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はじめに  

 日本において中小企業は全体の 99・7％を占めている。そして常時雇用者の

69.4％が働くなどしており、我が国の中心的な役割を担っている。中小企業や5 

ベンチャー企業の活性化なくては日本経済の活性化は望めない。しかし活性化

させるにも多くの問題点がある。現状として中小企業やベンチャー企業に十分

な資金が供給されているとは言いがたい。そこで今回は中小企業やベンチャー

企業の成長を支える資金調達について考えていきたい。  

 日本の高度成長をおわらせるきっかけとなったのが 1973 年の第 1 次石油シ10 

ョックである。原油価格は一気に約 4 倍になった。その後 2 度にわたるオイ

ルショックを克服した日本経済は、高度成長時代ほどの成長を遂げることはな

かったが、それでも 4％前後の経済成長率を維持していた。しかし 2008 年に

リーマンショックを経験し、日本企業は大きなダメージを受けた。そして

2012 年にアベノミックスと称する政策を打ち出し、大胆な金融緩和によっ15 

て、為替レートの円安が進み、株式市場が盛んに取引されるようになり、大企

業を中心に景気回復の兆しが見られた。  

 今後も日本経済が活性化するためには、日本企業を持続的に成長させてい

き、中小企業を支えるような仕組みを構築させるとともに、新しい成長見込み

のあるベンチャー企業の育成が非常に重要である。そして今後は中小企業によ20 

るグローバル化により世界競争を維持し、日本経済をもっと活性化させる必要

がある。  

 本論文では、第 1 章で中小企業とベンチャー企業の定義と役割を確認し、

ベンチャー企業では成長ステージごとの課題も見ていく。第 2 章では資金調

達の課題と中小企業とベンチャー企業の課題を明確にして資金調達の必要性に25 

ついて考える。第 3 章では金融機関からの借入、株式公開、ベンチャーキャ

ピタル、ファクタリングなどによる資金調達の種類について述べ、企業との関

係についても見ていく。第 4 章では大企業の定義と大企業と中小企業の比較

を明確にし、中小企業やベンチャー企業には何が必要であるかを述べていく。  

 30 
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第１章 中小企業とベンチャー企業 

1-1 中小企業の定義 

中小企業の定義ははっきりと決められている。中小企業基本法においては、

中小企業の範囲を表 1-1 に表している。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5 

している。また、中小企業基本法の中小企業者の範囲は、個別の中小企業施策

における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、各法律や支援制度

における「中小企業者」の定義と異なることがある。  

 

表 1-1 中小企業の定義  10 

業種分類  中小企業の定義基本法の定義  

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  

卸売業  

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

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  

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

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  

（出典）中小企業庁：中小企業の定義について（中小企業の定義について）ｐ

1http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h21/teigi.html より引用・筆

者作成  

http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=ORmMmYlV3ijk1.VLjccxWGRSJm_ZNsWpkNVUhWGmD1jkhbITzOxKYpt2ESJsmuI13YmuPFhWcWANaGQwNDpEd07upsaUhT7ijmkITTj0M9hL2X1uphspO9jPy5trq6LVNIOY5zQuiP6._3APSIo9u5zASNRmhf.9Boa0g4QgIU9I.R263TOmjVVgeU_4q_fGoT.t0X4jgo3hpviTwzomMPBAuXfU.fk.EQySo_24OnlIALnb4A--/_ylt=A2RA0mh.7_hZIFsAlA.DTwx.;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=12ebn6ei0/EXP=1509587262/**http%3A/www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h21/teigi.html
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h21/teigi.html
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1-2 ベンチャー企業の定義   

ベンチャー企業とは、革新的なアイデア・技術等をもとに、新しい形態のサ

ービスやビジネス（ベンチャービジネス）を展開する中・小規模の企業のこと5 

である。新興企業と同義で用いられることもあり、主に成長過程にある企業を

指す。  

 明確な定義はないが、ベンチャーキャピタルなどの投資機関から出資を受け

ている会社、ベンチャー指定を受けている会社などがベンチャー企業と呼ばれ

ている。  10 

 今後の成長が期待できるものの、財務基盤等が弱いため資金調達が難しく、

投資機関から支援を受けている企業がほとんどである。また、知名度が低いた

め、優れたビジネスを行っている企業でも、採用活動に苦戦している企業が多

い。 

 ただ、成長過程にある企業を見ることができる、自身が会社の成長に貢献で15 

きる度合いが大きい、 IPO（株を投資家に売り出して、証券取引所に上場し、

誰でも株取引ができるようにすること）を目指す企業ならストックオプション

（あらかじめ決められた価格で自社の株を買う権利）による大きな収入が期待

できるなど、向上心の強い人にとっては非常に魅力的な環境である i。 

 20 

1-3 ベンチャー企業における成長ステージごとの課題  

ベンチャー企業は創業後すぐに事業を行うわけではなく、事業計画を立てて

進めるため、開発・広告・販売先の確保・人材の確保・開業資金の調達などの

作業に追われるため事業資金が必要になる。そのため外部から資金を調達する

のは必要不可欠であるため、ベンチャー企業にとって資金調達の必要性がある。 25 

 ベンチャービジネスには成長ステージがあり、①シード期（設立準備段階）、

②スタートアップ期（設立～5 年）、③急成長期（5 年～15 年）、④安定成長期

（15 年～30 年）、⑤新成長期（事業承継成功）、ならびに、⑥衰退期（事業承継

失敗）～企業再生期、の 6 つのステージに区分すると図 1-1 のようになる。成

長ステージごとの資金調達方法として表 1-1 のようになる。  30 
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 なお、厳密には各成長ステージいずれからでも衰退期へ移行する可能性があ

るが、どの成長ステージからでも新ステージへ進めるか衰退期に移行するかの

分岐点は必ず到来することがわかる。  

図 1-1 ベンチャー企業の成長ステージ  

 5 

（出典）成長ステージに合わせた自己脱皮が求められるベンチャー :日経

BizGate（成長ステージに合わせた自己脱皮が求められるベンチャー ）ｐ

1http://bizgate.nikkei.co.jp/article/76930218.html より引用  

 

表 1-2 成長ステージ  10 

①シード期  

・自己ないし親類・友人・エンジェルからの資

金援助  

・公的機関からの助成金・補助金  

②スタートアップ  

・普通株式発行（自己資本、親類・友人・エン

ジェル、大企業）  

・種類株式発行（ベンチャーキャピタル）  

・公的機関からの助成金・補助金  

③急成長期  

・普通株式発行（ベンチャーキャピタル、大企

業） 

・種類株式発行（ベンチャーキャピタル）  

・民間金融機関からの借入金  

④安定成長期  ・普通株式発行（役員・従業員・取引先・金融

http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=FOs6boZV3iie91OMrvjRvN3yStDRLJrHfQmT3.FG0u7pMpm1v1JZosj5rz24dYlf7IpLM9MawvpjWoaEe78yDq_7R7LCFx3Aj0jVZV7Jp8TT1bZ8M5clcgNloRpTSu1OTUlZtcJO7FIfH1TsD_Sbw1oyHVzeJ1SxRQx3AN5lppQpQ7tGnDrlLa1NslJXne2Ng5rgjWyhEbEGrsAeh2q55wELYDGoRHSc76FDPQ--/_ylt=A2RCEIUn8fhZAAIAZ3aDTwx.;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=125p0qq9o/EXP=1509587687/**http%3A/bizgate.nikkei.co.jp/article/76930218.html
http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=FOs6boZV3iie91OMrvjRvN3yStDRLJrHfQmT3.FG0u7pMpm1v1JZosj5rz24dYlf7IpLM9MawvpjWoaEe78yDq_7R7LCFx3Aj0jVZV7Jp8TT1bZ8M5clcgNloRpTSu1OTUlZtcJO7FIfH1TsD_Sbw1oyHVzeJ1SxRQx3AN5lppQpQ7tGnDrlLa1NslJXne2Ng5rgjWyhEbEGrsAeh2q55wELYDGoRHSc76FDPQ--/_ylt=A2RCEIUn8fhZAAIAZ3aDTwx.;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=125p0qq9o/EXP=1509587687/**http%3A/bizgate.nikkei.co.jp/article/76930218.html
http://bizgate.nikkei.co.jp/article/76930218.html
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機関）  

・新株予約券の付与（役員・従業員）  

・急成長に同じ  

⑤新成長期  

・公募（証券市場からの資金調達 -株式・社積） 

・民間企業からの借入金  

・子会社上場  

(出典 ) トーマツ『ベンチャービジネスのめの資金調達事務ブック』中央経済

社（2006）Ｐ3 より引用・筆者作成  

 

第 2 章 中小企業・ベンチャー企業の資金調達の課題 

2-1 資金調達の課題  5 

課題として最も大きい問題が資金の調達方法である。図 1-2 のとおり、資金

調達の方法は、自己資本・公的機関・個人投資家・銀行などさまざまである。

資金調達の方法として最もリスクが低いのが自己資本である。それ以外に友

人、家族、知人などから借金をしたりする方法があるが、他人から借金をする

ことは後々トラブルになる可能性があることも多い。  10 

個人投資家の場合は、実際に起業経験者がおおく、ある程度の企業を経営し

ており、身近に個人投資家がいれば、事業計画を持って相談しに行くことも資

金調達の近道である。しかし、普通は身近にいることが少なく、なかなか知り

合う機会がないため、紹介を期待できないケースが多い。そのため、事業を展

開していくうちに、個人投資家と知り合えることもある。  15 

一方銀行では、ベンチャー企業はあまり相手にされないケースが多く、銀行

からの融資は得ずらいのが現状である。その理由として、大企業と比べ信用性

が低く、実績が高くないからと我々は考えている。またベンチャー企業は倒産

の危険性もあったりするため、継続的な借り入れがしにくいと考える。  
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図 2-1 資金調達の例  

(出典 )ベンチャー企業調査結果より引用・筆者作成  

 

企業の資金調達には、さまざまな分類の仕方があるが、代表的なものとして5 

直接金融と間接金融がある。まず直接金融は、会社が親や友人を始めとして出

資者から直接出資を受けることで、株主として出資してもらう場合や、少人数

私募債などの社債を発行して引受けてもらう場合など資金を必要としている側

と資金を提供する側が直接つながっている形になっているから、「直接金融」と

呼ばれている。一方、間接金融は金融機関等から借入をすることで、企業と一10 

般投資家の間に銀行などの金融機関が仲介者として入る。  

金融機関等から借入金の場合には、一般に返済期日が定められており、経営

が赤字であっても決められた利子をつけて返済しなければならない。また、よ

ほどの信用がある場合を除き、物的な担保や保証人を要求されることが多い。

（担保とは、約定どおり返済できない場合には相手に所有権を引き渡さなけれ15 

ばならないもので、多くの場合には土地などの不動産が対象にされる）そのた

め、スタートしたばかりのベンチャーではそのような資産を持っていないため、

借り入れが思うようにできないこともしばしば発生する。そして、会社は利益

65%

12.80%

1.00%

8%

2.20% 11%

自己資本 金融機関 ベンチャーキャピタル 親戚・知人 個人投資家 その他
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が出ているかいないかにかかわらず貸主である金融機関等に対して元本の返済

と利息の支払をしなければならないので、会社にとって負担が大きい。金融機

関から借り入れる場合、一般には資金の使い道も限定される。  

一方、直接金融のケースとして、株式会社で親や友人などに株主になっても

らう場合、株式会社の株主となった出資者は、会社の運営に参加する権利を持5 

つので、会社の経営に介入してくることが考えられる。また、出資者の持分比

率を考えておかないと、後々、会社の経営権に関して争いの元となる可能性が

ある。特に、友人との共同経営の場合には、株式の持分割合について注意して

おく必要がある。貸し手の場合のデメリットは、元本割れのリスクがあること

である。直接金融は貸し手にとってはハイリスクハイリターンな仕組みであり、10 

使い方を間違えると非常に危険であるため、リスク管理を怠るとあっという間

に損失を出してしまう。直接金融は企業の倒産などのリスクを投資家が直接負

うことも大きな特徴となる。  

資金を調達する前に、まずは自分自身がどれだけの金額を投資できるのかと

いう問題になる。理想的には、「全ての資金を自己資金で賄いたい」と言いたい15 

ところだが、そのように恵まれた人はごく少数である。  

 

2-2 中小企業の課題  

 中小企業の課題として考えられるものは大きく分けて「営業力・販売力の強

化」「人材の確保・育成」「コストダウンや財務体質の強化」といったことを課20 

題としていることがみられる。これらの課題は大企業にも当てはまるものもあ

るが、経営規模が小さく大企業ほど経営基盤が盤石ではないことの多い中小企

業だからこそ抱えてしまう課題が多くなっている。  

「営業力・販売力の強化」に関しては、どのような業種であってもやはり経営

規模の大きな大企業が「規模の利益」を駆使して市場のコマを奪っていく場合25 

が多いことが根本的な原因となっている。中小企業は「規模の利益」の部分で

大企業に勝つことは難しいから、そのほかの部分において違いを生み出してい

く必要が出てくる。  

「人材の確保・育成」については、大企業にもよく見られる問題であり、「規模

の利益」のように、単純に規模が大きくなれば解決できるとは言い切れない課30 
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題でもある。ネームバリューや福利厚生等の部分で勝る大企業と中小企業との

人材の奪い合いはし烈を極めることとなるが、中小企業側は工夫次第で大企業

との競争に勝利することができる場合もある。「コストダウンや財務体質の強

化」に関しては、中小企業が構造的に抱える問題をはらんでいるため、対応が

非常に難しくなる場合が多くなっている。特に中小企業は経営基盤がぜい弱で5 

あることが多いため、財務体質の強化には困難を伴うことが多くなっている。  

 

2-3 ベンチャー企業の課題  

 日本にはベンチャー企業は米国などのベンチャー先進国と比べると、成長へ

と導く環境があまり整っていないという課題がある。以下のような点が課題と10 

して挙げられる。  

 

表 2-1 ベンチャー企業の課題  

①起業にチャレンジする人材が少ない  

②資金供給者としてのベンチャーキャピタルが少ない  

③ビジネスの仕組みがグローバルに対応できていない  

④自前主義が根強く残っている大企業が多く、ベンチャーとの連携が少ない  

⑤技術のイノベーションを伴うベンチャーや地方発のベンチャーが少ない  

⑥行政によるベンチャー支援策が不十分  

（出典）ベンチャー企業とは？ベンチャー企業が成長するビジネスモデルを解

説（日本のベンチャー企業が抱える課題とは）ｐ15 

1https://biz.moneyforward.com/blog/business-hack/venture/より引用  

 

材不足や資金不足などの根本的な問題だけではなく、ベンチャー企業やベンチ

ャーキャピタルが首都圏に多い上、ゲーム・アプリケーション開発など IT 分

野を中心に増加しているなど、地域や分野に偏りがみられる点も課題である。  20 

 

第 3 章 資金調達の種類 
3-1 金融機関からの借入  

金融機関からの借入民間金融機関から借り入れを行う場合は、公的機関から

https://biz.moneyforward.com/blog/business-hack/venture/
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借り入れる場合と比べてより一層慎重かつ現実的な事業計画を練る必要がある。

民間金融機関の融資のメリットは、融資までにかかる時間が短いことである。

公的機関は提出する書類も多く、審査にも時間がかかるので今すぐ資金が必要

というときには不向きである。その点、民間金融機関の審査は手早く行われる

から、スピーディーな業務遂行には最適だ。民間金融機関は大きく分けてノン5 

バンク・銀行融資・信用金庫・組合の 4 つに分類することが出来る。どの融資

制度にもそれぞれ違ったメリットがあるから、自身にとって最適なものを選択

することが重要になる。  

 

3-2 企業と金融機関の関係  10 

企業が成長していくには、資金が必要となる。特に急成長を遂げている時に

は、多くの仕入れが必要になることもある。しかし、資金が足りない為に大口

の受注を逃してしまうこともあり、そう言う時には、金融機関などからお金を

一時的に借りることで解決できることもある。銀行から融資を受けたり、借り

入れをすることによって足りない分を用意することができる。借りる場合には15 

返済計画もしっかりと立てて、無理なく返済できるようにしなければならない。

企業にとって金融機関とはなくてはならないものである ii。 

 

3-3 株式公開による資金調達  

 株式公開の利点は、証券市場を通じ長期・大量の資金調達が可能、企業信用20 

向上、公開時の創業者利益享受、従業員の意欲向上等、である。多様・大ロッ

トの資金調達ができる利点があるが、経営権保全、間接事業費増大、管理体制

維持などの面でリスクが生じる。  

ベンチャー企業の成長段階によっては、株式を公開するといった方法もある。

株式の方法には店頭登録と証券取引所上場の方法がある。  25 

 

3-4 出資と融資  

 第 3 者にお金を出してもらうという意味で使われる出資と融資。似たような

意味にとらえているが、実は大きく異なる。投資家という観点から見れば出資

は株式投資、融資は債券投資になる。逆に起業家という観点で見れば出資は会30 
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社に投資をしてもらうことで、融資は銀行からの借り入れとなる。  

出資というのは、事業の成功・成長を期待してお金を投資することである。

資本金を出す代わりに、配当金の要求や経営への関与ができる。たとえば、株

式投資を例に出す。株を買うと、投資家には利益配当請求権がもらえる。また、

出資した株数に応じて株主総会において議決権を行使することができる。その5 

代り、出資したお金というのは原則的に返してくれということはできない。た

だし、買いたいという人がいれば第 3 者に売却することは可能である。株式投

資はこの出資にあたる。  

今度は逆に、出資してもらう側の立場から見る。会社を起業するとする。出

資してもらうということは、返済の必要がないお金をもらうということになる。10 

銀行からの借り入れ融資の場合は毎月元本の返済をしなければならない上、金

利も支払う必要がある。そのため、出資してもらう方が資金繰りは楽である。

一方で、出資してもらうということは相手に議決権がわたることになる仮に、

経営者の出資額よりも相手の出資額の方が大きいような場合、経営者であって

も、経営的には相手に握られていることになる。また、リターンの面でも違い15 

がある。通常融資はあらかじめ定めた返済条件に基づいてお金を受け取るが、

出資の場合は成果に応じてお金を投資家に分配する。株式であれば配当金とい

う形で儲けを分配したり、分配をしない場合でも株価の上昇などによって投資

家に報いることになる。 

融資というのは借金のことである。融資するというのはお金を貸すというこ20 

と、投資行為でいえば債券の購入が一般的である。たとえば国債や社債といっ

た債券は満期に投資元本が返済される。また、期間中は定められた利息を受け

取ることが可能となっている。債券を発行した企業が破綻しない限りは、発行

時の価格で返済を受けることができる。銀行預金も広く見れば、預金者が銀行

にお金を貸しているということになるわけである。その代り、預金利息をうけ25 

とっている。投資家からすればリスクとしては事業の破綻のような形で貸した

相手が返済不能になることである。企業であれば倒産したら回収は難しいし、

個人の場合でも自己破産のような形になると回収できなくなるリスクがある。  

今度は逆に、融資を受ける側の立場から見る。この場合、銀行から融資を受

けた企業は、毎月（年）借りた金額の元本＋利息を返済していく形になる。出30 
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資を受けた場合とは違って、定期的な返済が必要になる。返済は元本が無くな

るまで返済する必要がある。また、返済時には利息もかかります。この利息は

借り手の信用力の大きさ、借入額、担保の有無などによって変わってくる。一

方で出資を受けた場合とは異なり、経営に対して法的な権利を取られることは

ない iii。  5 

 

3-5 店頭登録  

日本証券業協会がある企業の発行する有価証券の売買価格を公表したり、発

行企業に関する資料を公開することなどを承認することを店頭登録という。以

前はジャスダック市場が店頭取引市場であったため、店頭登録はジャスダック10 

上場と同義語だったが、ジャスダック証券取引所の創設に伴い、全銘柄が取引

所上場銘柄となったため、現在は店頭登録銘柄は存在しない。   

 

表 3-1 店頭売買有価証券の登録基準について  

 店頭登録第一号基準  

（一般企業向け）  

店頭第二号基準  

（ベンチャー企業向け）  

1.発行済株式数  基準なし  基準なし  

2．株主数  

登録株式数が  

1,000 万株未満 300 人以上  

2,000 万株未満 400 人以上  

2,000 万株以上 500 人以上  

登録株式数が  

1,000 万株未満 300 人以上 

2,000 万株未満 400 人以上 

2,000 万株以上 500 人以上 

3.設立後経過数  

 

 創立 10 年以下、または、  

主たる事業の営業活動 10 年

以下、または、  

事業の企業化にかかる費用

の売上高比 3％以上  

4.株主資本の額  

単体・連結ともに  

直前事業年度末 2 億円以上  

基準無し  

公的時価総額が 5 億円以上

であること  

https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E4%BE%A1%E8%A8%BC%E5%88%B8-144614
https://kotobank.jp/word/%E5%BA%97%E9%A0%AD%E5%8F%96%E5%BC%95%E5%B8%82%E5%A0%B4-668608
https://kotobank.jp/word/%E5%90%8C%E7%BE%A9%E8%AA%9E-103282
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%AF%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%89%80-525276
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%AF%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%89%80-525276
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%82%B9%E3%83%80%E3%83%83%E3%82%AF%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%8F%96%E5%BC%95%E6%89%80-525276
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（出典）トーマツ『ベンチャービジネスのための資金調達事務ガイドブック』

中央経済社（2006）Ｐ123 より引用・筆者作成  

 

3-6 証券取引所への上場  

 証券取引所上場は、信用、知名度、社会的地位も向上させることは論をまた5 

ない。資金調達面でも、時価・公募による増資・債券発行など間接・直接金融

の両面で調達手段が増加する。取引所は、東京（ 1 部、2 部）・大阪・名古屋・

札幌・福岡の全国 5 か所がある。  

5.利益の額  

当期純利益（単体・連結とも） 

が正であること（一株あたり

基準は廃止）  

 

基準無し  

6.利益配当  基準無し  基準無し  

7.財務諸表等の

記載  

（公認会計士の

監査意見）  

最近 2 年間虚偽記載なし  

（最近 1 年間の「無限定」は求

めない）  

最近 2 年間虚偽記載なし  

（最近 1 年間の「無限定」は

求めない）  

8.株式事務  
協会が指定する名義書換代理人に株式事務を委託している

こと 

9.株式の様式  
協会の定める株式に適合しているか、適合する様式に変更す

る旨決議していること  

10.株式の譲渡制

度  

譲渡制限のないこと  

11.株式の公開  
浮動株比率 30％以上または最

低公開株式数 50 万株  

最低公開株式数 50 万株 

12.公開手続き  
入札方式とブックビルディン

グ方式の選択制  

入札方式とブックビルディ

ング方式の選択制  

13.開示等  

 事業の内容、企業の推進者の

取組状況等  

四半期報告の義務づけ  
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 公開は、大きなメリットもあるが、反面で相場の暴落等による公開予定の修

正、被買収性の容易さといったリスク面にも考慮が必要となる。  

 

 

3-7 企業と証券市場の関係  5 

 有価証券が発行されて投資家に取得されるまでの過程、および投資家相互間

で有価証券が流通する過程を総括して証券市場という。前者は発行市場とよば

れ、後者は流通市場とよばれる。ここで扱われる有価証券は、その一種である

資本証券が意味されており、その代表的なものが公社債などの債券と株式であ

る。  10 

証券発行市場において発行の対象となるのは、確定利付証券である債券と、

配当証券である株式である。債券の発行市場はとくに起債市場とよばれる。な

お、株式の流通市場、発行市場をあわせて株式市場といい、区別して扱われる

ことが多い。  

 債券は、発行主体が国または地方公共団体であるか、一般企業であるかによ15 

って、公債と社債に分かれる。公債はさらに国債と地方債、社債は金融機関に

よって発行される金融債と、事業会社によって発行される事業債に分かれる。

他方、株式は株式会社の発行による。  

 発行方法には、直接発行と間接発行とがある。前者は発行者自らが発行に伴

う危険を負担するもの、後者はこれに対して発行危険を第三者に負担させるも20 

のである。募集方法については、両者ともに発行者自らが行う自己募集と、第

三者に委託する委託募集とがある。  

間接発行で発行危険を負担することをさす。日本では、第二次世界大戦前は国

債と社債について大手銀行がシンジケートを組織して引受け業務を行い、証券

業者はその下請け的な役割を果たすにすぎなかったが、1948 年に制定された証25 

券取引法によって、銀行その他の金融機関は、国債、地方債、政府保証債など

の引受けが禁止され、証券引受け業務は証券業者のみが扱うことになった。引

受けには、買取引受けと、残額引受けとがある。前者は、発行証券を確定価格

で引受け機関が買い取り、その後適当な時期と価格で一般に売り出す方法であ

り、後者は、発行機関が発行主体との間で引受け価格、売出し価格、その他の30 
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条件を定めて発行を引き受け、売れ残り分は引受け機関が引き取ることを保証

する方法である。さらに両者について、引受け機関が単独である場合を単独引

受け、複数で分担額を定めて共同で引き受ける場合を共同引受けという。この

場合にはシンジケートが結成されるのが普通である。シンジケートには幹事機

関が定められ、それが発行機関との引受け条件の取決め、シンジケート契約の5 

締結、証券の市場導入など事務処理にあたる。また、売れ残り分の分担方法に

ついては、不分割方式（各自の実際販売額と無関係に当初の契約どおりに引き

受ける方法）と、分割方式（自己の実際販売額の差額だけを引き受ける方法）

とがある。  

証券のうち公社債については、株式のように零細な投資家は少なくて、大口10 

資金の投資家が多いから、流通市場より発行市場に重点が置かれている。たと

えば、優良社債に対して需要が集中し、価格騰貴や利回りの低下がおこるのに

対して、投資的に妙味に欠ける社債に対する需要が少なく、低価格、高利回り

となる傾向が強いので、社債に格付けが行われる。理論上、証券の発行条件は

流通市場で形成される価格に規制されるものとされているが、第二次世界大戦15 

後の債券市場では、事実上、流通市場を欠き、債券に対する正常な需給関係に

基づくメカニズムは働いていないとみられ、そのための種々の施策も試みられ

てはいるが、成果をあげるまでには至っていない。  

 他方、株式の流通市場は活発で、大量の株式の売買が組織的に行われている。

正常な価格メカニズムによる価格形成が行われる具体的な流通市場としての証20 

券取引所が完備し、株式の需給要因を含む抽象的な株式流通市場においても同

様である。  

日本の金融システムは、そもそもイギリスやアメリカのような市場型システ

ム Market-oriented System ではなく、間接金融ルートを中心とする銀行型シ

ステム Bank-oriented System に位置づけられる場合が多い。実際、1998 年（平25 

成 10 年）以前の日本の証券市場は、規制や障害が多く、使い勝手のよいもので

はなかった。そのため、手数料の自由化、取引所集中義務の廃止、証券業の免

許制から登録制への切替えなど「日本版金融ビッグバン」（金融システム改革）

といわれる矢つぎばやな改革が行われることになった。また、2006 年 6 月には

証券取引法にかわって、金融商品を包摂する金融商品取引法が制定され、グロ30 
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ーバル市場としての制度的な体制は、ある程度整ったといえる。  

 しかし、市場を通じて資金調達ができる企業数は、アメリカに比べて圧倒的

に少ないのが現状である。具体的には、アメリカで取引所や新興企業向け市場

から資金調達できる企業数は 2 万 5000 社を超えているのに対して、日本では

4200 社余りしか存在しない。しかも、このうち新興企業向け市場だけを比較し5 

てみると、アメリカでは NASDAQ(ナスダック )のスモールキャップ Small Cap、

OTC ブリティンボード OTC Bulletin Board、ピンクシート Pink Sheets、そ

してローカルマーケット Local market を合計すると約 2 万社程度であるのに

対して、日本ではマザーズ、アンビシャス、セントレックス、Q ボード、グリ

ーンシートなどをあわせて 500 銘柄にも満たない状態であり、証券市場の裾野10 

(すその )の広がりに圧倒的な差があることがわかる。歴史的にみて、証券市場

の裾野から次代を担う新しい産業が登場していることはよく知られている。そ

の意味からも日本の証券市場の裾野が広がるように、さらなる規制緩和や障害

を取り除くとともに、証券市場そのものの機能強化を進めていく必要があろう。 

 加えて、現状、各国の証券取引所はそれぞれ個別に国際的な提携を行い、複15 

数の市場が取引システムの共通化や情報ネットワークの形成といった方法によ

り、市場間リンクを構築し、競争力を強化させようとしている。この場合に問

題になってくるのが、制度や慣行の違い、とくに証券決済システムの統一の問

題である。日本においては証券決済システム改革法（平成 14 年法律第 65 号）

の施行により、社債等のペーパーレス取引が可能になるなど、国際的な提携が20 

行いやすい環境をつくりつつあるが、今後も証券に関する規制・監督の方法や

手段、会計基準などの国際的調和を一段と進めていく必要があると思われる iv。 

 証券会社は、証券市場の仲介役となることで、投資家と企業をつないでい

る。投資家は、株式や債券に投資することで、キャピタルゲインやインカムゲ

インを得ることができる。一方、企業は株式や債券を発行することで、さらな25 

る成長を遂げていくための資金を得ることができる。いま、日本の経済はすで

に成熟し、少々停滞気味なのが実情である。これから社会をさらに発展させて

いくためには、新たな産業を切り拓き、雇用を創出していかなければならな

い。その担い手となるのが、社会にイノベーションをもたらす新興のベンチャ

ー企業である。しかしながら、ベンチャー企業は実績も担保もないため銀行か30 
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らの融資を受けにくく、資金面で大きな壁にぶつかるケースも少なくない。そ

うした未来の大企業に対して「投資」を促すことができるのが、証券会社であ

る。また、日本を支えてきた従来の大企業に対しても、資金調達や M&A などに

よって市場からの「投資」を呼び込み、さらなる成長を支援していくことがで

きる v。  5 

3-8 ベンチャーキャピタルからの資金調達  

 ベンチャーキャピタルから資金調達するうえで表 1-2 のようにメリット・デ

メリットがある。  

 

表 3-2 メリット・デメリット  10 

メリット  

1. ベンチャーキャピタルから役員派遣によるハンズオ

ン経営支援が受けられる可能性がある  

2. ベンチャーキャピタルから事業提携先の紹介等を受

けられる場合がある  

3. 自社株が公開株式になるので、流動性が高まり相続税

に対する一つの手段になりうる  

デメリット  

1. 経営に関して出資者であるベンチャーキャピタルの

意向を反映させる必要が生じる  

2. 時期尚早でも IPO を目指してしまった結果、間接経

費の増加を招いてしまう可能性がある  

3. ビジネスモデルが立ち行かなくなって、株式公開が見

えなくなった場合、ベンチャーキャピタルに資金回収に

走られる可能性がある  

（出典）ベンチャーキャピタルからの資金調達～石割公認会計士事務所（ベン

チャーキャピタルから資金調達するメリットとデメリット）http://www.cpa-

ishiwari.jp/vc/ｐ1 をもとに筆者作成  

 

ベンチャーキャピタルは、経営陣の評価を重視しており、ベンチャーキャピ15 

http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=T6qHJf9V3igd9CN5LBK.M2y5PvUPrU3K4c0qQKYS.G1c22SxZmN.qQHp2is4veNNVRpB1JiOanS4Kr.9m5iLBC8h04rFEN74ANMTgz4Aalyq68qR3X.wh7X.nFde6Jg9aTR_4WJsbgirEe9GrIaIiUFYWMhC_.UKihv3xnHUckNZYnA.3T1B2JN379pppQCR2LNVhahDS7ip/_ylt=A7YWNMcR8_hZaXcAqi6DTwx.;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=11if3kdel/EXP=1509588177/**http%3A/www.cpa-ishiwari.jp/vc/
http://www.cpa-ishiwari.jp/vc/
http://www.cpa-ishiwari.jp/vc/
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タルからの資金調達を成功させるには、そのビジネスの分野で豊富な経験を有

し、優秀かつ信頼できる経営陣が必要となる。事業はヒト・モノ・金といわれ

るように非常に重要である。例えば、ビジョンを描き、行動力のあるトップと

トップを補佐する優秀な参謀達といったイメージである。   

ベンチャーキャピタルは、事業の成否を検討する上で、経営陣の質を最も重5 

視する。そのビジネスの分野で豊富な経験を有し、優秀かつ信頼できる経営陣

が望ましいといえる。   

そして経営陣の経歴・資質が現在の事業領域とマッチしていることもポイント

である。業界における相応の経験・人脈を有している場合の方が、ベンチャー

キャピタルからは、事業が成功しやすいと判断される。   10 

また、ベンチャーキャピタルは、投資先企業のターゲットとする市場の成長

性を重視することが多いため、時流に乗った市場かどうかを検討する。一定の

市場規模が本当に存在し、なおかつ今後も成長が見込まれることが重要である。  

また、市場参入や新製品投入のタイミングが適切でなければならない。一歩

先を見据えながらも、半歩先の商品・サービスを提供することで市場に参入す15 

ることが望ましい。あまり先を突っ走りすぎても誰もついていけないというこ

とにもなりうるため、潜在的な市場が顕在化するタイミングを適切に捉える必

要がある。   

極論を言えば、現在優良企業であるかよりも、ターゲットとしている市場の

「規模の大きさ」及び  「成長性」が重要であり、規模が大きく成長性があれば20 

あるほどベンチャーキャピタルから投資を受け易く、場合によっては、現在赤

字経営である企業でもベンチャーキャピタルから投資される可能性がある、と

いうことになる。   

ベンチャーキャピタルは、差別化や投資先企業が差別化された優位性を確保

していることを重視する。  商品・サービス・技術が競合先に比べて差別化さ25 

れた強み、即ち市場での優位性を確保しているかを重視する。また、具現性の

ある販売戦略を持ち合わせていることも重要である。  

また、ベンチャーキャピタルは株式公開可能性のある会社に投資する。株式

公開を目指している会社で、なおかつ株式公開の可能性が見込まれる会社でな

ければ、ベンチャーキャピタルからの投資は期待できない。根源的にベンチャ30 



 

 

20 

 

ーキャピタルはキャピタルゲインをもたらす会社に投資するという大前提があ

る。 

そして、ベンチャーキャピタルから出資を受ける場合、通常、投資契約書の

締結を求められる。  投資契約書には起業家にとって不利になる条項が入って

いる可能性があるから、ベンチャーキャピタルからの資金調達に詳しい専門家5 

（実際にベンチャーキャピタルからの資金調達経験のある公認会計士や弁護士

等）の相談を受けることが望ましいといえる。  

 

3-9 ベンチャーキャピタルからの資金調達とシェアの関係  

当然のことだがシェアを落とさずにベンチャーキャピタルから資金を調達す10 

ることはおよそ不可能である。   

ベンチャーキャピタルから資金を調達するということは、出資者であるベン

チャーキャピタルに会社の所有権の一部を譲り渡したのと同じことである。持

ち株比率と調達資金の関係を表したのが下の図 1-3 である。  

図 3-1 持ち株比率と調達資金の関係  15 

 

（出典）ベンチャーキャピタルからの資金調達～石割公認会計士事務所（ベン

チャーキャピタルからの資金調達とシェアの関係）ｐ1http://www.cpa-

ishiwari.jp/vc/より引用  

 20 

結局、どちらかが多ければどちらかが少なくなるから、 2 つが交わる中心部

http://search.yahoo.co.jp/r/FOR=T6qHJf9V3igd9CN5LBK.M2y5PvUPrU3K4c0qQKYS.G1c22SxZmN.qQHp2is4veNNVRpB1JiOanS4Kr.9m5iLBC8h04rFEN74ANMTgz4Aalyq68qR3X.wh7X.nFde6Jg9aTR_4WJsbgirEe9GrIaIiUFYWMhC_.UKihv3xnHUckNZYnA.3T1B2JN379pppQCR2LNVhahDS7ip/_ylt=A7YWNMcR8_hZaXcAqi6DTwx.;_ylu=X3oDMTBtNHJhZXRnBHBvcwMxBHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=11if3kdel/EXP=1509588177/**http%3A/www.cpa-ishiwari.jp/vc/
http://www.cpa-ishiwari.jp/vc/
http://www.cpa-ishiwari.jp/vc/
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分での取引が両者にとって良い方法なのかもしれない。両者が納得のいく結果

が重要である。  

ベンチャーキャピタルが運営するファンドとは、一般にベンチャーキャピタ

ルが設立した投資事業組合をファンドと呼ぶ。ファンドとは、複数の有望企業

に投資することでリスクを分散させながら、将来有望な未公開ベンチャー企業5 

の株式に投資をしたいという機関投資家や個人投資家のニーズに応えるために

設立されるものである。   

ベンチャーキャピタルは、機関投資家や個人投資家から出資者を募集し、フ

ァンドを設立する。  そしてファンド設立後には無限責任組合員としてファン

ドを運営することで、「管理報酬」や「成功報酬」を得る。管理報酬はベンチャ10 

ーキャピタルにとって安定的な収益源になる。ファンドサイズが大きいベンチ

ャーキャピタルの方が、そうでないベンチャーキャピタルよりも経営が安定し

ている。   

ベンチャーキャピタルはベンチャー投資の専門家であり、成長性のあるベン

チャー企業を発掘・評価する目利き力があるから、組合員の利益のために無限15 

責任組合員としてファンドの管理・運営にあたり、その対価として「管理報酬」

や  「成功報酬」を受け取る vi。   

エンジェル投資家から投資を受けるメリットとデメリットをまとめたのが下

の表 1-2 である。  

 20 

 

表 3-3 エンジェル投資家から投資を受けるメリットとデメリット  

メリット  

エンジェル投資家から投資を受ける

メリットは、資金面だけでなく、元

起業家として活躍したエンジェル達

の知恵やアドバイスを受けることが

できる。また、幅広いコネクション

を生かして、事業が軌道に乗るのを

積極的にサポートにまわることもあ
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る。 

中には、経営のノウハウから精神面

までメンター（指導者・助言者）と

して、精神的なサポートや育成を行

うエンジェル投資家も多い。  

デメリット  

一定の距離を築くエンジェル投資家

がほとんどだが、中には会社経営に

まで首を突っ込むエンジェル投資家

が存在する。資金を受けられるメリ

ットと引換に「窮屈な思いをする」

といった意見があるほか、株の所有

率が多すぎるエンジェル投資家もい

る。そのため、創業者の持ち分比率

があまりにも低ければ（役員の追い

出しなど）経営で問題を抱えるほ

か、会社売却で損をする可能性があ

る。 

（出典）エンジェル投資家とは？出資を受ける 5 つの秘訣とメリットデメリ

ット（エンジェル投資家から投資を受けるメリット・デメリット）ｐ

1http://shikin-pro.com/guide/113#i-3 より筆者作成  

 

エンジェル投資のデメリットを回避するポイントして、エンジェルを使用す5 

る際には「尊敬できる人物」から投資を受けるようにすることが重要である。

仮に、尊敬できない投資家から支援が得られたとしても、経営で窮屈な思いを

するだけでなく、株の所有率を多くとられてしまう。このほか、株価の配分や

投資に関する約束事は双方に誤解の無い様（お互いが納得できるまで）何度

も、話し合うようにする。  10 

エンジェル投資家とベンチャーキャピタルとの違いとしてベンチャーキャピ

タルとエンジェル投資家の特徴を表にしたのが表 1-3 である。  
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表 3-4 ベンチャーキャピタルとエンジェル投資家の特徴  

ベンチャーキャピタル  

 

・ 長期間のプロセスを掛けて、投資

先を選定する（審査が厳しい）  

・ 扱う金額が大きい、最低でも 2 億

〜3 億円以上の投資額（資本金）に

なる 

・ 投資先の会社で、役員の席を要求

することが多い  

 

エンジェル投資家  

・ 短期間で「魅力のある」起業・人

物に対して投資を行う  

・ 扱う金額は 500 万円〜2,000 万円

程度と少額だが、資金調達がしやす

い 

・ 役員の要求や経営に首を突っ込む

投資家は比較的少ない  

 

（出典）エンジェル投資家とは？出資を受ける 5 つの秘訣とメリットデメリ

ット（誰でも分かる！エンジェル投資家とベンチャーキャピタルとの違い）ｐ

1http://shikin-pro.com/guide/113#i-3 より引用  

 5 

ベンチャーキャピタルは出資金額が大きいのが特徴である。ただ、資本金を

億単位で必要としない業種では「ベンチャーキャピタルの規模は、あまりにも

大きすぎる」と敬遠する声がある。また、ベンチャーキャピタルの出資は、審

査から実施までに長い時間が必要なため、時間がない人には不便である。  

短期間で必要な資金供給を受けるには、エンジェル投資家のサポートが大き10 

な役割を果たしている。しかし、エンジェルひとりだけの資金では足りないこ

ともある。この場合は、複数のエンジェル投資家を募って共同出資を持ちかけ

る方法もある。  

また、経営が順調になった時点で、ベンチャーキャピタルや金融機関の出資

http://shikin-pro.com/guide/113#i-3
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を受ける企業も多く見られる。  

 

3-10 ファクタリングによる資金調達  

企業が事業資金を調達する方法の一つで、ファクタリングと呼ばれるものが

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5 

い取るサービスである。一般的に企業間取り引きは現金払いではなく、掛け売

りによる取り引きとなる。売掛金とは商品の納品やサービスの提供が完了し、

請求書を提出しているものの支払期日が来ていないなどの理由で、まだ入金さ

れていないお金のことである。支払期間が長い場合はなかなか現金化できず、

資金繰りに影響が出ることがある。このようなときにファクタリングサービス10 

を利用すると、即座に売掛金をキャッシュに換えられるので便利である。これ

から手に入る予定の売上金を先に回収する方法と考えれば良い。  

 

図 3-2 ファクタリング  

15 

（出典）ファクタリングサポート（ファクタリングの種類について）ｐ1 

http://kyushu-factoring.com/より引用  

http://kyushu-factoring.com/
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3-11 ファクタリングと銀行融資の違い  

 ファクタリング  銀行融資  

資金調達の時間  

フリング会社によるが最

短だと即日ということも

ありえる。少なくとも数日

程度で資金調達が可能。  

資金調達までの時間は

１ヶ月程度必要。必要な

書類を準備し、審査があ

るため時間がかかる。  

手数料と計算法  

売掛債権の手数料（掛目）

は 5%〜 25%程度でファク

タリング業者によって異

なる。銀行融資と比較する

と割高である。  

年間数 %の金利であり、

コストは安くおさえる

ことができる。  

資金調達  

ファクタリングは借り入

れではないので金利が発

生しない。当然、借入では

ないので返済義務もない。

これは既に発生している

売る上げの金額を先にも

らうファクタリングのメ

リットである。さらに最短

1 日から数日で素早く資金

を調達することができる。 

担保と審査が必要にな

る。また、融資は「借入

金」であり返済義務と金

利が発生する。  

 

3-12 ファクタリングのメリット・デメリット  

・メリット  5 

1.資金調達が簡単  

比較的簡単に資金調達ができることである。銀行などからの融資の場合は、

経営状態が重視されるが、ファクタリングは融資ではないから審査に通りや

すく担保も不要になる。 
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2.資金繰りがよくなる上に、担保は不要。  

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

達できるから、急な出費や支払金の不足に対応できる。銀行からお金を借り

る場合は担保が必要なこともあるが、ファクタリングの場合は融資とは異な

るので担保を用意する必要がある。  

3.貸借対象表がスリム化されるから、金融機関の信用もアップ。  

貸借対照表のスリム化が実現することである。償還請求権なしの債権譲渡を

行うファクタリング会社を選べば、売掛先が倒産などで売掛金が回収できな

くなった場合でも、こちらが負担する必要がなく貸借対照表でも負債になら

ないというメリットがある。  

 

・デメリット  

1．3 社間のファクタリング  

手数料は、3 社間なら 1％～5％である。また、ファクタリングは売掛金が無

いと資金調達ができないから、月商以上となる調達はできないというデメリ

ットもある。3 社間のファクタリングの場合は、ファクタリング会社と資金

調達をしている利用会社、売掛先である取引先で取引をするから、取引先会

社の承諾が求められる。取引先が同意すれば問題ないが、難色を示すことも

ある。  

2．2 社間のファクタリング  

2 社間なら買取売掛金額の 10％～30％利用会社も取引先から資金繰りが苦し

い会社とみなされ、今後の取引にマイナス影響が出る点もデメリットである。

2 社間の場合は、ファクタリング会社が利用会社から債券（売掛金）を買取

り、期日には利用会社に取引先が入金する。入金された利用会社は、売掛債

権の入金額をファクタリング会社にお金を入れ直す。ファクタリングサービ

スを利用した事実が取引際に知られないということで利用会社にはメリット

があるのだが、利用会社が倒産したり、入金されたお金をファクタリング会

社に入金せず使いこんでしまった場合は、ファクタリング会社が損失を被る

ことになる。そのためリスクが多い分、手数料は高くなっている。  
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（出典）ファクタリングとは？メリットデメリットについて分かりやすく解説

（ファクタリングってどんなサービス）ｐ1http://www.1-

kigyou.com/factoring.html より引用・筆者作成  

 

第 4 章 大企業との比較 5 

4-1 大企業の定義  

 大企業とは中小企業の基準を超える企業のことである。法律で大企業そのも

のが定義されているわけではなく、中小企業基本法で定義された中小企業の反

対解釈として大企業とみなすのが一般的である。  

表 1-1 の基準よりも規模が大きいならば、大企業といえる。  10 

 

4-2 大企業の資金調達  

上場企業約 500 社の資金調達に関するストックとフローのデータを概観し

た結果、日本の大企業の最近 30 年の資金調達には「負債依存度の長期的低

下」と「銀行・メインバンク借入依存の継続」という一見矛盾した特徴が観察15 

された。  

この特徴を含めた日本の大企業の資金調達行動は、株主利益の最大化を前提

とした既存の最適資本構成の理論（トレードオフ理論、ペッキングオーダー理

論）では説明するのが困難であることを示した。  

そこで、日本の大企業が株主のみならずさまざまなステークホルダーのため20 

に存在していると考え、その経営目標が「企業の存続」であるという仮説を立

てた。そして、日本企業の資金調達行動を「（企業の）存続確率最大化モデ

ル」で表現した。約 30 年間のデータを用いて分析を行った結果、存続確率最

大化モデルが実証的に支持されることが明らかにされた。そればかりか、この

モデルが上記の日本企業の資金調達の特徴「負債依存度の長期的低下」をうま25 

く説明できることが示された。また「企業の存続確率の最大化」という仮説か

らは、日本の大企業の資金調達のもう 1 つの特徴「銀行・メインバンク借入

依存の継続」も、企業が資金調達リスクをヘッジする行動として理解できる。  

実証分析の結果からすると、日本の大企業の資金調達行動は、株主利益最大

化という点からは疑問であったとしても、企業の存続確率最大化という目的か30 

http://www.1-kigyou.com/factoring.html
http://www.1-kigyou.com/factoring.html
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らすると極めて合理的な行動であると考えられる。すなわち、日本の大企業の

財務政策は、「効率・利益重視」というよりも「安定・存続重視」を目標にし

たものとして理解できる。そして、この企業の財務上の目標とその行動は、近

年も基本的にも変化がないものと考えられる。  

この安定性重視の財務政策は、今回の世界金融危機においては、日本企業の5 

経営の継続性・安定性を確保したという意味で大きなプラスの効果をもったと

考えられる。日本の大企業は 1990 年代以降、企業の資金需要が減少する中で

内部留保を蓄積し負債を返済してきた。それによって、金融危機の直前の

2000 年代の後半には、その負債比率はかなり低下していた。そのため、2008

年～2009 年に実物経済の大きなショック、企業収益の大幅な減少に見舞われ10 

ても、財務危機や倒産の危機に陥る企業はほとんど見られなかった。さらに

は、金融危機では世界の資本市場の機能が麻痺状態に陥ったが、日本の大企業

は「いざという時のために」かねてから長期的な関係を築いてきた銀行やメイ

ンバンクから円滑に資金を調達できた。このことによって、日本の大企業には

資金繰りの問題も目立って生じなかったと考えられる。  15 

日本の大企業の「安定性重視の財務政策」。株主利益最大化という目標から

見ると保守的に見えるこの政策も、企業の存続という目標からすると最適な財

務政策であると考えられる。  
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図 4-1 日本の大企業の資本構成  

 

（出典）ＲＥＩＴＩ－第 10 回「日本の大企業の資金調達：効率化存続か？」

（日本の大企業の資金調達）ｐ

1http://www.rieti.go.jp/jp/projects/fcga2011/columns/10.html より引用  5 

 

 大企業はリーマン・ショック時の世界的な経済打撃により、大幅な収益減少

に直面しても、倒産危機に陥る大企業はほとんど見られなかったが、中小企業

は倒産してしまう企業も少なからずあった。リーマン・ショック時ほどの金融

危機が起こると、銀行は融資をしなくなる。理由として、融資したお金が返済10 

されない可能性が高くなるからである。中小企業のように、信用力が低いと特

に融資されにくくなる。  

図 4-1 から見てわかるように、大企業の資金調達の銀行からの借入を見ると、

一定の水準で推移している。リーマン・ショック時にも平均よりも少ないが借

入することができていることがわかる。  15 

 

4-3 中小企業と大企業の比較  

2-1 で述べたように中小企業は大企業のように銀行からの融資は得ずらいの

file:///C:/Users/owner/Downloads/ＲＥＩＴＩ－第10回「日本の大企業の資金調達：効率化存続か？」（日本の大企業の資金調達）http:/www.rieti.go.jp/jp/projects/fcga2011/columns/10.html
file:///C:/Users/owner/Downloads/ＲＥＩＴＩ－第10回「日本の大企業の資金調達：効率化存続か？」（日本の大企業の資金調達）http:/www.rieti.go.jp/jp/projects/fcga2011/columns/10.html
file:///C:/Users/owner/Downloads/ＲＥＩＴＩ－第10回「日本の大企業の資金調達：効率化存続か？」（日本の大企業の資金調達）http:/www.rieti.go.jp/jp/projects/fcga2011/columns/10.html


 

 

30 

 

が現状である。中小企業は大企業と比べ信用性が低く、実績が高くないからで

ある。  

 では中小企業と大企業の規模の大きさと実績の差を見ていきたい。  

・企業数  

中小企業：380.9 万社(99.7%) 5 

大企業：1.1 万社 (0.3%)  

・従業員数  

中小企業：3,361 万人 (69%) 

大企業：1,433 万人 (31%)vii 

従業員数は中小企業の方が大企業と比べると 2 倍近く多い。企業数の差から10 

比べると、いかに従業員が多いかわかる。  

・売上高の推移  

 2016 年版の中小企業白書では、最近 10 年間の企業の売上高の合計が集計さ

れている。グラフは、企業の売上高の合計の推移を大企業と中小企業に分けて

表したものである。中小企業の売上高は 2007 年第 4 四半期に 161 兆円に達し15 

たのち、リーマン・ショックの影響により大きく落ち込んだ。その後、中小企

業の売上高は大企業を上回る勢いで回復し、 2011 年第 1 四半期には 154 兆円

に達した、しかし、東日本大震災の発生を経て、再び大きく落ち込むことにな

った。2013 年以降は、緩やかな回復を見せているものの、リーマン・ショック

の直後を下回る 120 兆円程度の水準で推移している。  20 

 

図 4-2 中小企業と大企業の売上高  
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（出典）中小企業の売上高の統計からわかること｜ＭＦクラウド公式ブログ

（中小企業の売上高の推移を見る）ｐ

1https://biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/company-earnings-

statistics/より引用  5 

 

グラフで示されているように、大企業と比較すると、中小企業の売上高の回復

には弱さが見られる。  

次のグラフは、2009 年から 2015 年の売上高の増減を、大企業と中小企業

で業種別に分解したものである。大企業と中小企業の間で、売上高の増減に違10 

いがあることが明確に表わされている。  

図 4-3 2009 年から 2015 年の売上高の増減  

file:///C:/Users/owner/Downloads/（出典）中小企業の売上高の統計からわかること｜ＭＦクラウド公式ブログ（中小企業の売上高の推移を見る）https:/biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/company-earnings-statistics/
file:///C:/Users/owner/Downloads/（出典）中小企業の売上高の統計からわかること｜ＭＦクラウド公式ブログ（中小企業の売上高の推移を見る）https:/biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/company-earnings-statistics/
file:///C:/Users/owner/Downloads/（出典）中小企業の売上高の統計からわかること｜ＭＦクラウド公式ブログ（中小企業の売上高の推移を見る）https:/biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/company-earnings-statistics/
file:///C:/Users/owner/Downloads/（出典）中小企業の売上高の統計からわかること｜ＭＦクラウド公式ブログ（中小企業の売上高の推移を見る）https:/biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/company-earnings-statistics/
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（出典）中小企業の売上高の統計からわかること｜ＭＦクラウド公式ブログ

（中小企業の売上高の推移を見る）ｐ

1https://biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/company-earnings-

statistics/より引用  5 

 

大企業では、すべての業種で売上高が増加している。一方、中小企業では、震

災復興事業との関連が深い建設業の売上高は増加したものの、建設業以外の業

種では売上高が減少している。  

全体として中小企業は大企業に比べて不利な状況に置かれている。しかし、10 

従業員一人当たり売上高や売上高経常利益率をみると、大企業の平均を上回る

実績を上げている中小企業も存在する。  

企業の稼ぐ力を測る指標の一つに、売上高を従業員数で割った従業員一人当た

り売上高がある。従業員一人当たり売上高は、従業員の労働生産性を表す指標

として知られている。  15 

グラフは、従業員一人当たり売上高の分布を大企業と中小企業に分けて示した

ものである。大企業の平均額は 8,000 万円ある一方で、中小企業の平均額は

file:///C:/Users/pc1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1GYOG6Z0/（出典）中小企業の売上高の統計からわかること｜ＭＦクラウド公式ブログhttps:/biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/company-earnings-statistics/
file:///C:/Users/pc1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1GYOG6Z0/（出典）中小企業の売上高の統計からわかること｜ＭＦクラウド公式ブログhttps:/biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/company-earnings-statistics/
file:///C:/Users/pc1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1GYOG6Z0/（出典）中小企業の売上高の統計からわかること｜ＭＦクラウド公式ブログhttps:/biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/company-earnings-statistics/
file:///C:/Users/pc1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1GYOG6Z0/（出典）中小企業の売上高の統計からわかること｜ＭＦクラウド公式ブログhttps:/biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/company-earnings-statistics/


 

 

33 

 

4,500 万円にとどまっている。しかしながら、中小企業のうち 10.9％の企業は、

従業員一人当たり売上高が大企業の平均額（ 8,000 万円）を上回っている。  

 

図 4-4 従業員一人当たり売上高の比較  

5 

（出典）中小企業の売上高の統計からわかること｜ＭＦクラウド公式ブログ

（稼ぐ力のある中小企業の投資行動）ｐ

1https://biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/company-earnings-

statistics/より引用  

 10 

 図 4-4 を見ればわかるように、従業員一人当たりの売上高の平均は大企業の

方が圧倒的に多いが、 9000 万円以上の売上高を上げる従業員は中小企業も大

企業もそれほど大差はないことがわかる。  

  

file:///C:/Users/pc1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1GYOG6Z0/（出典）https:/biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/company-earnings-statistics/
file:///C:/Users/pc1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1GYOG6Z0/（出典）https:/biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/company-earnings-statistics/
file:///C:/Users/pc1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1GYOG6Z0/（出典）https:/biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/company-earnings-statistics/
file:///C:/Users/pc1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/1GYOG6Z0/（出典）https:/biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/company-earnings-statistics/
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おわりに  

 今回の論文を通して、日本の中小企業は全体の 99％以上を占め、日本の経済

の根源であり、地域経済を支えていることがわかった。  

また、現在の日本の中小企業の資金調達の状況の深刻さについて再認識させら

れた。日本の中小企業だけに限らず、日本社会全体で見ると個人でお金を借り5 

るときも、最初に思いつくのは銀行が多いと我々は考える。しかし、銀行も簡

単にお金を貸してくれるわけではなく、借りたい人の人間性や信用力、勤務先、

資産はいくらあるかくまなく調べ、お金を返せると銀行が判断すれば貸してく

れる。  

注目してほしいのが、勤務先である。我々の調査による事例を挙げる。日本に10 

住んでいる人間ならば、誰もが知っている大企業に勤めている知人がいる。そ

の人が家を購入するときに、銀行に勤務先を伝えた際、すぐにお金を貸してく

れたそうだ。そこで、我々は企業の信用力は従業員の信用力にもつながると分

かった。  

このように日本社会の現状では信用力がなければ銀行からお金を借りることが15 

できない。中小企業のように信用力の低い企業も銀行からお金を借りにくく資

金さえあればうまくいくビジネスも資金不足によりビジネスチャンスを逃して

しまう。このような悪循環が中小企業と銀行の間で起きている。  

解決するためには、銀行だけに頼らず、中小企業だけに融資する企業をつくる

べきだ。ベンチャーキャピタルと似たようなものだが、ベンチャーキャピタル20 

は審査が厳しいため銀行と同じようにお金を借りにくい。そのため、報酬はも

らうが、審査が厳しくなく、経営に深入りしないシステムをつくる必要がある。

このようなデメリットのないような企業をつくることは難しいが、実現すれば、

日本の中小企業のさらなる成長や発展が望めると我々は考える。  

  25 
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%87%E3%81%A8%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%81%AE%E9%81%95%E3%

81%84 を参照して作成  

iv コトバンク証券市場  

https://kotobank.jp/word/%E8%A8%BC%E5%88%B8%E5%B8%82%E5%A0%B

4-79121 を参照して作成  
v大学生のための金融口座  

http://www.nomura-recruit.jp/graduate/2018/special/finance02.html#q3 を

参照して作成  

vi ベンチャーキャピタルからの資金調達  

http://www.cpa-ishiwari.jp/vc/を参照して作成  

vii 大企業と中小企業の定義や平均年収、企業数の違い  

http://raorsh.com/daikigyo を参照して作成  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/g_book/h21/teigi.html
http://roypost.com/
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http://money-magazine.org/%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%A8%E5%87%BA%E8%B3%87%E3%81%A8%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84
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