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序章 問題意識  

 

  日本の経済の更なる発展に必要不可欠のものが中小企業・ベンチャー企業

の持続的な発展だ。全企業数の 99.7%、全従業員数の 69.7％を占め、雇用の担

い手、地域経済の担い手として存在する中小企業と成長産業であるベンチャー

企業。このような、日本経済に必要不可欠な中小企業とベンチャー企業の問題

のひとつとして資金調達がある。主旨文にもあるように、さまざまな政策や法

整備によって企業後の資金調達の状況は改善されつつある。また、金融機関も

以前とは違いリスクをとった経営を行うようになり、金融庁の掲げる「顧客本

位の業務運営」を行うようになった。しかし、依然として主な資金調達方法が

銀行等からの融資と間接金融に頼っており、中小企業とベンチャー企業の資金

調達方法は限られた資金調達を行っている。今後、中小企業とベンチャー企業

がより円滑な資金調達を行うには従来の間接金融に頼る資金調達を変えていく

必要がある。  

 今後、日本のイノベーションを促進し、ダイナミズムを高めるためには、日

本にはまだ形成されていないベンチャーエコシステムという起業家がその後、

次のベンチャー企業を生むベンチャーキャピタリストになる好循環を生み出し

ていくシステムが必要である。さらに、中小企業、ベンチャー企業の双方に大

企業が関与していくことが必要なのではないか。  

大企業が中小企業、ベンチャー企業に関与していく方法として CVC が挙げら

れる。しかし、 CVC には問題点がある。問題点を解決し、大企業が CVC を行い

やすくすることによって中小企業とベンチャー企業の資金調達の問題がが解決

するとともに、世界で活躍できる中小企業とベンチャー企業になっていくので

はないか。  

 これらの問題意識に対し、 1 章では日本企業について述べ、 2 章では中小企

業第 3 章でベンチャー企業について述べ、第 4 章で企業規模による資金調達方

法と問題点、第 5 章で問題解決のための提言をのべ、そして総括とする。  

 

第1章 日本企業について  
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 本章では日本企業の現状、金融機関・証券市場との関係を述べ、中小企業、

ベンチャー企業の定義、役割そして現状と課題を述べる。  

 

1-1 日本企業の現状  

 

 日本経済は回復傾向にある。マクロの景気動向を示す実質 GDP はプラスの動

向 1となっており、 GDP デフレーターの推移も 2014 年から上昇傾向にある。経

済の主体である企業もここ数年業績を伸ばしている。しかし、日本経済が持続

的に発展していくためには、企業が持続的に成長を行っていくための資金調達

のルートを確立し、成長資金を獲得していくことが必要である。  

 

1-2 企業と金融機関の関係  

 

 銀行からの資金調達は間接金融のひとつであり、資金提供者である個人や、

企業からの預金を、資金需要者である個人や、企業に融資を行っている。銀行

の融資には信用保証協会の保証つきの融資 2とプロパー融資 3の 2 種類がある。  

現在日本の銀行は従来の融資を行い利ざやの獲得をするビジネスモデルが確

立できなくなっており、銀行の収益は低下の傾向にあり、地銀では経営統合が

進んできている。  

金融機関は中小企業への融資に積極的になっており、信用保証協会の保証を

つけた融資はバブル期の 1991 年以来の低水準になっている。関東の地銀では

地元の信用金庫への返済が 3 ヵ月滞っていた中小企業に信用保証なしの融資で

の借り換えを持ちかけおり、金融機関がリスクを積極的に取って融資を増やし

ている状況になっている。 4 

                                                   
1 IMF（国際通貨基金）より、期間 2012-2017 
2 信用保証協会法に基づき設立された信用保証協会が公的機関として債務を保証し、もし

も倒産など債務不履行になった場合には、信用保証協会が債務を肩代わりし金融機関に

返済する。信用保証協会は中小企業の借入に関する債務の保証を業務としており、保証

の申し込みを受けた中小企業からリスクに応じた信用保証料を受け取る。林（ 2017） p.2

07 より引用  
3 信用保証協会をはさまずに、直接銀行からお金を借り入れる融資  
4 2018 年 10 月 19 日  日本経済新聞「中小向け融資、リスク恐れず、保証付き、バブル

並み低水準、危うさ指摘の声も。」より、参照  
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1-3 企業と証券市場の関係  

 

 出資による資金調達は直接金融と言い、企業が有価証券を発行し投資家（証

券市場）から資金を調達することをさす。直接金融において重要な役割を果た

している証券市場だが、中小企業・ベンチャー企業よりも大企業との結びつき

が強くある。  

 1997年ではグリーンシート市場 5が設けられたが機能せず、今年の 3月31日に

廃止となった。  

その後、代替として創設されたのが株主コミュニティ 6だが、約定数量・金額

は増加しているものの，まだ低位にある。また、売買回転率はかなり低位にあ

り、銘柄数も少ないために、参加者数が少ない銘柄が目立っているなどの問題

が挙げられる。 7 

 

図表  1 株主コミュニティ制度銘柄の売買回転率  

年  発行済株式数  回転率（％）  

2015 311,450,739 0.01 

2016 314,998,359 0.11 

2017 318,306,959 0.26 

(出所 ) 証券経営研究会（ 2018） p.84 より取得  

 

他にも新興市場のマザーズや JASDAQなどでは中小企業・ベンチャー企業とのか

かわり強くある。  

 

                                                   
5 日本証券業協会が証券会社による非上場会社の株式等を公平・円滑に売買するために、

平成 9 年 7 月からスタートさせた制度  日本証券業協会（ http:/ /www.jsda.or.jp/shirabe

ru/greensheet/index.html）  
6 地域に根差した企業等の資金調達を支援する観点から、非上場株式の取引・換金ニーズ

に応えることを目的として、 2015 年（平成 27 年） 5 月に創設された非上場株式の流通取

引・資金調達の制度  日本証券業協会（ http:/ /market.jsda.or.jp/shiraberu/kabucommu

nity/seido/seidogaiyou/index.html）  
7 松尾（ 2018） p.84 より参照   
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第 2 章 間接金融に頼る中小企業  

 

ここでは中小企業基本法に基づく中小企業の定義について述べ、中小企業が日

本経済に果たす役割について述べていく。その後中小企業の現状と課題につい

て述べる。  

 

2-1 中小企業の定義・役割  

 

中小企業基本法によると、中小企業の定義は図表 2 中小企業の定義のよう

になっている。中小企業は資本金の額又は出資額の総額、常時使用する従業員

の数のどちらかを満たす企業であり、小規模の企業では図表 3 小規模企業者

の定義のように常時使用する従業員の数によって定まる。  

 

図表 2 中小企業の定義  

業種分類  中小企業基本法の定義  

製造業その他  
資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は  

常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人  

卸売業  
資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社又は  

常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人  

小売業  
資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は  

常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人  

サービス業  
資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は  

常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人  

（出所）中小企業庁（ http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html）より取得、

筆者作成  

 

図表 3 小規模企業者の定義  

業種分類  中小企業基本法の定義  

製造業その他  従業員 20 人以下  

商業・サービス業  従業員 5 人以下  

（出所）中小企業庁（ http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html）より取得、

筆者作成  

中小企業の役割  

 中小企業の役割は以下のようにまとめられる。  
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図表 4 中小企業の役割  

役割  説明  

雇用の  

担い手  

量的な側面で見ると非一次産業常用雇用者の 66.4％が中小企業に勤めてい

る。中小企業の雇用吸収力は転職市場においても大きなウェートを占めて

いる。また、質的な側面では、高齢者や女性など多様な労働者に柔軟な就

業の場を提供している。  

競争の  

担い手  

競争の担い手として経済の活性化に寄与している。市場に多数の企業が存

在することで競争が活性化する。競争によって差別化を図るようになり、

革新が絶えず起こり経済の活力が維持される。  

成長産業の  

創出の  

担い手  

中小企業は成長産業の母体である。現在日本経済を率いる企業はもともと

中小企業であった。「成長産業の母体」とは、このような成長企業が国の

経済を牽引する産業の中核になるということである。  

多 様 化 す る

ニーズの  

担い手  

多様なニーズに応える商品・サービスを提供していることである。ニーズ

が多様化すると、一つ一つの市場は細分化される。細分化された小さな市

場は、一般的に企業の最適規模が小さくなる。こうした小さな市場に商

品・サービスを提供している。  

地域経済の  

担い手  

地域経済の中核としての役割がある。日本には、特定の製品や業種に特化

した中小企業が集積している地域として、「地場産業」がある。地場産業

は地域経済の支えとなっている。  

社会的  

分 業 構 造 の

担い手  

社会的分業構造の担い手になっている。先にあげた地場産業もその一つだ

が、下請け企業としても社会的分業構造の担い手としての役割を果たす。  

（出所）藪下・武士俣（ 2002） pp.17-29 より取得筆者作成  

  

また、中小企業は日本経済での企業のダイナミズムを高めるためには中小企

業が注目されている。中小企業支援については、 1999 年における中小企業基

本法の抜本改正以降、創業支援や新事業の創出に向けた支援が中心となった。

さらに、原油・原材料価格の高騰による企業収益の悪化やリーマンショックを

契機とした金融危機などのショックに応じ、金融円滑化法、及び緊急保証制度

を始めとする様々な金融支援策が講じられてきた。 8 

 

2-2 中小企業の現状と課題  

 

 中小企業の現状として企業数の減少、さらに経営者の高齢化が挙げられる。

1999年から2015年までの 15年間に約100万社減少しており、リーマンショック

後から緩やかではあるが中小企業数は減少傾向にある。  

 

 

                                                   
8 内閣府  経済財政政策（ 2015） pp.1-5 より参照  
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図表 5 中小企業の推移  

 

（出所）「 2016年版中小企業白書」 p.24より取得  

 

 資金調達においては小規模・零細企業と中規模企業において同様にして挙げ

られる現状は自己資金又は銀行借入れの比率が高い。その原因として挙げられ

るのは小規模企業では設備投資等のための必要資金を調達するのに株式市場か

らの資金調達は困難であるからだ。また、無担保・無保証で調達できる社債に

は、「少人数私募債」と「社債担保証券」があるものの、発行・管理面等から

導入は容易ではない。他にも、手形割引やファクタリング 9などの利用は、運

転資金の入手のためであり、利率や手数料等の面で負担が重くのしかかるため

だと考えられる。 10 

 また、信用保証協会の保証を用いた金融機関での資金調達は銀行がリスクを

とるようになったため件数は減ってきているものの、依然として比率は高く

なっている。  

 

小規模・零細企業も中小企業も課題として規模の経済、情報の非対称性、の

2 つが挙げられる。  

1 つ目の規模の経済だが、貸手と借手の両方に働く。まずは貸手だが金融取

                                                   
9 企業が保有している売掛債権をファクタリング会社に買い取ってもらい売掛債権を資

金化するときに用いられる。  

10 宮下（ 2013） pp.96-97より参照  
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引において、銀行融資などでは融資金額が増えるほど融資を行うために必要な

審査費用などの貸出当たりのコストが逓減する。これは、借手にも同じことは

言えるが、貸手と借手が同額のコストがかかる場合、大企業と中小企業では貸

出金の額が大企業のほうが多いため優良な中小企業でさえも資金調達に支障を

きたす。 11 

2 つ目の情報の非対称性では、中小企業は金融機関に提出する事業計画や資

金使途の説明を行うが、借手に関する情報が少なければ少ないほど貸してはリ  

スクの高い借り手を選んでしまう逆選択 12が生ずる。借手側からそれを防ぐ場

合シグナリング 13のコストがかかり、これにも規模の経済が働く。そのため、

貸手は資金提供後にモラルハザード 14が発生する。 15  

  

第 3 章 資金調達に困難なベンチャー企業  

 

ここではベンチャー企業の定義、役割を述べ、その後ベンチャー企業の現状と

課題について述べる。  

 

3-1 ベンチャー企業の定義・役割  

 

 ベンチャー企業は中小企業に分類されることが多いが、主旨文にもあるとお

り、新技術や新製品、新事業を背景に成長・拡大とあり、成長意欲があるのが

窺える。また、ベンチャー企業の定義として主旨文の「祖業からあまり時が

経っておらず、新技術や新製品、新事業を背景に成長・拡大使用とする意欲の

ある企業」とする。  

 

                                                   
11 藪下・武士俣（ 2006） pp.29-30 より参照  
12 情報の非対称性が存在することによって良いものが淘汰され劣悪なものが市場に残る

融資の場合、情報が少ない優良な中小企業が融資に選択されなくなり、劣悪な企業が融

資の場合となる。  
13 情報の非対称性が発生している際に情報を保有している側が情報を持たない側に情報

開示をすること  
14 情報の非対称性がある世界で資金教習が行われた後、発生する。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も配当などを増やそうとする  
15 藪下・武士俣（ 2006） pp.30-34 より参照  
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 ベンチャー企業の成長段階について  

ベンチャー企業は 4 つのステージに分けることができ、以下のような定義に

なっている。  

 

図表 6 ベンチャー企業のステージ  

ステージ  定義  

シード  商業的事業がまだ完全に立ち上がっておらず、研究及び製品開

発を継続している企業  

アーリー  製品開発及び初期のマーケティング、製造および販売活動に向

けた企業  

ミドル  

（エクスパンション）  

生産およ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  

レーター  持続的なキャッシュフローがあり、 IPO 直前の企業等  

（出所）一般社団法人ベンチャーエンタープライズセンター（ 2017） p.Ⅰ -123 より取得  

 

図表 7 ベンチャー企業の役割  

役割  説明  

産 業 の 新 成 長 分 野 の

開拓者  

日本再興戦略で掲げられた戦略的な市場・分野は、現在、市場規

模として未発達なもの、採算性が明確でないものなどが多く、機

動的な意思決定 でリス クを取って事業に 挑戦 することが鍵とな

る。そのような未開拓の分野を切り拓くのは、新規開業や大企業

の改革により生まれたベンチャーである。  

雇用の創出  新たな雇用の創出は、ベンチャーから生まれる。米国では、ベン

チャー企業の雇用創出は、民間雇用の１１％と大きな位置を占め

ている。また、米国中小企業庁の調査では、成長する新規企業の

雇用創出力が大きいことが明らかになっている。  

我が国においても、ボリュームは米国ほどではないものの、企業

の成長過程において多くの雇用創出が見られる。成熟した企業は

雇用を削減している傾向が見られ、新規雇用の創出におけるベン

チャーの重要性が高いと考えられる。  

イノベーションの  

創出  

新しい技術、ビジネスモデルなどのイノベーションの多くはベン

チャーから創出 されて きた。スーパーマ ーケ ット、ファースト

フード、宅配便、パソコン、検索エンジン、ＳＮＳなど、我々の

生活に便利と豊かさをもたらすイノベーションはベンチャーから

生まれている。また、医療・福祉、エネルギーなどの新技術開発

でもベンチャーの役割は大きい。先鋭的な技術を有する技術系ベ

ンチャーは、研究開発を牽引する意思決定の速さとフォーカスを

絞った資源配分で新分野に挑んでいる。  

（出所）経済産業省（ 2014） pp.3-4 より取得、筆者作成  

 

3-2 ベンチャー企業の現状と課題  

 

 ベンチャー企業の現状として、企業数の増加が挙げられる。さらに近年増加
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しているのが大学発ベンチャー企業だ。大学発ベンチャーの定義として梅田

（2015）では大学から技術・人材を産業界へ移転することにより生まれたベン

チャー企業である 16としている。また平井・渡部・犬塚（ 2012）によると、大

学発ベンチャーは大学の研究成果を商業化する効率的な手段であり、革新的な

製品、サービスを事業として新産業を創出するイノベーションの担い手として

期待されている 17とある。  

大学発ベンチャー企業数が増加しており大学発ベンチャー企業が上昇気流で

あることは明白である。次の五つの分類に一つでも当てはまる場合「大学発ベ

ンチャー」と位置づける。  

 

図表 8 大学発ベンチャーに分類されるもの  

1 研究成果ベンチャー：大学で達成された研究成果に基づく特許や、新たな技術、

ビジネス手法を事業化する目的で新規に設立されたベンチャー  

2 共同研究ベンチャー：創業者の持つ技能やノウハウを事業化するために設立 5 年

以内に大学と共同研究等を行ったベンチャー  

3 技術移転ベンチャー：既存事業の維持・発展させるため、設立 5 年以内に大学と

共同研究等をおこなったベンチャー  

4 学生ベンチャー：大学と深い関連のある学生ベンチャー  

5 関連ベンチャー：大学からの出資がある等その他、大学と深い関連のあるベン

チャー  

（出所）経済産業省（ 2017）よりｐ .1 より取得筆者作成  

 

また 2017 年度の調査において、存在が確認された大学発ベンチャーは 2093

社。2016 年度で確認された 1846 社から 247 社増加している。  

 

図表 9 大学発ベンチャー企業数の推移  

 

（出所）経済産業省（ 2017） p.1 より取得筆者作成  

                                                   
16 梅田（ 2015）ｐ 1061 より引用  
17 平井・渡部・犬塚（ 2012） p.259 より引用  
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図表 9 から現在の日本の大学発ベンチャー企業の推移が読み取れるが、年度

を増すごとに企業数が上昇していることがわかる。さらに大学発ベンチャー企

業推移から大学発ベンチャーの需要が高まっていることがわかる。下記で当て

はまるものを大学発ベンチャーとして業種について以下に述べていく。  

 

図表 10 業界別大学発ベンチャーの推移  

 

（出所）経済産業省（ 2017） p.5 取得筆者作成  

 

業種別に見比べると、 IT（アプリケーション、ソフトウェア関連）とバイ

オ・ヘルスケア。医療機器の分野が多いことがわかる。 IT やバイオ関連意

偏っている理由として、 IT は、ソフトウェア開発が多く、初期投資が少なく

ても起業しやすいため、比較的多いとしている。 182016 年度調査と比べると、

バイオ、ヘルスケア、医療機器が 86 社、その他サービスの企業が 78 社、新た

に多く把握された。 19 

アメリカ、フランスなどと比較すると依然として低いが、徐々に上昇傾向に

ある。「日本再興戦略 2016」では、「第４次産業革命は、ベンチャーの時代

でもある。機動的な意思決定の下、迅速かつ大胆な挑戦が可能なベンチャーこ

そが、 GDP600 兆円経済実現に向けた中核を担わなければならない。地方から

                                                   
18 岩崎・青山（ 2007） p.117 より参照  
19 経済産業省（ 2017）より参照  
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グローバルに挑戦するベンチャー企業も登場し、大企業もオープンイノベー

ションの相手先として、目の色を変えて有望なベンチャーを探している。世界

に通用するベンチャー企業の創出に向けた機運は高まっている。」 20として、

政府はベンチャー企業への支援の強化を行っている。しかし、課題としてあげ

られるのが依然として設立時の資金調達方法においては自己資本の比率が高く

その次に銀行・信用金庫・信用組合等となっている。 21 

 

図表 11 設立から現在までの資金調達元の件数比率（複数回答可） 22 

 

（出所）一般社団法人ベンチャーエンタープライズセンター（ 2017）Ⅰ -127 より取得  

  

さらに、日本ではベンチャーエコシステムが発達していない。世界的に見る

とイスラエル、シンガポール、台湾、ロンドン等において、その国・地域の特

色を踏まえたベンチャー・エコシステムが次々と生まれている。さらに、こう

した拠点の間では、相互のネットワークづくりが急速に進んでおり、より多様

なインスピレーションをぶつけ合うことで、より斬新なビジネス・イノベー

ションを生み出す「グローバル・ベンチャー・エコシステム」が形成されつつ

ある。 23このようの状況から、日本でもベンチャーエコシステムを形成してい

く必要がある。  

 

                                                   
20 「日本再興戦略 2016」 p. 23 より引用  
21 一般社団法人ベンチャーエンタープライズセンター（ 2017） p.7 より参照  
22 対象は設立 5 年以内のベンチャー企業  
23 日本経済再生本部（ 2016） p.2 より参照  
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第 4 章 企業規模による資金調達方法と問題点 

 

ここでは中小企業の企業規模による資金調達方法とその課題とベンチャー企業

のステージ段階別における資金調達とその課題について述べる。  

 

4-1 中小企業の企業規模による資金調達方法と問題点  

 

ここでは中小企業を細分化し小規模・零細企業と中規模企業にわけそれぞれ

の主な資金調達方法と問題点について述べる。  

小規模事業者は取引先の倒産など不意なトラブルの影響を受けやすく、また

経営の建て直しや新事業を行う際に起動に乗せるまで耐えられる資金力が不足

しているという難点を抱えている。事業発展のためには、設備投資を保ち、よ

り安定した資金が必要になってくる。将来性のある事業でも、資金が不足して

いるばかりに事業や経営を続けることが困難となり破綻してしまうケースも少

なくない。  

図表 12 市町村が連携している分野  

 

（出所）中小企業庁 (2014)p.456 より取得、筆者作成   
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 図表 12 をみて分かるように、ものづくり・技術の高度化支援や雇用人材支

援などに力を入れており、小規模企業支援は少ない結果であった。しかし、資

金供給の円滑化・多様化支援は高い割合となっているため、さらに小規模企業

の資金調達を円滑化させることが必要である。事業の発展によって雇用を創出

できるようになれば、条件の優れた資金調達も行うことができる。小規模経営

者は、安定した資金を得ることは難しいことである。条件の良い資金調達を行

うことができれば、経営を安定させるとともに、さらに事業を発展させること

もできる。  

 

図表 13 資金調達の方法の実施  

 

（出所）みずほ総合研究所（ 2016） p.2 より取得、筆者作成  

 

 図表 13 から分かるように中小企業の主な資金調達方法として公的金融機関

からの借入、担保を必要とする資金調達が多くある。さらに事業性による融資

も挙げられる。よって小規模企業者では、信用保証制度とマル経融資、小規模

事業者経営発達支援資金をあげ、中規模企業では事業性評価のことについてあ

げる。  

 小規模企業の資金調達の方法として初めに、マル経融資（小規模事業者経営

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0%

信用保証協会の保証借入（ｎ＝33454） 

不動産を担保とする借入（ｎ＝3217） 

代表者等の保証による借入（ｎ＝3402） 

売掛債権の流動化による借入（ｎ＝2678） 

動産担保による借入（ｎ＝2672） 

知的財産担保による借入（ｎ＝2632） 

事業性を評価した担保・保証に 

よらない融資（ｎ＝2782） 

他行との協調融資（ｎ＝2657） 

公的金融機関からの借入（ｎ＝2937） 

ない 過去に受けたことがある 現在受けている 
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改善資金） 24を挙げる。小規模事業者は、経営内容が不安定であること、担

保・信用力が乏しいこと等の理由から資金確保の面で極めて困難な立場に置か

れている。こうした状況を踏まえ、商工会・商工会議祖・都道府県商工会連合

会の経営指導員が、経営指導を行うことによって、日本政策金融公庫が、 200

万円を上限に無担保・無保証人・低金利で融資を行っている。図表 13 はマル

経融資のプロセス、図表 14 は、マル経融資の条件を示している。  

 

図表 14 マル経融資のプロセス  

 

（出所）中小企業庁 HP より取得、筆者作成  

 

図表 15 マル経融資の条件  

融資限度額  2,000 万円  

担保・保証人  不要  

返済期間  運転資金 7 年以内（据置期間 1 年以内）  

設備資金 10 年以内（据置期間 2 年以内）  

融資対象  以下の要件をすべて満たすもの  

・従業員 20 人以下（宿泊業と娯楽業を除く商業・サービス業は 5 人以

下）の法人・個人事業主  

・商工会議所の経営・金融指導を受け、事業改善に取り組んでいる。  

・最近 1 年以上、同一会議所の地区内で事業を行っている。  

・商工業者であり、日本政策金融公庫の融資対象業業種を営んでいる。  

・税金を完納している。  

金利  固定金利  

（出所）東京商工会議所 HP（ https://www.tokyo-cci.or.jp/marukei/）より取得、筆者

                                                   
24 小規模事業者の経営をバックアップするために無担保・無保証人で商工会議所の推薦

に基づき融資される日本政策金融公庫の公的融資制度  
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作成  

 

 マル経融資は、小規模事業者が商工会・商工会議所の経営指導員等へ融資を

申込み、経営指導を受ける。そして経営指導員から報告を受け、日本政策金融

公庫へと報告をする。そして審査の結果で融資を受けることができるか否かが

決定する。このように融資を受けるためには相当な時間がかかる。  

マル経融資は、日本政策金融公庫の創業融資などと違い、創業前や創業直後

ではこの制度を利用することはできない。低金利＋無保証で小規模企業にとっ

ては非常に有利な制度のため、創業 1 年後以降に新たに融資を受ける可能性が

あれば、商工会議所に入り、要件を満たす必要がある。  

 小規模企業の資金調達の方法として次に小規模事業者経営発達支援資金とい

う融資制度を挙げる。この制度は、日本政策金融公庫が設け、事業者が抱えて

いる問題を解消し、資金力を強化させ、小規模経営者が事業を発展させるため

のサポートを行っている。 2015 年殻の事業であり、着実な融資を実施し、小

規模事業者の持続的発展の促進を目指している。経営発達支援計画の認定を受

けた商工会議所・商工会から事業計画の策定・実施の支援を受け、持続的に取

り組む小規模事業者が対象となっている。小規模事業者経営発達支援資金の融

資目的としては、「事業の持続的発展を目的とした事業計画の実施のために必

要とする設備資金及びそれに伴う運転資金である。 25」事業計画がきちんと定

まっていれば、広範囲に適用される融資であるため、資金調達に利用するのが

容易である。  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
25 日本政策金融公庫 HP より引用  
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図表 16 小規模事業者経営発達支援資金のプロセス  

 

（出所）中小企業庁 HP より取得、筆者作成  

 

図表 17 小規模事業者経営発達支援資金の融資条件  

融資限度額  7200 万円（うち運転資金 4800 万円）  

融資期間  設備資金は 20 年以内（据置期間 2 年以内）  

運転資金は 8 年以内（据置期間 2 年以内）  

＊従業員数 5 人以下の場合は、据置期間 3 年以内  

（出所）日本政策金融公庫 HP（ https://www.jfc.go.jp/）より取得、筆者作成  

  

図表 15 では、小規模事業者経営発達支援資金のプロセス、図表 16 では、小

規模事業者経営発達支援資金の融資条件について説明している。前記したよう

に小規模事業者経営発達支援資金は、小規模事業者ならだれでも利用をできる

というわけではなく、商工会議所・商工会から事業計画の策定、実施の支援を

受けていることが融資を受ける大前提となる。また、経営発達支援計画の認定

を受けた商工会・商工会議所から、売上の増加や収益の改善、持続って紀菜経

営のための事業計画策定にあたり、助言とフォローを受けなくてはいけない。

さらに、地域経済の活性化のために、一定の雇用効果（新たな雇用または雇用

の維持）が認められ、経営者及び従業員の知識、技能、管理能力の向上を図る

研修に参加するなどの人材の確保・育成に務めなくてはいけない。こうした
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ハードルが設けられるということもあり、その分融資の内容は充実している。

融資限度額の 7200 万円は小規模事業者向けの融資制度では大きい金額となっ

ている。融資限度額が 7200 万円となっているため、様々な目的に耐えられる

のが特徴である。この小規模事業経営発達支援資金は、一定の条件を満たす必

要があるが、雇用の拡大なども視野に入れた上で、広く事業の発展・建て直し

のために有利な環境で融資を受けることができる。融資限度額や貸付期間は、

担保や保証の有無などによっても変わってくるため、事前の準備をしっかりと

行ったうえで申請を行い、有利な融資を受けられるようにすることが重要であ

る。 

小規模事業者が持続的に事業を発展させていくためには、事業を再構築して

いくことが必要であるが、多くの小規模事業者は経営資源に制約があることか

ら単独で行うことは困難である。そこで小規模事業者に対する豊富な支援実績

のある商工会・商工会議所が地域の事業者を支援していくことが期待されてい

る。 

小規模企業の資金調達の方法として次に信用保証制度を挙げる。中小企業に

対する行政や公的機関による資金調達支援には、間接金融、直接金融、補助

金・助成金のほかに、直接に資金を供給しているわけではないが重要な役割を

果たしている信用保証がある。米国やイギリスなど先進国の多くでは、中央政

府や政府関係機関が直接融資を行うことは少なく、信用保証が金融支援の中心

的な手法になっている。 26創業した手の企業が銀行からプロパー融資を引き出

すことは通常不可能である。銀行としても何の実績もない企業といきなり直接

取引するのはリスクが高いため、避けようとする。そこでまずは、信用保証協

会の保証付き融資で銀行との信頼関係を築き上げていくことが必要である。  

 信用保証制度とは、中小企業・小規模事業者が金融機関から事業資金を借り

入れる際に、信用保証協会が保証人になることにより資金調達をサポートし、

企業の成長発展を支援する制度である。 27 

 信用保証協会は、中小企業の資金調達を円滑に進めるために、その借入債務

を保証する公的な機関である。信用保証協会は、長く続いたバブル不況におい

                                                   
26 藪下（ 2006） p.144 より参照  
27 山本継（ 2016） p.33 より参照  
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て、金融機関が不良債権処理のための貸し渋りを行った際に、事業資金が枯渇

した中小企業に対して金融安定化特別保証 28を創設するなどと、金融円滑機能

を担ってきた。  

中小企業が金融機関から事業資金を借り入れる際に、信用保証協会法に基づ

き設立された信用保証協会が公的機関として債務を保証し、もしも倒産など債

務不履行になった場合には、信用保証協会が債務を肩代わりし金融機関に返済

する。信用保証協会は中小企業の借入に関する債務の保証を業務としており、

保証の申し込みを受けた中小企業からリスクに応じた信用保証料を受け取る。  

29信用保証協会は主たる債務者である中小企業者がその債務を履行しないとき、

履行する責任を負う。 30信用保証制度は、借り手の中小企業は、保証料を支払

うだけでよく、返済ができなくなった場合、信用保証協会が代わって返済を代

位弁済する。その後、信用保証協会が債務者企業から回収することになる。 31 

 信用保証協会の問題として多額の代位弁済が挙げられる。信用保証協会は、

多額の代位弁済を行ってきた。図表 18 信用保証協会代位弁済額は信用保証

協会が行ってきた代位弁済の件数と額のグラフである。  

 

図表 18 信用保証協会代位弁済額  

 

（出所）中小企業庁 HP（ http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/hosho/）よ

り取得、筆者作成  

                                                   
281998 年に閣議決定された中小企業等貸し渋り対策大網に基づいて創設された保証制度

である  
29 林（ 2017） p.207 より参照  
30 関沢（ 2015） p.6 より参照  
31 市川（ 2005） p.216 より引用  
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 信用保証協会の代位弁済は、年々件数、額ともに減少傾向にある。信用保証

協会は、これまで多額の代位弁済を行い、最終的にそれは国民の税金で穴埋め

をされてきた。日本における中小企業に対する信用補完制度は、信用保証協会

を日本政策金融公庫が再保険するという骨格によって成り立っており、保証協

会、保険部門とも収支均衡が求められ、追加的に政府予算も支出されている。

日本の信用保証制度は、中小企業巣あの支払う保証料を収入源として制度維持

されているが、経済状況が極めて困難である等の場合には、政府予算が政策的

に支出されている。 32中小企業製作期間としての一役を担う以上は、一定の代

位弁済が発生するのはやむを得ないことである。しかし、多額の代位弁済を発

生させてしまうと、本来の目的である金融円滑化どころか、国民の税金を食い

尽くすお荷物としてレッテルを貼られ、 33信用を失ってしまう。  

 企業側としては、代位弁済によって信用保証協会が債務を一時的に肩代わり

してくれるため、支払ができなくなったときに、信用保証協会が助けてくれる

ため、代位弁済は信用保証協会を利用するメリットのひとつといえる。しかし、

債務が帳消しになるわけではない。返す相手が金融機関から信用保証協会に変

わっただけである。返済中は新規融資を受けることはできず、当然資金は行き

詰ってしまう。  

 次に中規模企業だ。ここでは事業性評価による融資について述べる。  

  中小企業が現在過去利用している、今後希望する借入手法として「事業性

を評価した担保・保証によらない融資」（以下「事業世評価に基づく融資」と

する）が高くなっている。事業性評価とは、銀行が企業に融資等の支援をする

にあたり、財務データや担保・保証に必要以上に依存することなく、企業の事

業内容や成長性を適切に評価するものである。金融庁は、「金融機関は、財務

データ宇亜担保・保証に必要以上に依存することなく、借り手企業の事業の内

容や成長可能性などを適切に評価し（「事業性評価」）、融資や助言を行い、

企業や産業の成長を支援していくことが求められる。また、中小企業に対して

は、引き続き、きめ細かく対応し、円滑な資金供給等に務めることが求められ

ている。金融庁としては、この面での金融機関の経営姿勢、企業の事業背評価

                                                   
32 アハマド（ 2012） p.126 より引用  
33 赤松（ 2006） p.37 より引用  
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への取り組み、企業に対し現実にいかなる対応を行っているか等につき、検証

を行っていく」としている。 34 

 

図表 19 融資判断時の考慮項目  

 

（出所）中小企業庁 HP

（http:/ /www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/html/b2_5_2_3.html）より

取得、筆者作成  

 

 エラー ! 参照元が見つかりません。は、中小企業と金融機関がそれぞれ融資

判断時に考慮する項目を示した図表である。中小企業、金融機関ともに「財務

内容」、「事業の安定性、成長性」の項目が高くなっている。また中小企業は、

「返済実績・取引振り」、「営業力、既存顧客との関係」が次に高くなってい

る。一方で金融機関は、「代表者の経営能力や人間性」、「社会や経営者の資

産余力」と回答が高くなっている。前記したように、このことから中小企業と

金融機関との間に視点の違いが見られる。中小企業が期待している事業性評価

に基づく融資をしていくためには、金融機関が貸し出し判断力を高める必要性

があり、その人材の育成も必要である。  

                                                   
34金融庁（ 2014） p.2 より引用  
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4-2 ベンチャー企業の資金調達  

 

 ここではベンチャー企業をステージ別での主な資金調達の方法とその問題点

について述べる。ステージ段階による資金調達方法は以下のようになっている。  

 

図表 20 ベンチャー企業の資金調達  

 

（出所）大和総研（ 2012） p.2 より参照  

 

シード期での主な資金調達方法はエンジェル投資家、補助金、自己資金と

なっており、アーリーでは補助金のほかに制度金融が用いられる。ミドル・

レーターになってくるとＶＣや銀行融資、リースなどが増え資金調達の幅が広

がり、資金調達の選択肢が増えることがわかる。  

 初めに、シード期のエンジェル税制、補助金、自己資金について述べる。  

エンジェル投資ではシード・アーリー期の創業直後の段階でエンジェル投資

家により資金提供が行われる。エンジェル投資家の一般像として、自ら事業を

興し、キャピタルゲインで資産を築いた元起業家や、地域の中堅企業の創業者

で引退した人、あるいは大企業で経営を経験しリタイアした元経営者など、か
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つて事業で成功したものの、現在は経営の第一線から退いている人物  35と

なっている。エンジェル投資は、創業直後に自己資金では補えない規模の金額

が必要になった企業が個人投資家からの資金調達を求める。  

 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おり、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。

36しかし、日本では、米国のような元企業家が新しい企業家を育成するエコシ

ステムは形成できていない。  

 エンジェル投資の問題点として挙げられるのは日本での少なさだ。  

  

図表 21 日米のエンジェル投資比較  

 日本 アメリカ  
エンジェル投資額  約 200 億円 約 2.5 兆円  
年間投資額 /件  100～300 万円  5,000 万  
エンジェル投資家数  約 10,000 人 約 234,000 人 

（出所）経済産業省（ 2009） p.4 より参照  

 

米国では、企業経験者が多いこともあり、企業経験者が次世代の企業家を資

金面や経営面から支援するエコシステムが機能している。一方、日本では、成

功した起業家層の層が薄く、次世代に投資をしようという段階に達した起業経

験者が限られている。 37  特に表で日本と米国を比較すると、日本のエンジェ

ル投資家数が 10,000 人であり、エンジェル投資額が 200 億円である。一方で

米国の場合は 234,000 人であり、役 2.5 兆円の規模になっている。以上のこと

から日本においてエンジェル投資家数は不足しており、規模が小さいことが分

かる。日本はエンジェル投資があまり浸透していないことが考えられる。  

そのため、エンジェルネットワーク形成促進が進んでいる。先にも述べたよ

うに日本のエンジェルネットワークはまだまだ少ない状況である。資金面・経

営面から支援する役割を十分に果たしていくためには、量的にも質的にも発展

                                                   
35 野村総合研究所（ 2015）ｐ 29 より引用  
36 大和総研（ 2012）ｐ 3 より参照  
37 経済産業省 (2009)ｐ 86 より引用  
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の余地があるものと思われる。 38米国においては、エンジェル投資の拡大と連

動し、個人投資家が投資機会に関するよりよい情報を収集する等の目的で他の

エンジェルや起業家とのネットワーク化を進展させている実態がある。 39これ

により、個人投資家とベンチャー企業とのマッチングが行われやすい仕組みが

できている。日本でも、エンジェルネットワークを形成して投資活動を行って

いるグループは複数存在するが、その活動は欧米に比べると限定的である。そ

の背景には、そもそもエンジェル投資家自体が少ないという事情も大きいと見

られるが、エンジェル投資活動が活発でない。 40こうしたネットワーク活動を

日本全体へと広げていくためには、その推進力としての中核人材およびネット

ワークを形成し活動を展開するための知識やノウハウが不可欠となるが、現状

においては不足している。また、こうしたノウハウを普及し、人材を育成する

スキームは整っていない状況にある。  

 エンジェル税制は個人投資家の投資インセンティブを高めようとしたもので

あり、 1997 年に設立された。 41その内容として、ベンチャー企業への投資を

行ったエンジェル投資家が、投資時や株式売却時の 2 回にわたり税制上の優遇

措置を受けられる制度である。 42 

 

 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（売却損失が

発生した場合）として、投資段階では他の株式投資の売却益の範囲内で認定さ

れたベンチャー企業に出資した分が課税控除される。また売却段階では利益が

出たらその株式譲渡益を 2 分の 1 に圧縮でき、一方で損失がでた場合は他の株

式譲渡益と損益通産でき、埋められなかった損失を 3 年間繰り越せるというも

のである。 43 

 

 

 

                                                   
38 経済産業省（ 2009）ｐ .85 より引用   
39 経済産業省（ 2009） p.2 より参照  
40 経済産業省（ 2009） p.88 より引用  
41 上坂（ 2006） p.102 より引用  
42 経済産業省 HP「エンジェル税制の仕組み」より参照  
43 上坂（ 2006） p.102 より参照  
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図表 22 ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置  

 

 

 

 

   

 

 

 

（出所）経済産業省 HP「エンジェル税制の仕組み」より所得、筆者作成  

 

補助金では創業や事業家の段階では政府や公的機関による補助金は重要な資

金調達方法である。補助金は返済しなくても良いため、企業家にとっては非常

に魅力的な資金調達手段である。経済産業省では、外部人材の人件費、試作品

開発費、市場調査費等として１案件当たり 2000 万円を上限に政府から費用を

供給する新事業創出モデル事業がある。補助金は、研究開発費に一定の補助率

以内の金額を交付するのが一般的であるが、研究開発が生み出す外部効果は大

きい場合も小さい場合もあり、一律に補助金を交付することは必ずしも社会的

余剰を増加させるとは限らない。 44さらに補助金の使途は限定されており、資

金調達額にも上限がある。事業化が成功し、ミドルステージやレイターステー

ジ段階のベンチャー企業は補助金だけでの資金調達では補いきれないのが現状

である。  

 

自己資金とは創業者自身・家族・友人の出資による資金調達のことをさす。

会社設立から五年の時期、事業活動を進めていく上で、運転資金や設備投資の

資金が必要になる。この時期に資金を提供してくれる者としては、通常、経営

者自らが拠出するか、その兄弟・家族・友人など。いわゆる「スイートマネー」

といわれるものがこれにあたる。けれども、キャッシュフローがこの時期はマ

                                                   
44 鳥谷（ 2007） p.3 より参照  

ベンチャー企業への投資額全額を、

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  

 

（ ベ ン チ ャ ー 企 業 へ の 投 資 額 －

2000 円）を、その年の総所得

金額から控除  

 

※控除対象となる投資額の上限は、

優遇措置 A 優遇措置 B 
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イナスなため、追加で出資を実施するか、融資を受ける必要がある。  

  

 次にアーリー期に用いられる制度金融について述べていく。  

 

公的機関等による制度金融は事業化・成長初期段階において有効な資金手段

であるといえる。日本政策金融公庫中小企業事業によると高い成長性が見込ま

れる新たな事業に取り組む中小・ベンチャー企業に対して支援する特別貸付

「新事業育成資金」を行っている。 45 

 

図表 23 新事業育成資金  

○事業化後 7 年以内である企業    ○成長新事業育成審査会の認定を得た事業  

             〔知的財産権を活用している場合等審査会省略要件有り〕  

新事業に取組むための資

金を、長期・固定金利で

調達したい。  

株式公開を目指しているた

め、新株予約権を発行し無

担保で資金調達したい。  

新事業に取組むため、財務本質

を強化し、当面の返済負担を軽

減したい。  

 

固定金利型貸付  

 

新株予約権付融資  

新事業型資本性ローン  

（挑戦支援資本強化特例制度）  

（出所）日本政策金融公庫 HP より取得  

  

しかし、政府系金融機関による融資の問題として、民間銀行が政府系金融機

関への批判を強めている。日本政策金融公庫では地銀が業績不振の製造業者の

資金繰りを長年支援していたにもかかわらず、業績が回復した直後に低利融資

を提案し融資先を奪った例がある。  

民間が政府系への批判を強めるきっかけとなったのは国の制度融資「危機対応

融資」 46を舞台とした商工中金の不正融資問題である。 47融資残高や貸出件数

の目標を達成するためのプレッシャーが強く、現場では試算表を悪く改ざんす

るなどして健全な企業などを融資対象に含めている。 48国の利子補給を元手に

した低利融資を武器に融資案件を獲得する民業圧迫行為が挙げられる。  

                                                   
45 日本政策金融公庫 HP より参照  
46 危機対応融資は、自然災害や金融危機により経営が厳しくなった中小企業に対し、国

が税金で補助して低利で融資する制度のこと。  
47 毎日新聞「政府系金融、民間圧迫」（ 2018.2.21）より参照  
48 日経トップリーダー（ 2017） pp.8-11 とり参照  
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最後にミドル期とレーター期に用いられる銀行融資、リース、ＶＣについて

述べていく。  

 

銀行融資は、銀行などからの金融機関からの借入金のことである。銀行融資

による資金調達には返済義務が存在し、債務者がこの義務を果たせない状況に

陥った場合は債務不履行となる。銀行融資は審査が厳しいため、創業直後のベ

ンチャー企業は担保や実績がないので信用リスクが高い。また、ベンチャー企

業の成功確率はきわめて低く、創業直後の段階では銀行の融資対象にはなりえ

ない。 49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

な資金調達方法として有効である。  

  

リースは設備投資資金の確保に有効な手段である。 50リース取引とは、特定

の物件の所有者たる貸手（レッサー）が、当核物件の借手（レッシー）に対し、

合意された期間（以下「リース期間」という）にわたりこれを使用収益する権

利を与え、借手は合意された使用料を貸手に支払う取引をいう。 51リースは人

件費などの運転資金の確保に関しては有効な資金調達方法ではない。創業から

の年数が浅いベンチャー企業にとって重要な資金調達方法であるといえる。し

かし、現状としてリース比率が低下しており、今後は他の異なる資金調達方法

との併用が求められている。  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
49 鹿野（ 2004）ｐ .12 より参照  
50 大和総研（ 2012）ｐ .8 より引用  

51 片岡（ 2008）ｐ .2 より参照  
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図表 24 リース比率の推移  

（出所）公益財団法人リース事業協会 HP より取得、筆者作成  

 

・クラウドファンディング  

 インターネットをプラットホームにして、不特定多数の投資多数の投資家か

ら株式への投資を募集することによる企業の資金調達の手法である。資金を必

要とする個人・企業・団体等がインターネットのポータルサイトを通じて、出

資対象のプロジェクトや活動・事業の理念や目的、事業計画、目標金額、出資

の見返り等を提示し、不特定多数の賛同者からの出資あるいは寄付を募るとい

うし資金調達の方法である。 52「資金提供者が資金需要者を選択し、リスクを

負う」「最終資金調達者と資金提供者が直接契約を結ぶ」「対価が多様である」

の３つの特徴を持っている。 53 

 

図表  25 クラウドファンディングの種類  

類型  出資対象  出 資 者 （ 資 金 提 供 者 ） が 得

るもの  

寄付型  社会的プロジェクト  ０  

購入型  商品・サービスの開発・生

産  

予 約 購 入 し た 商 品 ・ サ ー ビ

ス等  

貸付型  企業等  （予定された）利子  

事業投資型（ファンド型）  企業等が行う事業  事業方の利益の分配  

株式型（未公開株投資型）  未公開株  配当・キャピタルゲイン  

（出所）井上徹（ 2017）から取得、筆者作成  

                                                   
52 村本（ 2015） p.129 より参照  
53 日本中小企業学会（ 2015） pp.197-198 より参照  
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寄付型  

 プラットフォーム上で寄付が行われるため、後方や募金活動に伴う人件費等

のコストはほぼ 0 である。インターネットを利用することにより、不特定多

数の個人や団体から幅広く、かつ迅速に寄付を受け入れることができる。  

 

購入型  

 報酬型と呼ばれ、プロジェクトへの出資に対して，商品やサービスなど非金

銭的なリターン（報酬）がもたらされるものであり、日本では，最初に普及し

たクラウドファンディングである。商品開発や出店などの事業を計画している

スタートアップスを含む個人・法人が，資金を集めるために目標金額を設定し

たプロジェクト（企画）で支援者を募集し、その企画に賛同した支援者は予約

購入という形で資金を提供する。  

 

貸付型  

貸付型匿名組合契約を利用した貸付を、インターネット上のプラットフォー

ムを介して行うものである。  

 

事業投資型  

 あるプロジェクトに対して匿名組合契約を設定し，インターネット上のプ

ラットフォームを介して出資を行うもの。事業者は、当該プロジェクトを行う

ための資金を出資によって調達し、投資家はプロジェクトに対して出資を行い、

プロジェクトから発生した利益の分配を受ける。  

 

株式型  

 インター ネット上 のプラット フォーム を利用して 、未公開 株（ Private 

Equity）に投資する。株式未公開（非上場）のベンチャー企業や中小企業な

どが発行する株式を購入するものであり、日本では， 2015 年 5 月に金融商品

取引法が改正され、解禁された。取扱業者は第一種金融商品取引業の登録もし

くは第一種小額電子募集取扱業者の登録が必要である。ベンチャーキャピタル
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もしくは，VC が組成するファンドと同様な未公開株への投資を個人で行うも

のであり、株式未公開企業の事業概要・計画等を基に、個々の投資家が投資判

断を行って、企業そのものに対し出資を行う。出資者は当然、株主となる。し

かしながら株式型クラウドファンディングは、ベンチャーキャピタル等が行っ

ている専門性の高い未公開株への投資を直接個人が行うものであるため、投資

した未公開株が公開・上場されれば大きな利益を生む可能性もあるが、公開・

上場までの時間はもちろん公開・上場自体が不確実であり、極めてハイリスク

と言える。 54 

 

・VC（ベンチャーキャピタル）  

ベンチャーキャピタルとは、新しい技術や独創的なアイデアで市場を切り開

こうとする新興企業（ベンチャー企業）に資金を提供する機関。  

独自の基準で新興企業の将来性を評価し、株式の取得を通じて資金面で事業拡

大をサポートする一方で、数年後株式市場に上場した際には値上がり益を取る

ことを目的としている。成功すれば多額の値上がり益を享受できる一方で、投

資先企業の中には上場にいたらず投下資金の回収が不可能になるケースも多く、

投資先選定にあたっては高度の専門性が要求される。 55 

ベンチャーキャピタルの目的として、梶井（ 2007）では投資先ベンチャー企

業が創業期から成長期までのなかでもっとも資金が必要とする段階（時期）に

資金の供給を行うことによって期間投資家や個人投資家の出資者に対して投資

先ベンチャー企業の価値の最大化を目的とする 56としている。またベンチャー

企業の IPO やキャピタルゲインのためにベンチャー企業に対し、経営支援を行

う。そこで日本のベンチャーキャピタルの形態について以下の図表に表す。  

 

 

 

 

                                                   
54 井上徹（ 2017） pp.36-42 より参照  
55 野村證券 HP より引用  
56 梶井（ 2007） p.176 より引用  
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図表 26 日本のベンチャーキャピタルの形態  

 

系統  投資資金  投資特色  

証券系  投資事業組合  1 社あたりの投資金額が多い  

出 資 を 受 け る こ と で 取 引 に 制 約

を 受 け る こ と は 無 い 。 売 却 前 提

の純資産。  

銀行系、生保系  親会社からの融資、あるい

は親会社との 2 人投資事業

組合  

1 社あたりの投資資金が小さい。

金 融 取 引 に 制 約 を 受 け る こ と が

ある。政策投資  

事業会社系  同上  親 会 社 と の シ ナ ジ ー に よ り 投 資

が 多 い 。 事 業 展 開 に 制 約 が で る

可能性。政策投資  

独立系  資事業組合  ゼ ネ ラ ル パ ー ト ナ ー の 個 人 属 性

に大きく依存する。資金量小  

外資系  資事業組合  1 社あたりの投資金額は多い。売

却前提の純資産  

（出所）梶井憲俊（ 2007）「日本のベンチャーキャピタルの動向と課題」  

 

以下でそれぞれの形態についてメリットとデメリットを表していく  

上記のグラフより、金融機関系 VC・保険会社系 VC では親会社を中心とした

とのシナジー効果を意識して投資する傾向がある。しかし、梶井（ 2007）では

金融機関系 VC は、親会社の金融再編によって吸収、合併等のよきせぬ事態が

生じた場合に、事業の不安定性の誘引となる。そのため親会社との有機的関連

性を絶つことで、独立性・自主性を保持することが望ましい 57また従来の投資

段階としてレーターなどの成長段階にある企業が多かったが、外部のベン

チャーキャピタリストの導入により経営を管理、運営することが出来シード、

アーリー段階まで投資まで投資領域を拡大している。  

独立系 VC では独立しているが故に専門的な分野が中心となることが多い。  

独立系 VC の特徴として、分野に絞った投資により他のベンチャーキャピタル

との差別化が図れる。  

 

 

 

 

                                                   
57 梶井（ 2007） p.182 より引用  
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図表 27 投資先業種（国内向け）  

 

（出所）一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（ 2017） p.4 より取得  

 

投資対象の業種を金額ベースでみると、 2017 年度は「 IT 関連」が 51.0％

（2016 年度は 47.0％）とシェアーは増加した。次いで「バイオ /医療/ヘルス

ケア」が 19.1％（ 2016 年度は 23.5％）と減少した 58ベンチャーキャピタルの

投資先においてバイオ、 IT 関連の業界は高いことがわかる。楊・辻（ 2017）

ではベンチャー企業の管理層が持っている知識や、学習能力は、ベンチャー企

業の生存と成長存在力にとって重要である 59としており、ベンチャーキャピタ

ルが様々な業種へ投資することはベンチャー企業の生存や成長に大きく関与す

ることになる  

図表 28 投資先ステージ  

 

（出所）一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（ 2017）「キャピタル等投

資動向」 p.4 より取得  

 

                                                   
58 一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンターより引用  
59 楊・辻（ 2017）ｐ .66 より引用  
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投資対象のステージを金額でみた場合、シードとアーリーを合わせた数値は

60％を超えるなど、ベンチャー投資においてシードとアーリーへの割合が高い

ことがわかる。井上（ 2015）投資ステージは、企業側よりも、サポート内容な

ど、 VC を含む投資化側の対応によって区分したほうがむしろ明快かもしれな

いがステージに応じて必要とするサポートが異なる 60また井上（ 2015）では特

に IT 関連、特にソフトウェア、アプリケーション分野ではアーリーからエク

スパンションへ、設立してすぐにエクスパンションになるなど段階を超えて成

長する 61としている。  

 

図表 29 国内外の投資金額と投資件数の推移  

 

（出所）一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター（ 2017）「キャピタル等投

資動向」 p.2 より取得  

 

国内向けの投資金額、件数ともに上昇傾向である。桐畑（ 2013）では VC 業

界の拡大は，投資先企業の成長がその基礎であり，投資先の成長に伴うキャピ

タルゲインが業界内における新規投資の原資になる，また，投資先企業が急成

長するからこそ，業界外からの新規参入，投資が呼び込まれることとなる 62 

としていて、国内のベンチャー企業への資金出資が盛んになっていることを表

している。  

                                                   
60 井上（ 2015）ｐ 74 より引用  
61 井上（ 2015）ｐ 75 より参照  
62 桐畑（ 2013）ｐ 352 より引用  
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VC（ベンチャーキャピタル）の目的として、ベンチャー企業の株式上場（ IPO）

やベンチャー企業の吸収・合併（ M&A）をもって利益を獲得している。 M&A の

資金調達方法はベンチャーキャピタルが持っている投資先ベンチャー企業の株

式を買収することによって得ることにより、その株を売却することによって資

金を回収する方法である。楊・辻（ 2016）では、一般的に、ベンチャーキャピ

タルの資金回収方法は、新規株式公開（以下 IPO）による資金回収と未公開株

の譲渡による資金回収、そして清算による資金調達方法の三つの方法がある 63

としている。以下にベンチャーキャピタルによる資金調達方法を表していく。  

 ここで投資の増加傾向にあるバイオベンチャーについて触れる。バイオベン

チャーではヒト（患者）での効果確認がベンチャーキャピタルに評価される指

標になっている。（長谷川） 2016 では、2015 に再生医療関連法が施工され再

生医療ベンチャーへの VC が活発になる 64としている。法改正などにより分野

の問題点の解決により、 VC の投資への関心は高まる。  

次にベンチャーキャピタルにおいて出資するステージの選定は重要であると判

断し以下にベンチャーキャピタルによる投資先のステージの内訳を示していく。  

 

図表 30 ベンチャーキャピタルの資金調達方法  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）楊・辻（ 2016)p.4 より参考、筆者作成  

                                                   
63 楊・辻（ 2016）ｐ 2 より引用  
64 長谷川（ 2016）ｐ 244 より引用  
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金回収  

M&A 

第三者への株式譲渡による資金回収  

投資先企業への株譲渡に夜資金調達  
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IPO の資金回収方法ではベンチャー企業の IPO により持ち分である私有株式

を公開株式に転換することが可能になり、証券市場においてベンチャー企業の

株価があがった場合、持ち分の株を自由に売買することによってキャピタルゲ

インを獲得することが出来る。楊・辻（ 2016）では IPO は収益性が最も高い資

金回収手段であり、ベンチャーキャピタルの主な資金回収手段でもある。 IPO、

つまり、ベンチャー企業の株式公開が可能となることは、企業の運営状況、企

業規模がより理想的な状態になっており、証券取引所でより良い株式評価を得

ることができる状態になることを意味している。ベンチャーキャピタルは望ま

しい収益を獲得するとともに、ベンチャー投資業界で高い地位と知名度を得る

ことができ、社会の効用も高めることができる。したがって、 IPO はベン

チャーキャピタルのもっとも理想的な資金回収方式となっている 65しかし、丹

野（ 2013）では IPO する投資先が減少し，かつ株価も低位だということにな

れば，ファンドへの投資家のリターンは惨憺たるものとなる 66としている。  

未公開株の譲渡による資金回収では株式譲渡相手によって、第三者への株式譲

渡による資金回収と投資先企業への株譲渡による資金回収方法がある。  

IPO に比べ収益性は、低いものの投資先ベンチャー企業への要求が低く、適

応の範囲が広いことが利点である。ファンドの運営をスムーズにすることが出

来る。次に、投資先企業への株譲渡による資金回収では投資先企業に株式を移

転し資金を回収する方法である。実際は投資先ベンチャー企業から株を買い戻

す手法である。収益見込みも高いものでありベンチャーキャピタルが出資の際

に買い戻し価格などを明記しておくことで投資のリスクを小さくなる。  

清算による資金回収は、ベンチャー企業が経営不振などで破綻した際にベン

チャーキャピタルによる債権や債務の整理行動である。すべてのベンチャー

キャピタルの投資が必ずしも IPO や M&A にはつながらないため破綻した際など

損失を最小限に抑える手段である。  

 

CVC（corporate venture capital）とは、事業会社によるベンチャー企業へ

の投資で、企業全体から直接投資する場合や、子会社をゼネラルパートナーと

                                                   
65 楊・辻（ 2016）ｐ .4 より引用  
66 丹野（ 2013） p.187 より参照  
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してファンドを設立する場合、単独もしくは少数で資金を拠出し外部の VC に

運営を任せる場合などいくつかの方法がある 67。以下にその方法を示していく。  

 

図表 31 ベンチャー企業との資本提携手段  

CVC 実行形態  概要  

VC ファンドへの投資  VC ファンドに出資し、出資

先 VC の投資するベンチャー

企業の情報を取得  

CVC の運用を VC に委託  VC ファンドに単独、もしく

は 少 数 で 出 資 し 、 CVC の 運

用を委託  

CVC の 運 用 、 自 己 勘 定 で の

ベンチャー投資  

CVC フ ァ ン ド や 自 己 勘 定 投

資を自ら運営  

（出所）倉林陽（ 2016） p.38 を参考に筆者作成  

 

CVC の実行形態として三つあり、 VC ファンドへ出資し、出資先 VC がベン

チャーに投資する手法か、間接的投資を行うため、事業会社が資金を拠出、出

資し CVC の運用を VC に委託する手法、次に出資から運用までを事業会社が行

う直接型投資である。間接型投資と直接型投資ではそれぞれ目的が違うことを

表していく。  

 

図表 32 間接投資型によるコーポレートベンチャーキャピタルの投資形態  

 

 

 

 

 

 

清水健太（ 2009） p.121 参照  

 

間接投資型の出資形態では清水健太（ 2009）曰く、外部のベンチャーキャピ

タルなどと共同でコーポレート・ベンチャー・キャピタルを設立などし、他の

                                                   
67 岸本（ 2018） p.33 より引用  

社内の事業部  
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外部主体にコーポレートベンチャーキャピタルの運営を任せるもの 68だとして

いる。さらに間接投資 CVC を推進することで、ベンチャー企業への直接関与は

せずに、新事業創出機会や新技術、新規市場しかし、外部のベンチャーキャピ

タルの目的は IPO（株式公開）による財務的なリターンであるキャピタルゲイ

ンの獲得である。財務リターン目的とは、純粋に投資先企業の株式を将来売却

した時の利益実現を望むものである 69。  

一方で、CVC の本来の目的は、投資先ベンチャー企業の持つ技術やビジネス

モデル、人材等の活用による戦略的リターンが目的である。さらに IPO か戦略

的リターンかでベンチャー企業への投資のギャップが生まれてしまう。した

がって目的のギャップの改善が望まれる。  

 

図表 33 直接投資型によるコーポレートベンチャーキャピタルの投資形態  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清水健太（ 2009）ｐ 121 参照  

 

次のように清水健太（ 2009）では直接投資型のコーポレートベンチャーキャ

ピタルは、母体企業が自らコーポレートベンチャーキャピタルを設立し、運営

する形態であるとしている。直接型投資では投資のノウハウが無い人物が投資

した場合にスキルやノウハウがないために投資に失敗することがある。ベン

チャー企業へ投資するノウハウを持つベンチャーキャピタルと協調することに

                                                   
68 清水（ 2009） p.120 より引用  
69 藤井・清水（ 2017） p.111 より引用  
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より、ベンチャー企業への投資する戦略的なメリットの享受と、その投資に対

するリスクの軽減を意図したとしている 70。その点、間接型投資を行うことに

よって、投資ノウハウの高い外部のベンチャーキャピタルを利用することに

よって投資の失敗を防げると考える。  

 

図表 34 戦略性を重視する日本のコーポレートベンチャーキャピタル  

母体企業  名称  ファンド規模  出資形態  

1 ニフティ  WING 15 億  間接投資型  

2 ニッセン  ニ ッ セ ン ・ ベ ン

チャー・ファンド  

非公表  間接投資型  

3NEC BIGLOBE ファンド  30 億  間接投資型  

4 リクルート  株式会社リクルート

インキュベーション

パートナーズ  

20 億  間接投資型  

5 デジタルガレージ  DG イ ン キ ュ ベ ー

ション  

15 億～ 20 億  間接投資型  

（出所）清水健太（ 2009）  日本におけるコーポレートベンチャーキャピタルの  

投資目的ｐ 118、筆者作成  

 

図表 34 戦略性を重視する日本のコーポレートベンチャーキャピタルでは、

ニフティー（WING）は外部のベンチャーキャピタルと共同で設立し母体企業で

あるニフティーと高い相乗効果が期待できそうな有望なベンチャー企業へ投資

と支援を行った。相乗効果と事業の加速化が目的である。  

次にニッセン（ニッセン・ベンチャーファンド）では先に述べた、外部のベン

チャーと共同で設立し、社内外の経営資源を融合して新規事業の開発を加速さ

せ母体企業の経営資源と他社の有望なビジネスモデルの癒合が目的であり、双

方の企業価値の向上を目的とする。  

NEC（ BIGLOBE ファンド）はベンチャー企業への支援とアライアンスを通じ

て新規事業創出を目的とする。  

リクルート（株式会社リクルートインキュベーションパートナーズ）は様々

な技術、ノウハウ、知見を持つ企業との虚業、 R&D をよりスピード間を持て意

思決定し、推進していくべく投資執行主体として、コーポレートベンチャー

キャピタルを設立。  

                                                   
70 清水（ 2009） p.120 より引用  
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デジタルガレージ（ DG インキュベーション）はインターネット関連事業に

おいて、投資先企業との提携を目的としている。大体の企業がベンチャー企業

との協業を目的とし、双方の企業価値の向上に繋げようとしている。企業価値

の定義として清水（ 2009）では、日本におけるコーポレートベンチャーキャピ

タルの特徴では、ほとんどが戦略性を重視した投資を目的にしている。多くの

コーポレートベンチャーキャピタルの投資目的が、母体企業の中心となる事業

の研究開発への貢献であり、投資先企業との提携関係を構築することを投資目

的としている 71。提携関係を結ぶのに間接投資型を用いることが適しているの

ではないかと考える。  

 

図表 35 戦略性とキャピタルゲインの獲得を重視する  

コーポレートベンチャーキャピタル  

母体企業  名称  ファンド規模  出資形態  

1 日立製作所  日立 CVC ファンド  100 億  直接投資型  

2 セブテーニ・ホー

ルディングス  

セブテーニ・アライ

アンス・ファンド  

非公表  直接投資型  

3 トランコスモ  コ ー ポ レ ー ト ベ ン

チャーキャピタル事

業部  

非公表  直接投資型  

（出所）清水（ 2009） p.119 より取得、筆者作成  

 

戦略的リターンとキャピタルゲインの両方を目的とするコーポレートベン

チャーキャピタルは直接投資型の企業が多いことがわかる。  

また、民間のベンチャーファンドが関与した事例では分析対象 85 件のうち、

47 件が、利益が開発費を上回った可能性が高いものである。しかし、日本国

内のベンチャーキャピタル約７０社を対象に、株式公開まで至った意味での成

功の状況をまとめた調査によれば、その率は、約 20％ 72となっている。  

このようにベンチャー企業の多くは資金調達に問題を抱えている。  

CVC の追求する利益、目的として、スタートアップ企業はコーポレートベン

チャーキャピタルを設置した事業会社の商材にとっての保管財を展開する企業、

すなわちパートナーである。スタートアップ企業は投資されたことで得た資金

                                                   
71 清水（ 2009） p.119 より参照  
72 山崎・工藤・秦・下田・久保（ 2015） p.242 より参照  
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をもとにして事業を拡大する。またそれは投資先のスタートアップ事業の商材

の拡大につながる。こうして、事業会社とスタートアップ企業は自社の販売が

相手の販売を拡大するという好循環を出来る 73持続的な CVC が現代では求めら

れているのである。  

通常の VC のような財務的リターンの他に、投資先ベンチャー企業の持つ技

術やビジネスモデル、人材等の活用による戦略的リターンがある 74。また CVC

が戦略的リターン目的で組織される背景には、ベンチャー企業がイノベーショ

ンに関する情報ソースとして、極めて重要であると考えられていることが挙げ

られる 75としていてこれらの戦略的リターンの活用により事業シナジーを確保

できると考え、また資金の拠出に関して、資金の供給側と資金の需要側のメ

リット、デメリットについて考えた。まず、資金の供給側のメリットとして、

先述でも述べている通りベンチャー企業からの技術や、ビジネスモデル、人材

の活用のチャンスを得ることにより、事業会社に不足している、技術革新の能

力を補うことが出来る。外部のベンチャーファイナンスに携わる事で CVC は

ベンチャー企業の成功や失敗した試みを学ぶ事ができ、そうした知見を内部の

R&D に役立てる事ができるとしてこれはイノベーションリスクの低減を可能に

する。企業は CVC を通じたベンチャー企業への投資金額を増やす事で R&D の

成功確度を高める事ができるとしている。 CVC で有望なベンチャー企業に投資

をする事で、同じ市場で競合する大企業のイノベーションへの投資意欲を削ぐ

効果もあるとされているからである 76。また、資金供給側のデメリットとして、

コストの増大が挙げられる。成長したベンチャー企業の事業モデルなどの情報

を取得するのに、資金と時間を要するためである。  

次に、資金の需要側のメリットとデメリットについて、資金需要側のメリッ

トは、大企業や、事業会社の開発リソース、営業基盤、顧客基盤を利用するこ

とが出来る点である。新規事業に取り組むベンチャー企業にとって、これらの

問題が解決していることによって自社の製品の売上や認知度に繋がる。また大

企業や事業会社と提携することによって、自社の顧客への認知度の向上に繋が

                                                   
73 杉野（ 2017） p.129 より引用  
74 岸本（ 2018） p.33 より引用  
75 倉林（ 2016） p.37 より引用  
76 倉林（ 2016） p.39 より参照  
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る。また、 CVC が出資した会社はそうでない企業に比べ、相対的にバリエー

ションが高く、より多くの資金を集め Exit の際に企業化とも高い 77といわれ

ている。よって資金需要側におけるメリットは大きいと判断した。次に資金需

要側のデメリットとして「コストがかかる」「キャッシュアウトのリスク」が

挙げられる。コストがかかるという点において、上昇気流にあるベンチャー企

業の情報を知ることは、コストの増加と時間を要する。また必ずしもベン

チャー企業が株式公開や M&A に繋がるわけではなく投資が失敗に終わる可能性

もある。「キャッシュアウトのリスク」では出資が決定してからベンチャー企

業への資金の拠出の期間が長い場合があるため、ベンチャー企業が資金を拠出

して欲しい時に資金の受け取りが出来ない可能性がある。  

 また、CVCはM&A（Merger and Acquisition）の前の段階として使われるこ

とも多くその後、 M&Aにつながることがある。「米国における CVC活動の歴史は

長く、過去3回の大きな波があった。その後、近年になって、 4回目のCVCの波

が始まっている。その背景としては、①独立系 VCの投資余力が減じてきた、②

ベンチャー企業の出口戦略として M&Aの重要性が増し、そのルートとして CVCが

重視されるようになった、③大企業がオープンイノベーションにより果敢に取

り組むようになった。」 78ともある。  

図表34では、2005～2017年のアメリカにおける CVCの投資案件数・投資額、

VC投資全体に占める割合を示している。投資案件数では、 CVCが関与した案件

がVC投資案件全体に占める割合は、低く十数％で推移をしている。だが投資額

では、2006年から 2009年まで減少傾向にはあったが、その後、徐々に上昇し、

2015から2017 年には  45％以上という高水準に達している。アメリカでは、投

資案件数は低いものの投資額においては多くを占めている。  

 

 

 

 

 

                                                   
77 浦木（ 2012） p.171 より引用  
78 倉林陽（ 2017） p.33 より引用  
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図表 36 2005～2017 年のアメリカにおける CVC の投資案件数・投資額  

VC 投資全体に占める割合  

投資案件数                 投資額  

  

（出所）岸本千佳司（ 2018） p.34より、引用  

 

アメリカの高成長ベンチャーといえど成功率は極めて低い。そのためベン

チャー企業は銀行からの融資を受けにくい状況である。一方で株式公開できる

までに成長した場合、多額の資金を得ることが出来る。アメリカのベンチャー

キャピタルでは鹿野（ 2006）では、個人が年金基金や金融機関に運用を委託し

た資金の一部がそういった機関投資家による資産運用行動を通じてベンチャー

キャピタルに流れ込み，それがベンチャー企業による果敢な投資行動を支えて

いるのである．そしてまた，資金を投下したベンチャー企業が成功し，株式公

開に漕ぎ付くことができれば，機関投資家の手許には膨大なキャピタルゲイン

が入る．このキャピタルゲインは運用成果として一般個人に分配される．この

ようにアメリカにおいては，一般個人の貯蓄が回りまわって資金面からベン

チャー企業を支えると同時に，一般個人もベンチャー企業から高配当を受ける

というかたちでリスク負担の好循環が発生し，それが経済の活力の源泉となっ

てアメリカ経済の成長・発展を支えているのである 79としており、アメリカの

ベンチャーの発展にはベンチャーキャピタルが欠かせないことを裏づけている。  

 一般社団法人ベンチャーエンタープライズセンターでは 2018 年第 1 四半期

                                                   
79 鹿野（ 2006）ｐ 21 より引用  
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と第 2 四半期の日本での投資件数・投資額が分かる。第 1 四半期と第 2 四半期

の 2 つを合わせると国内企業向けの投資件数・投資額は上半期で VC からの件

数は 584 件、金額は 659.2 億円それに対して CVC は件数が 64 件、金額は 48.4

億円となっている。比率にすると件数は全体の 9.9％、金額は全体の 6.8％と

CVC の投資案件が低くまた出資額も少ないということが分かる。  

 

図表 37 VC がある場合とない場合の設立から現在までの  

資金調達もとの件数比率の違い

 

（出所）一般社団法人ベンチャーエンタープライズセンター（ 2017） pⅠ -127 より取得、

筆者作成  

図表 38 直近 1 年間の資金調達もとの件数比率  

 

（出所）一般社団法人ベンチャーエンタープライズセンター（ 2017） pⅠ -129 より取得、

筆者作成  
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 図表 37 図表 38 から分かるように VC とある場合とない場合では資金調達に

おいて差が出る。特に VC からの出資がある場合、公的機関、個人投資家、民

間企業、海外投資家からの資金調達が容易になることが分かる。  

ステージ別にベンチャー企業が経営に求めているのは以下のようになってい

る。 

 

図表 39 ステージ別経営ニーズ  

 

（出所）一般社団法人ベンチャーエンタープライズセンター（ 2017） pⅠ -131 より取得、

筆者作成  

 

 図表 39 から分かるように、シードやアーリーなどのときは資金調達に最も

需要があり、エクスパンションの段階にあっても資金調達の必要性があること

が分かる。また、ベンチャー企業が今後期待する資金調達元は以下のように

なっている。  

図表 40 今後期待する資金調達元  

 

（出所）一般社団法人ベンチャーエンタープライズセンター（ 2017） pⅠ -130 より取得、
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筆者作成  

 

 VC ありでも、VC なしでも VC からの資金調達の需要は高く、また、民間企業

からの需要も高い。また、 VC があるほうが海外展開をしているため、 VC なし

よりも VC ありのほうが海外投資家からの資金調達の需要が高い。ベンチャー

企業白書 2017 では「スタートアップ期の VB の資金調達に際して、「多くの

金融機関が担保や代表者の個人保証を要求してくるので、リスクが大きく資金

調達に苦慮している」との意見に集約されるように、起業家のリスク軽減に関

する同趣旨の意見が複数挙げられていた。また、「市中金融機関や地方自治体

によるベンチャー企業への資金供給を促進する施策の展開」「日本の VC や民

間金融機関は従来 BtoC （Business to Consumer）への投資に傾斜しすぎる嫌

いがあったので、 BtoB （Business to Business）や BtoD（開発者）への金融

のパイプを拡大するような施策の展開」を望む声もあった。」ともあり、創業

期のときだけではなく、その後でも、資金調達に関する課題があるということ

が分かる。  

 そのため、ベンチャー企業が円滑な資金調達を行うためには需要のある VC

からの出資を受けることが鍵となるのではないか。  

 

第 5 章 大企業による中小企業・ベンチャー企業育成型資金調達方法  

 

 第 1 章で述べたように銀行では従来のビジネスモデルでは成り立たなくなっ

ている。さらに課題となっているベンチャーエコシステムの形成も成り立って

いない。第 2 章でも述べたとおり、中小企業とベンチャー企業の既存の資金調

達では課題を抱えている。現状、間接金融での資金調達は解決傾向にはあるも

のの中小企業・ベンチャー企業がより円滑な資金調達を行うには銀行を仲介と

する CVC を用いることで解決できるのではないか。  

 CVC の課題として人件費や時間などのコストがかかるということが挙げられ

る。しかし、銀行を仲介とすることでこの問題を解決できる。銀行は取引相手

の情報を保有しているため大企業に情報提供を行う。そして大企業はその中小

企業に間接 CVC を行う際に手数料を払う。そして中小企業・ベンチャー企業に
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資金がいき、中小企業・ベンチャー企業は大企業に株式を発行する。  

 

図表 41 銀行のビジネスマッチング力を生かした間接 CVC 

 

 

 ここで銀行を使う理由として現状あるビジネスマッチングのノウハウを生か

すことができる。また、銀行は現在、証券子会社と VC ファンド創出を行って

いる。銀行を通すことによって銀行の VC ファンドの運用事績を上げるととも

に、子会社または関連会社の証券会社は株主コミュニティの市場に参加をする。

そうすることで市場での発行株式数が増え、回転率が上昇するのではないか。

さらに、このような事例が増えていくことで株主コミュニティに出回る銘柄数

が増えるとともに市場参加者が増えるのではないか。  

さらに、大企業からの間接 CVC のメリットとして大企業のノウハウや人材、

技術力を用いることができる。そうすることによって、日本のイノベーション

を促進し、ダイナミズムを高めることにつながるのではないか。  

今後、このような循環を行っていき、規模を大きくしていくことでベン

チャーエコシステムの体系化にもつながるのではないか。  

 

銀 行  

中小企業・ベンチャー企業  大企業  

③大企業からの  

間接 CVC 
① 情報提供  

②手数料  

取引を行っているため  

両社の企業情報を保有している  

④株式発行  
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終章 総括  

 

 現在、日本経済は回復しており、それに伴い中小企業ベンチャー企業の業績

も上がりよい傾向にある。さらに、さまざまな政策や、法整備、金融機関の従

来の貸出から金融庁の掲げる「顧客本位の業務運営」を行うようになり、資金

調達の問題は解決傾向にある。しかし、中小企業とベンチャー企業の主な資金

調達方法は間接金融になっている。日本経済を発展させる中小企業とベン

チャー企業が今後より円滑な資金調達をしていくには、間接金融に頼る資金調

達ではなく CVC を用いた資金調達を行うことが有効だという視点から、本論文

を作成した。  

 第 1 章では、日本企業の現状として企業と金融機関の関係、企業と証券市場

の関係について述べ、金融機関の変化と、中小企業とベンチャー企業との関わ

りがある株主コミュニティについて述べた。第 2 章では中小企業の定義と役割、

そして現状と課題ついて触れた。第 3 章ではベンチャー企業の定義と役割、現

状と課題について触れた。第 4 章では企業規模による資金調達の方法とその問

題点に触れ、第 5 章では、今後望ましい資金調達の方法として CVC を用いた資

金調達方法を提案した。  

 本論文での提言は、銀行が現在行っているビジネスマッチング能力をもとに

大企業がより CVC を行いやすくすることによって中小企業とベンチャー企業が

従来の間接金融に頼った資金調達を変えることができる。銀行のマッチング能

力を使い関節 CVC を用いることで事業シナジーを重視とした投資ができる。さ

らに、CVC を行う際の時間や人件費などのコストを削減できるため、いままで

積極的に行ってこなかった大企業も行いやすくなる。  

 この提案により、現状 CVC を行ってこなかった大企業も行うことができると

ともに、間接金融に頼った資金調達からさまざまな資金調達の手段のさきがけ

として機能していくことにより、資金調達の問題が解決できる。  
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