20 

法や特徴、その現状を示す。そして第三章で、大企業との比較を通して、浮き

彫りになった課題を提示し、その課題に対する解決策を提言していく。 
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第１章 ベンチャー企業、中小企業、大企業の定義  

 

第１節 ベンチャー企業 

 

ベンチャー企業は明確に定義づけられておらず、本論文では他との齟齬が生5 

じないように「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」と定義づけている。  

また、ベンチャー企業は事業を特定小領域に限定すると比較優位を持つが、

活力は分野や勢いには限界がある中小企業や大規模市場に拡大する見込みが大

きいと確信が持てた際の取り組みを得意としているが、大人数でもそれが抱え10 

る他事業の各部署における経営資源には限界ある大企業の中核事業と中核事業

の間にできる隙間市場ができる。経営上参入を拒む隙間市場に狙いを定めて事

業を開始している企業のことである。  

第２節 中小企業  

中小企業の定義は、①製造業、建設業、運輸業、その他の②～④の業種以外15 

のもの、②卸売業、③サービス業、④小売業、の 4 つに分類されている。  

① 資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社並びに常時使用する従業員

の数が 300 人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の

業種に属する事業を主たる事業として営むもの 

② 資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社並びに常時使用する従業員20 

の数が 100 人以下の会社及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業

として営むもの  

③ 資本金の額又は出資の総額が 5000 万円以下の会社並びに常時使用する従

業員の数が 100 人以下の会社及び個人であって、サービス業に属する事業を主

たる事業として営むもの 25 

④ 資本金の額又は出資の総額が 5000 万円以下の会社並びに常時使用する従

業員の数が 50 人以下の会社及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事

業として営むもの  
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表１ 中小企業の定義  

 

出所：中小企業庁「中小企業の定義について」 1 

http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm 

 5 

中小企業は我が国の企業の 99.7％を占め、常時雇用者の 69.4％が働くなど、

我が国経済において中心的な役割を果たしている。  

 

第３節 大企業  

 10 

大企業の定義は、①製造業、②～⑤以外の業種、②卸売業、③サービス業、

④小売業、飲食業、⑤地方公共団体、都道府県、市町村、海外円借款、の 5 つ

に分類されている。  

   

①  資本金が 10 億円以上であり、かつ、常用従業員が 300 人を超えている製造15 

業、その他の業種に属する事業を主たる事業として営むもの  

②  資本金が 10 億円以上であり、かつ、常用従業員が 100 人を超えている卸売

業に属する事業を主たる事業として営むもの   

③  資本金が 10 億円以上であり、かつ、常用従業員が 100 人を超えているサー

ビス業に属する事業を主たる事業として営むもの  20 

④  資本金が 10億円以上であり、かつ、常用従業員が 50人を超えている小売業、

                                                   
1中小企業庁「中小企業の定義について」  

http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm 

http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm
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飲食業に属する事業を主たる事業として営むもの  

⑤  地方公共団体、都道府県、市町村、海外円借款にあたる事業は、全て大企業

とみなす。  

 

第１章  資金調達の方法と現状  5 

 

第１節  ベンチャー企業  

 

表２ 借入と増資の違い 

10 
2 出所：濱本行政書士事務所 「増資、社債発行、銀行借入（融資）の違い」

http://www.office-hamamoto.com/company/20140902/ 

をもとに作成  

 

企業の資金調達方法についてより深く理解するために表にまとめた。企業の15 

資金調達方法は２種類存在する。借入と増資である。表２にあるように、借入

は返済義務が発生し、資金提供者の着眼点としては「担保、安定性、収益性」

である。一方、増資は、返済の義務がなく、資金提供者の着眼点としては、「成

長性、経営者の資質」である。  

20 

                                                   
2濱本行政書士事務所 「増資、社債発行、銀行借入（融資）の違い」

http://www.office-hamamoto.com/company/20140902/ 

http://www.office-hamamoto.com/company/20140902/
http://www.office-hamamoto.com/company/20140902/
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表３ 成長段階による資金調達の違い  

成長段階  資金調達方法  

創業  自己資金、エンジェル投資家、補助金  

事業化  
自己資金、エンジェル投資家、補助金、

VC 

成長初期  制度金融、VC、銀行融資  

後期  VC、銀行融資  

株式公開  株式公開  

3 出所：大和総研 奥谷貴彦「ベンチャー企業の資金調達」  

http://www.dir.co.jp/souken/research/report/capital-mkt/12030201capital-m

kt.pdf 

をもとに作成  5 

 

ベンチャー企業の資金調達は成長段階によって様々な手段が考えられる（表

３）。その成長段階は概ね以下のように分けられることが多い。第 1 段階は創

業（シーズステージ・スタートアップステージ）。第2 段階は事業化（アーリ

ーステージ）。第3 段階は成長初期（ミドルステージ）。第4 段階は後期（レ10 

イターステージ）。第 5 段階は株式公開（IPO）である。まず創業においては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。エンジェル投資家とは創業段階の企業に投資する個人

投資家である。事業化段階ではこれらに加えてベンチャーキャピタルや事業会

社による投資、政府系金融機関などによる制度金融、信用保証協会による信用15 

保証、リースなどが用いられる。成長初期の段階になると、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。後期や株式公開の段階にな

ると制度金融や信用保証が用いられることが少なくなる。ベンチャー企業成長

段階の最後に位置づけられる株式公開も重要な資金調達手段である。 

                                                   
3大和総研 奥谷貴彦「ベンチャー企業の資金調達」

http://www.dir.co.jp/souken/research/report/capital-mkt/12030201capital-m

kt.pdf 

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
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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事業化段階から参画がみられる、ベンチャーキャピタルにも、数種類ある。 

①クラシックベンチャーキャピタル    

成長初期の企業への投資、またはそのような投資を行う会社    

アーリーステージ（売り上げが出ない）とセカンドステージ’（利益が出ない）5 

の企業が範疇に入る。盛んなのは、アメリカ、イギリスに限る    

②マーチャントキャピタル    

成長後期や成熟期の未 4公開企業への投資、そのような投資を行う会社。    

 

日本のベンチャーキャピタルの特徴    10 

１．ほとんどが金融機関の系列会社    

日本には 140 社程度のベンチャーキャピタルがあるとみられるが、その多く

は金融機関（銀行、証券会社、保険会社）の系列会社である。このようなベン

チャーキャピタルの場合、投資目的は純粋な投資リターンの追求だけに限られ

ない。例えば、銀行系ならばメインバンクとなるための関係強化、証券会社系15 

ならば公開幹事になるための関係強化を目的に投資が行われることもある。    

 

２．自社資金での投資が多い    

わが国のベンチャーキャピタルの場合、ファンド（投資事業組合）による投

資よりも、ベンチャーキャピタル会社本体の資金をベンチャー企業に投資する20 

方が多い。ベンチャーエンタープライズセンター（VEC）の調査によれば、1999

年 3 月期のわが国のベンチャーキャピタルの投融資残高は、組合投資 3,198 億

円、本体投資 4,497 億円、融資 938 億円となっている。      

また、銀行系や保険会社系の小規模なベンチャーキャピタルの場合、組合投資

の形をとっていても、親会社とベンチャーキャピタル会社の 2 者のみが組合員25 

となっている場合もある。この場合は形式的には組合投資の形をとっていても、

実質的には本体投資と考えることができる。      

                                                   
4野村総合研究所 平成 27 年度「ベンチャー創造支援事業」  
http://www.meti.go.jp/meti_lib4/report/2016fy/000217.pdf    

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000217.pdf
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３．日本のベンチャーキャピタルは、レーターステージ中心で、マーチャント

キャピタルに近いと言える。    

エンジェル投資家がエンジェルと呼ばれるのは資金調達に奔走する起業家に

とって天使のような存在であることに由来する。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5 

組みが形成されている。エンジェル投資家が投資したベンチャー企業がその後

急成長し、半導体産業やＩＴ産業を形成した。日本におけるエンジェル投資家

の状況を見ると、2008 年度のエンジェル投資家の数は約1 万人であり、アメリ

カの約23 万人のわずか4％程度である。またエンジェル投資家による投資案件1 

件あたりの平均投資額（年間）は日本が100～300 万円とアメリカの同5000 万10 

円程度の2～6％に過ぎない。一般的に、事業化段階のベンチャー企業は100～300 

万円では不十分であり、数千万円の資金が必要である。日本のエンジェル投資

家の年間投資総額を見ると、200 億円とアメリカのエンジェル投資家の同2.5 

兆円のわずか0.8％程度に留まっている。  

 15 

 

表４ 日本とアメリカの投資家数などの違い  

  日本  アメリカ  

投資家数  役１万人  約 23 万人  

年間投資額  約 100～300 万円  約 5000 万円  

年間投資総額  約 2000 億円  約 2.5 兆円  

出所：日本の個人投資家の現状「日本人の金融資産はほとんど銀行預金」  

http://englishrule.com/10/33/000106.html 5 

 20 

表４のように、アメリカのエンジェル投資家と日本のエンジェル投資家には、

人数、投資額ともに大きな差がある。これは、大きな問題となるのではないか。 

ベンチャー企業は、借入でなく増資で資金を調達することが多い。そこには、

担保が不足しているからといった事情だけでなく、根源的な理由がある。そも

                                                   
5日本の個人投資家の現状「日本人の金融資産はほとんど銀行預金」

http://englishrule.com/10/33/000106.html 

http://englishrule.com/10/33/000106.html
http://englishrule.com/10/33/000106.html


10 
 

そも借りたおカネは言うに及ばす、利息を定期的に返済できるのかという、支

払い能力に関する問題である。それを理解するためのキーワードが、「フリー

キャッシュフロー」と「運転資本」である。  

 

「フリーキャッシュフロー」は「企業が自由に使える現金」を意味するもの5 

で、そのお金から借入金を返済したり、株主へ配当を行ったりする。運転資本

（Working Capital）とは、営業活動に投下されている資金をいう。運転資本に

含められる項目は企業や業界によってさまざまだが、売上債権、棚卸資産、仕

入債務、その他流動資産、その他流動負債が含められることが一般的である。

運転資本が増加すればその分をマイナス。結果、フリーキャッシュフローは減10 

少する・運転資本が減少すればその分をプラス。結果、フリーキャッシュフロ

ーは増加する。ベンチャー企業は慢性的にフリーキャッシュフローが低水準に

あり、場合によってはマイナスにすらなる。「自由に使える現金」がマイナス

の状態で、借入金が返済できるはずがない。債務不履行になって倒産してしま

うことになりかねないのである。それゆえに借入金での資金調達を避けて、資15 

金調達に係るコストが高くても株主資本からの調達に頼らざるを得ないのが実

態である。そしてその株主とは、他でもない起業家自身であることが多いので

ある。  
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第２節 中小企業  

 

この章では中小企業が主に行っている資金調達について述べていく。方法は

主に３つあり①資産を増やす②負債を増やす③資本の現金化の３つに分けられ

る。 5 

 

①  資産を増やす（増資）  

増資の代表例は株式の発行である。株式の最大の特徴は銀行からの借り入れ

と違い、出資者に返済する義務が存在しないことである。そのため企業の貸借

対照表には資産として表記することができ、自己資本として扱うことができる。10 

また東証に上場することによって不特定多数の出資者から株を購入してもらう

ことができ、より多くの資金を集めることができる。（しかし、これは東証に上

場できる大企業にとってのメリットであるため今回は当てはまらない） 

 デメリットとしては企業経営に口を出されることである。株式は１つでも持

っていればその企業の株主総会に出席し経営に意見することができる。その権15 

利を駆使し意見の述べる株主のことを「モノ言う株主」と呼ぶが、１９９０年

頃よりそれらの活動が活発になり独自の議案を提出したりする株主も増えてい

る。そのため多くの出資者を募っている企業は自社の利益だけでなく株主のこ

とも考慮に入れた案を出す必要がある。  

 20 

②  負債を増やす（負債）  

銀行からの借り入れが主な負債による資金調達である。中小企業が行ってい

る資金調達のうち負債による資金調達で一番多いのがこの銀行からの借り入れ

である（図１）。メリットとしてはすぐに事業に取り組めることが挙げられる。

例えば、始めるのに５０００万円必要な事業がありそれを年５００万円の自分25 

の収入から始めたとするとその時点で既に１０年かかってしまう。またいざ始

めたとしてもその時には勢いが落ちておりほとんど利益の出ない市場になって

いる可能性もある。しかし銀行融資を使うことでタイミングを逃さず事業に取

り組めるという大きなメリットを受けることができる。  

 30 
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図 1 中小企業の資金調達構造（平成２７年度）

 

出所：中小企業白書「第５章中小企業を支える金融」  

http://www.chusyo.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/html/b2_5_1_1.html 

図１は中小企業の資金調達のうち負債の内訳を示したものである。  5 

ここでは中小企業を資金１億円以下の企業と定義している 6 

 

 デメリットとしては融資を受けるためのハードルが高いことである。融資を

受ける際には通常３期分の決済書提出が求められるため創業間もない企業は借

りることはできない。また仮に黒字であっても多くの借入金が決済書に記載さ10 

れていれば融資してもらえないこともある。銀行融資は「雨降り状態では傘は

貸してもらえず、晴れの日に限って傘を貸そうとする」を揶揄されており、経

営状態が悪いほど受けにくくなるのが現状である。  

 しかし銀行の借入金の金額設定は月の売上、返済年数、借金の依存度、支払

い利息などの条件から判別され、中小企業は大企業に比べ規模が小さいため総15 

合的に不利といえる。そのためいくら一番多い調達方法といってもそれは借り

ることができる企業に限ったことであり、中小企業全体にとって良い方法とは

                                                   
6中小企業白書「第５章中小企業を支える金融」 

http://www.chusyo.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/html/b2_5_1_1.html 

http://www.chusyo.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/html/b2_5_1_1.html
http://www.chusyo.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/html/b2_5_1_1.html
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言えない。特に中小企業は自己資本の多くを借入金で賄っているため借金の依

存度で判断されると大企業に比べ非常に不利である（図２）。 7 

 

図２ 借金依存度の推移 

 5 
出所：財務総合政策研究所 財政金融統計月報第 774 号 8 

http://www.mof.go.jp/pri/publication/zaikin_geppo/hyou/g774/774.htm 

 

③  資本の現金化  

資本の現金化とは自社の所持している資産となり得る物を駆使し現金を手に10 

入れる方法を指す。「アセット・ファイナンス」と呼ばれることもある。負債に

よる調達や資産による調達と違い、貸借対照表の左側に計上される「資産」の

中の項目を早期に資金化することによって現預金を増やす。  

アセット・ファイナンスには（１）「経営資源の効率化」という方法と（２）

「資産の流動化・証券化」という２つの方法がある。15 

                                                   
7株式会社エクステンド「銀行はいくらまで融資を出すのか」  

http://www.extend-ma.co.jp/20120229-2/(9/6) 

8財務総合政策研究所 財政金融統計月報第 774 号

http://www.mof.go.jp/pri/publication/zaikin_geppo/hyou/g774/774.htm 

http://www.mof.go.jp/pri/publication/zaikin_geppo/hyou/g774/774.htm
http://www.extend-ma.co.jp/20120229-2/
http://www.mof.go.jp/pri/publication/zaikin_geppo/hyou/g774/774.htm
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（１）経営資源の効率化 

 これは従来から企業が伝統的に行ってきた手法で、  

 

（ⅰ）売掛債権の圧縮  

（ⅱ）在庫の処分・圧縮 5 

（ⅲ）保有資産の売却  

などの方法がある。  

 

（ⅰ）売掛債権の圧縮  

  売掛金を圧縮する上では、売掛期間を短縮することが有効な方法といえる。10 

取引先と交渉して売掛期間を２カ月から１カ月に短縮すれば、売掛金を１カ月

早く資金化でき、すばやく現金を手に入れることが出来る。  

 

（Ⅱ）手形サイトの短縮 

 ２つ目の方法として手形サイト（振り出し日から支払期日までの期間）の短15 

縮がある。これを交渉で短縮することによりその分だけ早く現金を手にするこ

とが出来る。これは短縮した分だけの運転資金を調達したのと同じ効果がある

といえる。（３か月短縮したのなら３カ月分の運転資金を調達したといえる）  

 

（Ⅲ）ファクタリングの利用  20 

 これは自社の持っている売掛金を「資金調達プロ」や「ファクタリング東京」

などのファクタリング会社に買い取ってもらうことにより売掛金を期日より早

く手に入れることができるという調達方法である。  

メリットとしては第一に売掛金を早期に資金化できることである。一般的に

売掛先企業から支払いが実行されるまでにはタイムラグが生じる。企業によっ25 

てはその間にキャッシュフローが行き詰ってしまうこともあり得るためそれを

避けるためにファクタリングは有効といえる。第二のメリットとしては金融機

関からの融資とは違い借入金にならないことである。ファクタリングは利子の

支払いが存在しないため企業の資金繰りを圧迫せず、また売掛債権の譲渡であ

るため借入として計上しないことも可能である。 30 
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 第一のデメリットは手数料がかかる点である。売掛金を早期に手に入れられ

るといっても全額ではなく、必ず手数料や掛目の分だけ目減りしてしまう。そ

のため本来の額に比べて売掛金は少なくなってしまう。第二のデメリットとし

て譲渡のため顧客へ承諾が必要なケースがあることである。売掛先企業、自社、

ファクタリング会社の三者間取引となる場合、売掛先企業の承諾を得る必要が5 

あり、多少の時間をとってしまう場合がある。 

 

ファクタリングの仕組み 

 

出所：ワダツミ「ファクタリングとは」 9 10 

https://wadatsumi.co.jp/factoring/ 

 

（ⅱ）在庫の処分・圧縮 

 バランスシートの資産サイドに在庫が計上されているとき負債・資本サイド

には同額の資金が見合っており、在庫に見合った資金を調達した状態となって15 

いる。そのため出来るだけ在庫を圧縮することによって在庫にかかっている資

金を減らすことができ、在庫を処分して資金化することにより、その分資金繰

                                                   
9 ワダツミ「ファクタリングとは」  

https://wadatsumi.co.jp/factoring/ 

https://wadatsumi.co.jp/factoring/
https://wadatsumi.co.jp/factoring/
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りは楽になる。  

 まず在庫圧縮の対象となるのはすぐに売れる見込みのない不良在庫である。

流行に乗り遅れた商品を決算セールや在庫セールという形で現金化すればその

分、棚卸資産が減少し現預金が増加する。また在庫管理を効率化することも在

庫を圧縮させることにつながる。原材料在庫、仕掛品在庫などの各段階で在庫5 

を持たないようにするなど、見込み生産から注文生産に変えて在庫を持たない

ようにすることも在庫圧縮の１つである。  

 

（ⅲ）保有資産の売却  

 固定資産に含まれるもののうち、（Ⅰ）株式や債券など投資目的の有価証券や、10 

工場・土地などの不動産などを売却することも、アセット・ファイナンスに含

まれる。また本社をいったん売却しリースとして使い続ける（Ⅱ）リースバッ

クの手法などもある。  

 

（Ⅰ）有価証券や不動産の売却  15 

 有価証券…有価証券売却もアセット・ファイナンスによる資金調達の１つ。

ただし未上場株式の場合は流通市場が無いため、売却が困難な場合もある。  

 不動産…今後の経営を十分に考えた上で不採算となっている工場や事業を売

却することがある。最近では社員寮や保育所の売却もみられる。  

 20 

（Ⅱ）リースバック（セール・アンド・リースバック取引ともいわれる）  

 これは自社が所持していた本社ビルなどの固定資産をいったんリース会社に

売却することにより、そのリース会社からリースを受ける形で利用を続ける方

法のことである。固定資産の売却によりまとまった現金を調達し、それをリー

ス会社に対して分割払いしていくこととなる。現時点では、赤字補てんなどの25 

ためにまとまった資金が必要であるが、将来は経営改善などにより、収益の向

上が見込まれる場合に有効な手段といえる。  

リースバックのメリットとしては設備調達の際、一時期に多額の資金を調達

する必要がないため予算枠にとらわれずに新しい設備が導入できることである。

また経済耐用年数に合わせてリース期間を設定することで、タイムリーに最新30 
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鋭の利用することが出来るのもメリットの１つといえる。 10 

 

（２）資産の流動化・証券化  

 ここからはアセット・ファイナンスのもう一つの調達方法である「資産の流

動化・証券化」について述べていく。資産の流動化・証券化とは簡単に書くと、5 

売掛債権などの資産を売却することにより、資金を調達する方法である。証券

の発行を伴うため資産の証券化とも呼ばれる。方法と以下の通りである。（今回

は売掛債権を例に記す） 

資本の流動化・証券化の仕組み  

 10 

出所：三井住友信託銀行「資産流動化業務」  

http://www.smtb.jp/business/finance/floating.html 11 

 

（一）債権譲渡、証券の発行  

 まず企業（A 社）が保有する売掛債権（売掛債権だけでなく様々なものが対15 
                                                   
10 ＪＡ三井リース株式会社 「リースのメリット」  
http://www.jamitsuilease.co.jp/knowledge/feature/merit.html 
11三井住友信託銀行「資産流動化業務」

http://www.smtb.jp/business/finance/floating.html 

http://www.smtb.jp/business/finance/floating.html
http://www.jamitsuilease.co.jp/knowledge/feature/merit.html
http://www.smtb.jp/business/finance/floating.html
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象となる。これについては後で述べる。）を、証券化を行うために設立された会

社である特別目的会社（SPC）に譲渡（売却）する。これを債権譲渡とも言い、

この場合の A 社をオリジネーターともいう。  

 その後 SPC は譲渡された売掛債権をもとに証券を発行し、投資家から資金を

調達し、この際 SPC は譲渡された売掛債権や住宅ローン債権などを対象に取る5 

資産を多数集めた「プール」を作成する。このプールを作成することにより SPC

は個別債権のデフォルトの影響が小さくなるというリスク分散の効果を得られ

る。また売掛債権を証券化する過程では、証券会社などがアレンジャーとして

証券の設計、販売に大きな役割を果たす。  

 10 

（三）販売代金の引き渡し 

 SPC が投資家から調達した資金をオリジネーター（A 社）に引き渡す。これに

より A 社は売掛債権のもとの期日よりも前に資金を調達することができる。  

 

（四）債務の支払い、 SPC への資金引き渡し、元利の支払い  15 

 売掛債権のもとの支払期日が到来すると、負債回収業務を行うサービサーが

債務者から債務を回収する。（多くの場合オリジネーターがサービサーの役割を

果たす）その後サービサーが債務者から受けとった資金を SPC に引き渡す。ま

た SPC はサービサーから引き渡された資金で投資家に対して証券の元利払い行

う。 20 

 

以上が資産の流動化・証券化の仕組みである。次はこの手法を使うことによ

るメリットについて述べていく。  

第一に対象資産の幅が広いことが挙げられる。将来、利益を生産すると見込

まれる資産であれば何でも対象とすることができる。具体的には企業の売掛債25 

権、知的所有権（著作権）、自動車ローン債権やカードローン債権などである。 

第二に企業ではなく資産の信用力に基づくという点である。本来なら資産を

差し出した企業（オリジネーター）の経営状況などを注目すべきだが、この資

産の流動化・証券化による調達方法では、オリジネーターではなくオリジネー

ターが差し出した資産の信用力が問題となるため企業の信用力には左右されな30 
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い。この方法の過程でオリジネーターが一度 SPC に資産を売却するのは、オリ

ジネーターの経営悪化が資産に影響するオリジネーター・リスクを回避するた

めである。これによりオリジネーターは、経営悪化や倒産をしてもそれによる

影響を受けずに対象資産の生み出す資金により投資家への元利払いを確実に行

うことができる。またこれに近いメリットとして低金利で調達ができるという5 

メリットがある。投資家側は、信用力の無い企業の負債は原則としてあまり購

入しないが、もし購入することになったとしたら金利を大幅に上げることによ

って他社の負債とのバランスを取りたがると考えられる。しかしこの方法は上

に述べた通り、対象資産の信用力が重要となるためオリジネーターの信用力が

どれだけ悪くても金利を上げられることなく調達が可能なのである。 12 10 

 

第３節 大企業  

 

バブルが崩壊した 1990 年代以降、企業は資金需要が減少する中で内部留保を

蓄積しつつ、負債を返済してきた。その結果、2008 年から 2009 年に実物経済15 

ショックや企業収益の大幅な減少が起こっても、財政危機や倒産に陥る企業は

ほとんどなかった。さらに、金融危機で世界の資本市場の機能が麻痺状態に陥

っても、兼ねてからの長期的な関係を気づいてきた銀行やメガバンクから円滑

に資金調達ができたといえる。  

 20 

◎大企業の資金調達構造 

図３は大企業の 5 年ごとの資金調達手段の内訳(内部資金調達＋株式＋有利

子負債)を表したものであり、ここに示す内部資金の値は、利益剰余金の金額に

なると  

・減価償却の合計を「各機関の最終年度末の金額−資本剰余金−自己株式」−「(最25 

初の年度末の資本金＋資本剰余金−自己株式)」、  

・負債のフロー値は、「(最終年度末の借入金＋社債の金額)−(最初の年度末の借

入金＋社債の金額)」  

で計算して、3 つのフローを各期間の最初の年度末の総資産の金額で割って、

                                                   
12 「入門企業金融論」  中島真志 ２０１５年出版 ｐ２８２～２９８  
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比率を計算している。 75 年から 89 年度までは全体の半分以上が負債を用いた

資金調達が行われてきた。しかし、85 から 89 年度は株式による資金調達が増

加し、90 年代以降は資金調達全体の数値が大きく減少していることが見て取れ

る。株式や負債の外部調達が減少し、05 年から 10 年を除いて内部資金が占め

る割合が増加している。 13 5 

 

図３ 大企業の資金調達 

 

表５ 大企業の資金調達（数値）  

 10 

出所：図５表５ともに「日本の大企業の資金調達行動」  

http://www.jsmeweb.org/ja/annual/pdf/10s/Hirota_Kyoutsuu_Panel_2.pdf

                                                   
13 「日本の大企業の資金調達行動」  
http://www.jsmeweb.org/ja/annual/pdf/10s/Hirota_Kyoutsuu_Panel_2.pdf 

http://www.jsmeweb.org/ja/annual/pdf/10s/Hirota_Kyoutsuu_Panel_2.pdf
http://www.jsmeweb.org/ja/annual/pdf/10s/Hirota_Kyoutsuu_Panel_2.pdf
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◎内部留保の活用  

先に述べたように大企業の資金調達構造における内部留保の割合は少しずつ

増えている。内部留保とは企業の売上から原材料費、人件費、利息や元本、税

金の支払い義務のあるものを差し引いた残余利益のことである。同じ経営資源

を用いてより多くの残余利益を上げる企業が経営資源を効率的に利用している5 

企業であり、株主に対する配当は残余利益から分配するため、内部留保が多い

企業の株は投資家から人気を得ることもできる。財務省が発表した 2016 年度の

内部留保額は全産業で過去最高となる 460 兆円を超えたのだが、この内訳は資

本金 10 億円以上の企業の内部留保額が 245 兆 2761 億円であり、これは全内部

留保額の約 53％に及ぶ数値である。全企業数の１％にも満たない大企業に全体10 

の半分以上の内部留保が存在するので 1 社当たりの内部留保額は相当な額であ

るとわかる。したがって、配当などによる株主還元を行った後の残高を次期の

経営資金として用いるため、利子や担保が不要な資金を確保できるのである。

14 

図４ 金融業、保険業を含む内部留保の推移  15 

 

出所：法人企業統計 15 

                                                   
14 2017/9/14 長周新聞「大企業の内部留保 460 兆円に」  
15法人企業統計 http://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/ 

http://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/
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http://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/ 

◎株式による資金調達  

2013 年から実施された低金利に伴い、負債調達のコストが低下したことによ

り増加し、上場企業の公募増資は前年と比べて大幅に減少しているのである。

それどころか、企業が過去に発行した株式を自社が買い取る自社株買いを行う5 

企業が増えている。これは、近年コーポレートファイナンスが重視されており、

株主還元や発行株式総数を減らすことにより、1 株あたりの資産価値や ROE を

向上させる目的がある。例えば、ある企業の純利益が 1000 万円で株式発行数が

1000 株だとすると、一株あたりの利益は 1000 万円÷1000 株＝1 万円となる。

しかし、仮にその企業が自社株買いを行い、 500 株を自らで買い取ったとする10 

と 1000 万円÷500＝2 万円となり、一株あたりの資産価値の高まりを説明する

ことができる。また、自社が保有する持ち株比率を高め、株価を上昇させるこ

とで敵対的買収にかかる費用が高額になり、買収を防ぐ目的があり、低金利に

後押しをされる形で自社株買い数が増えたのではないかと思われる。具体的に

自社株買いを行うキッコーマンは 180 万株(50 億円)を上限に来年 1 月まで実施15 

し、創立 100 周年を記念して記念配 5 円にすることを発表した。これに対して

みずほ証券佐治広氏は「規模は大きくないものの、還元姿勢は評価できる」と

話す。NTT は 2018 年 3 月末までに 3000 万株(1500 億円)を上限とする自社株買

いの実施を発表し、これは保有する自己株式を除く発行済み株式数の 1.5%相当

である。さらに NTT は今年上場 30 周年を記念して年間配当を前期より 30 円増20 

加させた 150 円に引き上げる予定である。 16 17 

                                                   
16 2017/10/24 日経新聞「9 か月ぶり年初来高値、株主還元策を好感」  
17  2017・9・26 日経新聞「ＮＴＴ、自社株買い 1500 億円、今期まで、株主

還元強化」  

http://www.mof.go.jp/pri/reference/ssc/
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図５ 2011 年度から 2017 年度の自社株買いの推移  

 

出所：アイ・エヌ情報センター「ファイナンスデータサービス」  

http://www.indb.co.jp/finance/index.html 18 

 5 

◎負債による資金調達  

1980 年代の証券市場の発展に伴い、外部からの資金調達において銀行借り入れ

が減少することで企業の資金調達の構造化が進んだ。証券市場において資金調

達を行う比率が上昇し、1980 年代は株式による資金調達、1990 年代には普通社

債などの有価証券を発行することによる資金調達が増加した。しかし、負債比10 

率が低下の道を辿る一方でメインバンクとの借り入れ比率が一定で、企業とメ

インバンクには長期的な結びつきがあると指摘されている。  

近年の日本の金利は日本銀行の市場でより多くの資金を出回ることを目的とし

た量的・質的緩和やマイナス金利政策など金融政策の影響を受けて金利が低い

水準で推移している。図３は 2014 年度までの資金調達構造しか記載しておらず、15 

負債による資金調達が低迷の一途をたどっているように見えるのだが、資金調

達が低水準の一途をたどっているように見えるのだが、図６からも分かるよう

に 2010 年以降は金融機関からの貸し出しの推移をみると右肩上がりであるこ

                                                   
18 アイ・エヌ情報センター「ファイナンスデータサービス」

http://www.indb.co.jp/finance/index.html 

http://www.indb.co.jp/finance/index.html
http://www.indb.co.jp/finance/index.html
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とがわかる。また、低金利政策により負債調達が増加しており、校内公募社債

においては 2016 年には発行額が 7 年ぶりに 10 兆円を超えたと発表されている。  

 

図６ 企業規模別に見た金融機関からの貸出の推移  

出所:中小企業白書「第５章中小企業を支える金融」  5 

http://www.chusyo.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/html/b2_5_1_1.html 19 

 

低金利になり、社債を多く発行した企業として代表されるのがトヨタ自動車で

ある。トヨタは 18 年ぶりに利回りが 0.343%の 20 年債を発行し、利回りが 0.09%

の 10 年債と合わせると 600 億円の資金を調達した。これは今までの過去最低で10 

あった西日本高速道路の 10年債(0.17%)や東海旅客鉄道の 20年債(0.421%)を下

回った。  

銀行借入を行う際は２節でも述べたのだが、銀行は借入金の金額設定を月の

売上、返済年数、借金の依存度、支払い利息などの条件から判別するため、大

企業は事業規模が大きく、多額の純資産や担保の確保が可能であるため、債務15 

不履行の心配が比較的少なく、負債調達を行いやすい環境であると言える。ま

た、銀行借入を行う際には資金借入のコスト面での規模の経済という問題が発

                                                   
19中小企業白書「第５章中小企業を支える金融」

http://www.chusyo.meti.go. jp/pamflet/hakusyo/H28/html/b2_5_1_1.html 

http://www.chusyo.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/html/b2_5_1_1.html
http://www.chusyo.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/html/b2_5_1_1.html
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生する。例えば、1 つの大企業に対する 1500 万円の融資と 3 つの中小企業に合

計で 1500 万円の融資を行い、1 者あたり 50 万円の手数料がかかるとしよう。

大企業 1 社に融資する場合の手数料が 50 万円であり、中小企業 3 社に融資する

場合は手数料(50 万円 )×3 社となるので 150 万円の費用がかかることになる。

このことから、銀行側が同額の融資を行う際に手数料の低い方に融資をしよう5 

とするのは当然のことであり、大企業は希望する融資の額が低額で規模の小さ

な企業よりも借入を行いやすいといえる。  

 

◎海外市場での資金調達 

海外での資金調達方法は数多く存在する。本論では、世界で最もシェア率の10 

高く、参考文献が比較的に多かったニューヨーク証券取引所に焦点を当てて述

べていく。 20 

1970 年に日本企業で初めてニューヨーク証券取引所で上場したのはソニー

である。翌年の 1971 年に松下電器（現パナソニック）も上場を果たした。これ

を契機に日本の有名企業は次々とニューヨーク証券取引所で上場した。これら15 

の企業が国内でなく、海外で上場する目的は、資金調達の多様化や上場基準の

厳しい中での上場による信用力や知名度の向上、外国人投資家が株式売買を行

いやすくするためなどが挙げられる。しかし、証券市場のグローバル化の影響

を受けて国内の取引所の株式売買システムが高速化され、外国人投資家の多く

が日本の証券市場での取引ができるようになり、さらに 2000 年代に行われた国20 

際会計基準の導入によって米国会計基準と比較すると開示内容や内部統制につ

いての基準の差異が縮まったことにより、信用力獲得のためにわざわざ国内で

はなく海外の証券取引所で上場することの重要性が薄れてきた。また、米国会

計基準の情報開示事務負担が大きいことも要因の１つといえる。そのため、先

ほど述べた海外重複上場の先駆けとなったパナソニックをはじめ多くの企業が25 

上場廃止を行っている。2018 年１月末日時点では 13 社で、4 月にＮＴＴが上場

廃止し、来年 3 月に上場廃止予定のＮＴＴドコモを除くとソニーやキヤノンな

どの 11 社になる。このようにニューヨーク証券取引所における日本企業の上場

                                                   
20 水戸証券株式会社  
http://www.mito.co.jp/products/foreignstock/about.html 

http://www.mito.co.jp/products/foreignstock/about.html
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数は減少している一方で、少数ではあるのだが香港証券取引所へ上場する日本

企業がある。例としては、パチンコ業界のダイナムジャパンホールディングス

やファーストリテイリング、ニクラ・ジー・シー・ホールディングスが挙げら

れる。この内ファーストリテイリングは東京証券取引所との重複上場を行って

おり、上場目的は中華圏や東南アジアでの認知度の向上であるので紹介方式で5 

上場し新株を発行しないため資金調達を行っていない。これからは特に著しく

発展するアジアで事業拡大を目的に新規上場を果たす企業が増える可能性があ

る。 21 22 

 

第２章  比較による課題と提言  10 

 

第１節  課題 

 

ベンチャー企業・中小企業・大企業の３つを比較して、出てきた問題は２つ

ある。1 つ目は、近年エンジェル投資家が減少していること、2 つ目は情報の非15 

対称性についてである。 

次の第 2 節から一つ一つの問題に対する解決策を提言する。  

 

第２節  課題に対する解決策  

 20 

◎エンジェル投資家を増やすためには  

創業間もない企業がより資金調達を円滑にするためには、エンジェル投資家

を増やしていくことが重要である。しかし、今の日本はエンジェル投資家の数

が非常に少ないため、ベンチャー企業は資金調達をしにくい状況になっている。

そこでエンジェル投資家を増やす対策として、エンジェル税制を日本にもっと25 

広めていく必要がある。 

エンジェル税制は投資時点と株式売却時点のそれぞれの時点で、税制上の優

                                                   
21 2017/3/9 日本経済新聞「ＮＹ上場廃止ラッシュ ＮＴＴも 4 月に」  
22 国際ビジネスファイナンス研究会報告書「日本企業における海外市場への重

複上場の状況と意義」松本雅之  
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遇制度が受けられる制度である。  

エンジェル税制の優遇制度 

 

出所：経済産業省 エンジェル税制確認申請の手引き  

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sogyo/data/angel_tebiki.pdf 5 

 

まず一つ目のベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置には、A と B

のいずれかを選択できる。 

優遇制度の種類  

 10 
出所：経済産業省 エンジェル税制確認申請の手引き  

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sogyo/data/angel_tebiki.pdf 

 

二つ目に、未上場ベンチャー企業株式を売却した年に受けられる優遇措置が

ある。これは売却損失が発生した場合に利用されるものであり、未上場ベンチ15 

ャー企業株式の売却により生じた損失を、その年の他の株式譲渡益と通算また

は相殺できるだけでなく、その年に通算(相殺 )しきれなかった損失については、

翌年以降 3 年にわたって、順次株式譲渡益と通算(相殺)できるというものであ

る。 

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sogyo/data/angel_tebiki.pdf
http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sogyo/data/angel_tebiki.pdf
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エンジェル税制とはこれらのような仕組みであるが、最も利用されている優

遇措置は A のその年の総所得金額からの控除で、75.9％の人が利用している。

一方で、優遇措置 B は 5.2％と非常に少なくなっている。優遇措置 A では、控

除できる金額が 1000 万円までと決まっており、この上限に不満を持っている人

も少なくない。  5 

野村総合研究所の調査によると、エンジェル税制の認知状況は、エンジェル

税制の名前は 65％の人が知っているが、内容まで知っている人は 32.8％にとど

まっている。ここで気になるのが、名前も知らない人がまだまだ存在するとい

うことである。名前を知るきっかけとして最も多かったものが、経済産業省の

ホームページである。また商工会議所などの支援機関のアドバイスや主催する10 

セミナーを通じて知る人も多い。これらの他にも、金融機関や税理士、司法書

士や行政書士などから投資家に向けて、エンジェル税制を発信していくべきで

ある。  

 次に問題となってくるのが、エンジェル税制を認知している人の中で、活用

している人の割合が 29.5％と非常に少ないことである。累積投資金額が 100 万15 

円未満の場合はエンジェル税制を活用していることが多いが、1000 万円以上な

ど累積投資金額が多くなるほど活用していない状況である。この理由として、

一件あたりの出資額が高くなり出資比率が高くなることで同族要件に該当する

こと、総所得金額からの控除の上限の 1000 万円を超えてしまうため、優遇措

置 B しか活用できないことがある。また、税控除を受けるための手続きに手間20 

がかかることや、エンジェル税制にメリットを感じないといった意見もある。  

エンジェル税制を利用したいと思わない理由として最も多いのが、未上場株

式に投資をする方法がわからないことである。エンジェル税制という仕組みが

存在していても、そもそも投資する方法がわからないので利用できない人が多

い。そこでエンジェル税制を広めていくと共に、未上場株式に投資する方法も25 

広めていく必要がある。一度でもエンジェル税制を活用して、エンジェル税制

の仕組みをより深く知ってもらえば、エンジェル税制を利用してベンチャー企

業に投資をするエンジェル投資家が増加すると考える。  

また、エンジェル税制は自社への投資にも活用できるものであるが、その認

知度が低いこともエンジェル税制があまり利用されていない理由であると考え30 
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る。未上場企業への投資は、投資先企業の評価が困難であるため投資をする人

が少ないが、自社に投資をすると企業の情報など評価をする際の材料が明らか

であるので、評価がしやすく安心して投資ができる。そこで自社への投資にも

エンジェル税制を活用できることを、ベンチャー企業の企業家に伝えていかな

ければならない。 23 5 

 

◎情報の非対称性  

中小企業、ベンチャー企業においては、大企業のような安定した成長を遂げ

る企業群ではないため、一定した売り上げを上げることができないこともある。

それは、財務諸表を確認することによって即座に確認することができ、また、10 

銀行にとっては融資先を決める最も見やすい基準である。なので、銀行からす

ると、中小企業やベンチャー企業は、大企業よりも断然にリスクの高い融資に

なる。そのリスクを軽減するものとして、非財務情報が挙げられる。図 2-1 を

みると、金融機関の非財務情報に関する取り組み状況は、ほとんどが、「融資判

断時に都度必要な情報を確認」している一方で、「渉外担当者が個人レベルで情15 

報を収集・管理」している金融機関は全体の 4 割程度であった。  

                                                   
23経済産業省 エンジェル税制確認申請の手引き 

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sogyo/data/angel_tebiki.pdf 

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sogyo/data/angel_tebiki.pdf
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表６ 非財務情報に関する取り組み状況（組織的に取り組んでいない） 

    合計  

渉外担

当者が

個人レ

ベルで

情報を

収集・管

理 

融資判

断 

時に都

度 

必要な

情 

報を確

認 

その他  無回答  非該当  

全体  

126 

100.0 

50 

39.7 

120 

95.2 

2 

1.6 

2 

1.6 
240 

分類  

地方銀

行 

10 

100.0 

5 

50.0 

10 

100.0 

0 

0.0 

0 

0.0 
53 

信用金

庫 

75 

100.0 

23 

30.7 

71 

94.7 

2 

2.7 

1 

1.3 
134 

信用組

合 

40 

100.0 

22 

55.0 

38 

95.0 

0 

0.0 

1 

2.5 
44 

その他  
1 

100.0 

0 

0.0 

1 

100.0 

0 

0.0 

0 

0.0 
9 

出所：「金融機関等から見た企業の知的財産を活用した資金調達に関する調査研

究報告書 株式会社データバンク編」平成２５ 年出版 経済産業調査会

p.20,21 

 5 

このように、中小企業やベンチャー企業は、財務諸表にて信用を勝ち取ること

が難しいが、金融機関は積極的に非財務諸表に関する取り組みを行っていると

は言えない状況である。実際、金融機関全体における融資判断の際の財務・非

財務の比率は、およそ「財務 7.3」に対し「非財務 2.7」となっている。この結

果は、地方銀行、信用金庫、信用組合の分類別にみてもほとんど差がない状況10 
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である。情報の非対称性を改善するためにも、金融機関の方から企業に寄り添

う形での行動を促す必要があるのではないか。 24 

 

情報の非対称性から生じる問題点として挙げられるものの中に逆選択、モラ

ル・ハザードがある。逆選択(adverse selection)とは、情報の所在に非対称性5 

が存在するために、市場に粗悪な商品だけが残って、市場の資源配分機能が機

能しない問題のこと。情報の経済学における概念の１つ。  

G.A.アカロフのレモン (中古車)市場の話が有名。 

これは、買い手は財を購入するまでその財の品質を知ることはできないので、

売り手がその無知につけ込んで、悪質な財（レモン）を良質な財と称して販売10 

する可能性があるために、買い手が良質な財として出回っている物を購入した

がらなくなって、結果的に市場に出回る財はレモンばかりになってしまうとい

う問題である。  

金融の分野に応用すると、金融的ポジションの劣悪な資金の借り手 (情報優位

者)が市場に現れたとしても、貸し手(情報劣位者)は借り手の金融的ポジション15 

を正確に識別できないため、貸し手としては貸し倒れリスクを見込むため、優

良借り手に対しても高金利を適用せざるをえなくなることから、やがては良質

な借り手が市場から姿を消すという事態が発生することになる。  

金融制度はこうした問題に対処するための仕組みであると理解されている。  

公的資金の注入や預金保険などのセーフティネット（安全網）があることから、20 

金融機関の経営者や株主、預金者らがリスクを軽視し、自己規律を喪失するこ

と。通常「倫理観の欠如」「倫理欠如」などと訳される。  

 日本ではバブル経済崩壊後、 25ペイオフの全面凍結で預金が全額保護され、

                                                   
24 「金融機関等から見た企業の知的財産を活用した資金調達に関する調査研究

報告書 株式会社データバンク編」平成２５年出版 経済産業調査会 p.20,21 

25野村総合研究所 個人投資家によるベンチャー企業等への投資活動の実態に  

関する調査  

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/downloadfiles/report_20130507

_02.pdf 

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/downloadfiles/report_20130507_02.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/downloadfiles/report_20130507_02.pdf
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政府の公的資金注入で大手銀行は破綻 (はたん )しないとされた時期に、モラ

ル・ハザードが広がり、無謀な資産運用や信用供与の広がった時期があった。

2008 年の世界金融危機時にも、アメリカの大手証券会社ベアー・スターンズの

公的救済が政府支援への過剰な期待というモラル・ハザードを生み、リーマン・

ブラザーズ破綻以降の市場の混乱（リーマン・ショック）を拡大した面がある。  5 

 厳密には、モラル・ハザードは、経済学のプリンシパル（依頼人）-エージェ

ント（代理人）理論 principal-agent theory で、「情報の非対称性」asymmetric 

information からおこると説明されている。つまりプリンシパル（本人、株主、

労働者、患者など）の利益の実現をエージェント（経営者、使用者、医療サー

ビス提供者など）にゆだねる際、プリンシパルが知り得ない情報がある場合、10 

エージェントの行動が、プリンシパル本位のものでなくなり、資源配分が非効

率になる現象をさす。  

逆選択の問題を解決するために必要になるのが、シグナリングという行為で

ある。シグナリングとは、逆選択を防ぐために、取引の際に情報を多く持って

いる側が、情報が少ない側に情報を提供し、安心してもらおうとする行為のこ15 

と。情報優位者が情報を提供することで取引をスムーズに行うことができ、悪

い商品ばかりが市場ばかりが市場に出回るのを防ぐことにつながる。 

例えば何かの商品売買を行う場合、その商品について売り手はたくさんの情

報を持っているとする。しかし買い手はその商品についてほとんど知らない状

態なので、その商品のことを信用することができない。  20 

このときに、買い手に信用されるために商品についての情報を売り手が買い

手に提供することが、シグナリングであるということができる。社会でよく見

かけるその他のシグナリングとしては、製品の保証書や返品・返金制度がある

（つまりそれが高品質のシグナルとなる）。  

また企業の株式発行額と負債額の比率は、その企業の将来の見通しに対するシ25 

グナルになる。  

また、情報が少ない側から多い側から情報を引き出す場合は、スクリーニン

グという行為を行うことによって逆選択を解決することも可能である。スクリ

ーニングとは、自己選択メカニズムともいわれ、情報を持つ側に、自ら情報を
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開示するように仕向けることである。例として、保健会社が挙げられる。保険

会社は顧客の健康状態がわからない。そこで、商品を２つ開発したとする。１

つは、保険料が高額だがすべてをカバーする商品、もう１は保険料が安いが一

部を負担しなければならない商品。これを顧客に選択させることにで、本人し

か分からない健康状態という情報を保険会社は引き出すことができる。 5 

シグナリング、スクリーニングを行う主体が増えれば逆選択は少なくなるであ

ろう。  

例えば、掲示板や SNS サイトにて、起業家と投資家の交流を行うのはどうだ

ろうか。双方のコミュニケーションを簡単に、円滑に行うことは、シグナリン

グ、スクリーニングの促進に繋がると思う。実際に、掲示板にて行われている10 

例を紹介する。グッドエンジェルというサイトがある。これは、投資家は自ら

が投資したい事業内容と出資額を提示し、起業家は事業案や、簡単な事業計画

を記載する。そして、お互いに気になった相手に対して、メッセージを送信し、

やり取りを行うことによって、コミュニケーションを円滑に進めることを目的

にしている。投資家の登録数は 2155 人、起業家は 6276 人いる。サイト内の投15 

資家 454 人をランダムに選出し、投資額を調べた。その結果を表１にまとめた。  

表７ 

 

出所：グッドエンジェル「エンジェル投資家の投資額による内訳」 26 

http://angel.good-hills.co.jp/ 20 

                                                   
26 グッドエンジェル「エンジェル投資家の投資額による内訳」

http://angel.good-hills.co.jp/ 

投資額  人数  

100 万円  55 人 

300 万円  60 人 

500 万円  83 人 

1000 万円  119 人  

3000 万円  82 人 

5000 万円  5 人 

9000 万円  50 人 

http://angel.good-hills.co.jp/
http://angel.good-hills.co.jp/
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 上記の表より、100 万円～9000 万円と幅広い投資額の提示があり、1000 万円

以上の投資額において、全体の 56.39％を占めている。  

このようなサイトを利用しての成功例もいくつかある。したがって、このよ

うな投資家と起業家のマッチングサイトの管理を徹底し、多くの人間が利用で

きるように整備することで、シグナリング、スクリーニングが円滑に行われる5 

のではないか。  

情報の非対称性の根本的な問題として、次のことが挙げられる。金融庁は平

成 28 年度の金融行政方針で金融機関が企業に借入審査を行う際に、基準の 1

つとして金融機関と企業間の対話を重要視すべきだと述べている。担保や保証

が十分に確保できない企業でも将来成長の可能性を秘めていたり、地域になく10 

てはならなかったりする企業が数多く存在するからである。しかし、企業の存

続のため利益を無視した資金提供は金融機関にとって無理難題である。そこで

我々は銀行と消費者金融が個人向けで取り扱っている保証債務を地方の金融機

関でも地方向けに広めていくことが問題の解決になるのではないかと考える。

27 15 

解決策を述べる前にそもそもなぜ銀行と消費者金融が提携を行うようになっ

たのかについて理解しておく必要がある。消費者金融は流行りのタレントを起

用したポスターや CM で宣伝活動を行い、消費者金融からの借入にポジティブで

安易なイメージを顧客に与え、借入を焚きつけていた。その結果、元々借入を

行なっていた消費者金融に対して返済を行うために他からの借入を行うという20 

多重債務者問題が発生した。それに伴い、政府は 2006 年に貸金業法を改正し、

消費者金融などのノンバンクに個人向け貸出の上限に「年収の 3 分の 1 まで」

という総量規制を適用した。その結果、図７からも分かるように貸金業者の貸

出の激減や倒産も相次ぎ、2015 年には貸金業法改正以前の約 6 分の 1 にまで減

少している。これに対応すべく、消費者金融が取った策が銀行との提携である。25 

銀行は消費者金融に比べて審査体制が整っておりクリーンなイメージが強く、

貸出総量規制が適用されていないので、銀行と組み、ローンの損失リスクを肩

代わりすることで保証料を得ることが出来るのである。具体的には、イオン銀

行はコストの低い預金をキャッシング事業に回して低利でカード会員向けに融

                                                   
27 平成 28 事務年度「金融行政方針」金融庁ｐ21～22 
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資を行う。三菱東京 UFJ 銀行は受付後に迅速なカードの発行を行い、三井住友

銀行は傘下である SMBC コンシューマーファイナンス(旧プロミス)の店舗に自

動契約機の導入することを検討している。日本貸金業協会のデータによると

2010 年以降、信用保証の残高は右肩上がりで 14 年にノンバンクの直接融資の

額を上回った。27 年 4 月には保証残高が融資の 1.5 倍まで広がった。しかし、5 

窓口の銀行員が直接審査するわけではないので審査の容易さや審査の際に基準

として年収の割合に上限のないため、貸出すぎなのではないかと指摘する声も

少なくはない。 28 

 

図７ 最近１０年今野消費者金融市場の推移  10 

 

出所：金融庁「貸金業関係資料」 29 

http://www.fsa.go.jp/ 

 

以上のことから、中小企業・小規模事業者が銀行から資金調達することは信15 

用力が足りないという点などから困難であるとされている。そこで、中小企業・

小規模事業者が資金調達をしやすいように信用を保証している公的機関として、

信用保証協会が存在している。  

信用保証協会とは、中小企業・小規模事業者が金融機関から事業資金を調達

                                                   
28 日経新聞 2017/07/28 朝刊「銀行カードローンを信用保証、融資膨らむ兆し、

陰にノンバンク、手数料で稼ぐ」  
29金融庁「貸金業関係資料」 

http://www.fsa.go.jp/ 

http://www.fsa.go.jp/
http://www.fsa.go.jp/
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するときに、保証人となって融資が受けやすくなるようにサポートする公的機

関である。全国各地に信用保証協会があり、各地域に密着して事業を行ってい

る。 

信用保証協会が行っている信用保証制度は、基本的に中小企業・小規模事業

者、金融機関、信用保証協会の三者で成り立っており、仕組みは以下の図のよ5 

うになっている。  

 

信用保証制度の仕組み  

  

出所：全国信用保証協会連合会 30 10 

http://www.zenshinhoren.or.jp/ 

                                                   
30全国信用保証協会連合会 

http://www.zenshinhoren.or.jp/ 

http://www.zenshinhoren.or.jp/
http://www.zenshinhoren.or.jp/
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そして信用保証制度の流れは以下のような仕組みである。  

 

信用保証制度の流れ  

 

出所：全国信用保証協会連合会  5 

http://www.zenshinhoren.or.jp/ 

 

中小企業・小規模事業者は金融機関から資金を借りて、返済期間までに金融

機関に返さなければいけないが、何らかの事情で返済期間までに返せない場合

は、代わりに代位弁済として信用保証協会が金融機関に返済してくれる。そし10 

て返済可能になれば中小企業・小規模所業者は信用保証協会に返済する、とい

う仕組みである。  

信用保証制度を利用できる対象は次の通りである。  

http://www.zenshinhoren.or.jp/


38 
 

表８ 信用保証制度の利用対象企業  

  

出所：全国信用保証協会連合  

http://www.zenshinhoren.or.jp/ 

 5 

組合は、当該組合が保証対象事業を営むもの、またはその構成の 3 分の 2 以

上が保証対象事業を営んでいれば対象となる。ほとんどの商工業の業種が対象

であるので利用できるが、農林漁業や金融業など一部の業種は対象外である。  

保証対象となる資金は、原則としてすでに事業を行っている者に対する事業

経営に必要な運転資金及び設備資金に限られている。しかし、創業者向けの特10 

別な保証制度の対象要件に該当する場合は保証の対象となる。また、中小企業・

小規模事業者 1 人に係る保証限度額は、中小企業信用保険における普通保険の

限度額 2 億円（組合 4 億円）と無担保保険の限度額 8,000 万円（組合も同額）

を合わせた 2 億 8,000 万円（組合 4 億 8,000 万円）となっている。  

保証期間は、一般的に 5 年以内とされており、企業が災害を被った場合や取15 

引先の倒産等で不良債権が発生し長期にわたる企業体質の改善が要請されてい

る企業のように、特別の事情があると認められる場合は運転資金 7 年、設備資

金 10 年まで延ばすことができる。信用保証協会の役割は、まじめに事業経営に

http://www.zenshinhoren.or.jp/
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取り組んでいる中小企業・小規模事業者が資金を円滑に調達し、企業発展のバ

ックアップをするという前向きな仕事であるため、保証期間は固定化を避ける

意味でも最長期間を定めている。  

 

信用保証制度を利用するメリットは、５つ挙げられる。一つ目は、金融機関5 

から融資してもらえる枠が大きくなることである。信用保証協会が「信用保証」

を通じて資金調達をサポートしてくれるため、金融機関は返済してもらえる安

心感ができるので、多く融資をしてもらえるようになる。二つ目は、事業者の

ニーズに合った保証制度を選ぶことができることである。多様なニーズに合わ

せられるように多種の保証制度があるため、ニーズに合わせて選ぶことができ10 

る。三つ目は、長期間の借入が可能になることである。信用保証協会が保証を

してくれているので、金融機関も安心して長期間資金を貸してくれるようにな

る。四つ目は、原則として法人代表者以外の連帯保証人が必要ないことである。

また個人事業者の場合は、保証人が必要ないので簡単に借りることが可能であ

る。五つ目は、担保がなくても利用できることである。金融機関から直接資金15 

調達をする場合は、金融機関はリスク回避のため担保を重視するが、信用保証

制度では無担保で 8000 万円まで借入が可能である。これらのメリットがあるこ

とから、中小企業・小規模事業者から多く利用されている。  

中小企業・小規模事業者が日本の企業全体に占める割合は 99.7%で、その数

は全国で 385 万企業もある。そのうち信用保証協会の利用企業数は 146 万企業20 

と公的金融機関の中で最も利用が多くなっている。また利用企業の中でも 9 割

は「従業員数 20 名以下」のような小規模企業である。  

 

中小企業・小規模事業者が金融機関から資金を借りやすくするために、信用

保証協会は信用保証を行っているので、中小企業・小規模事業者は信用保証協25 

会に信用保証を利用する対価として、信用保証料というものを支払わなければ

ならない。信用保証料は、中小企業・小規模事業者の信用保証委託に応ずる対

価であり、中小企業信用保険の信用保険料や経費などの制度運営上必要な費用

に充てるものである。また信用保証料の料率は、中小企業・小規模事業者の財

務状況などを考慮して決められる。担保を提供した場合や会計参与設置会社で30 
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ある場合などは、割引を行うこともある。信用保証料の徴収は、中小企業・小

規模事業者が金融機関から信用保証付融資を受けたときに、原則として信用保

証全額が融資金融機関により徴収される仕組みになっている。  

信用保証制度は、返済能力はあるが担保力の乏しい中小企業・小規模事業者

に対し、事業経営に必要な運転・設備資金の調達を容易にすることを目的とし5 

ている。そのため、8000 万円を超えて有担保保証になった場合、担保の対象は

不動産だけではなく、売掛債権や動産、在庫、有価証券、商業手形なども担保

にあてることができる。 

 

このような信用保証制度を支える仕組みとして存在するものが、責任共有制10 

度である。責任共有制度とは、信用保証協会と金融機関が連携して中小企業・

小規模事業者の事業意欲などを把握して、融資をしている間とその後の経営支

援や再生支援を継続的に行っていくことを目的とした制度である。責任共有制

度には「部分保証方式」と「負担金方式」の 2 つの方式があり、各金融機関が

どちらかを選ぶ仕組みになっている。  15 

 

責任共有制度の仕組み  

  

出所；全国信用保証協会連合会  

http://www.zenshinhoren.or.jp/ 20 

http://www.zenshinhoren.or.jp/
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部分保証方式とは、個別融資金額の 80％を信用保証協会が保証するもので、

代位弁済後は信用保証協会が 80％の保証部分を求償権として取得することに

なる。信用保証協会の保証部分以外の債券は金融機関が独自に管理して、回収

や譲渡を行うことになる。負担金方式とは、信用保証協会が個別融資金額の5 

100％を保証するが、金融機関は保証利用実績に応じて算出された一定割合を負

担金として負担する方式である。  

信用保証協会は、中小企業・小規模事業者が円滑に金融機関から資金を調達

し、その資金を活用して継続的に企業発展を遂げられるようにするための仕組

みづくりをしている公的機関である。 31 32 10 

 

情報の非対称性の解決策として、現在では有担保貸付が主に使われている。

だが中小企業が資金を借りようとする際に、中小企業は保有している担保が少

ないため銀行側は企業を信用できず、貸し出しができないことが多い。そのた

め、中小企業は資金を十分に借りることができていない。そこで銀行とノンバ15 

ンクが提携して、中小企業向けのシステムを作り出し、中小企業が資金を借り

やすくする必要がある。ノンバンクは普段から小規模会社や個人経営者に資金

を貸し出しているので、情報が少ない人に対して資金を貸すノウハウを持って

いる。しかし銀行は情報が少ない人にはあまり資金を貸さないのでノウハウが

ない。そこでノンバンクが持っているノウハウを借りて銀行が中小企業に資金20 

を貸しやすくすれば良いと考える。 33 

前に述べたように、消費者金融が銀行に個人向けの融資のノウハウを教えて

いることが事実としてある。今回は、その反対に銀行が消費者金融に法人向け

の融資のノウハウを教えることで、消費者金融が信用保証協会のような中小企

業・小規模事業者が金融機関から資金を借りやすくできるような仕組みを作る25 
                                                   
31 一般社団法人全国信用保証協会連合会「保障のお申込みの流れ」  

http://www.zenshinhoren.or.jp/flow/index.html 
32 「信用保証協会の保証第５版」 関沢正彦  平成２７年出版  
ｐ２～３、４３～４７、１３０～１３２、１８７～１８９   
33 農林金融  
https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n0603mov.pdf 

http://www.zenshinhoren.or.jp/flow/index.html
https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/n0603mov.pdf


42 
 

ことができると考える。銀行から消費者金融にノウハウを教える方法として、

銀行と消費者金融と信用保証協会の３団体が集まり、銀行側が消費者金融の代

表者に向けて法人向けの資金調達のノウハウを教え、信用保証協会が消費者金

融に信用保証制度の活用方法などについて教える。そして消費者金融は社内で

活用方法を広めると、消費者金融で信用保証を利用することができるようにな5 

る。 
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終章  

 本論文ではベンチャー企業、中小企業が資金調達に対してどのような問題

を抱えていて、それを解決するにはどうしたらよいかについて考えてきた。  

１つ目の問題はエンジェル投資家が減少していることについてである。この

解決策として我々はまずエンジェル税制が適切であると考えた。そもそもエン5 

ジェル税制を認知している企業は６５％であり半分程度の認知度しかない。ま

たその中でも内容まで把握している企業はわずか３２％にまで低下する。それ

をより広めるために金融機関や税理士が投資家に向けて発信していけばより認

知度が高まると考えられる。  

２つ目の問題は情報の非対称性である。この解決策として本来、公的機関で10 

ある信用保証協会は金融機関と中小企業の間の役割を担っていた。しかし現在、

信用保証協会が取引を行っている企業は従業員２０人以下と非常に小さな企業

ばかりである。そこで我々はその信用保証協会が担っている役割を消費者金融

が担えばよいと考えた。消費者金融は個人や小規模の企業と取引が多いため、

信用保証協会が取引を行っている企業とも上手く取引ができると考える。  15 

今後、ますます中小企業やベンチャー企業は増加していくと考えられる。そ

のためこれらの企業の資金調達が円滑に進み、今まで以上に日本経済が成長を

遂げることを期待したい。 
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