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はじめに 

現在の日本では、アベノミクスによる景気回復が進んでおり、賃金の上昇も

あって、国民に景気回復の実感がでてきた。2020 年には、東京オリンピックの

開催が決定されており、それによる建設投資の増加や訪日観光需要の増加によ5 

って、経済はさらに良い方向へと進んでいる。しかしながら、東京オリンピッ

クによる好影響は、2020 年までであることや、それ以降はアベノミクスの効果

が薄れる可能性が高いと考えられる。それゆえ、2020 年以降の景気の低迷が懸

念されている。現在の日本に求められているのは景気が低迷する前に景気の維

持、向上をすることである。そのためには、日本の企業の大部分を占め、大企10 

業や隙間市場において重要な役割を果たす中小企業の貢献が必要となる。しか

しながら、中小企業の資金調達において、情報の非対称性や規模の経済といっ

た問題が発生しており、それにより金融機関は中小企業に貸出を行いにくいと

いう現状が存在する。そのために政府は、公的な金融機関を設けることで中小

企業が資金調達を行いやすいようにした。しかしながら、公的金融機関はあく15 

まで企業が事業を行うことの補助としての側面が強く、中小企業が公的金融機

関に頼りすぎるのはよくないと考えた。そこで、動産を担保にして融資を行う

ABL が、近年、中小企業への貸出で数字を伸ばしていることに着目した。しか

しながら、売掛債権の担保としての利用に不自由も存在している。本稿では、

今後 ABL が、売掛債権を担保として設定しやすい環境を作られることで、資金20 

調達をより促進するものになり、 ABL で築いた金融機関との関係性から、リレ

ーションシップバンキングの活躍に繋がるのではないかと考えた。また、ベン

チャー企業の資金調達においても中小企業と似たような問題があり、そのよう

な現状がある中、ベンチャー企業が資金調達先として、多く利用しているのが

ベンチャーキャピタルである。そこで我々は、最近ベンチャー企業への投資額25 

が増えている事業法人からの出資、 CVC に着目をし、それの活発化をはかる方

法を考えた。  

第 1 章では中小企業の現状について考察する。中小企業には大企業の下請け

企業としての役割、隙間市場での財・サービスの提供、新たな産業の創出と産

業の活性化、地域経済の担い手といった様々な役割を果たす必要がある。しか30 
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し、中小企業には情報の非対称性、そして規模の経済といった問題が存在する。

大企業と比べて、財務的側面での余裕がない中小企業は、計画書類などの掲示

を資金提供者に行っていない。そして、上場を行っていない中小企業は財務省

表を作成する義務も存在せず、政府や地方自治体に納付する税務会計に会計業

務の重きを置いている。そのため、金融機関は財務諸表を用いての審査を行っ5 

ての貸出を行えない。また、金融機関からの融資にかかるコストは融資額が大

きくなるほど費用対効果が大きくなるため、金融機関は大企業への融資を望む

傾向にある。このような理由により、中小企業の資金調達には課題が存在する。  

第 2 章では、そのような中で中小企業が取り得る資金調達方法を間接金融、

直接金融に分類して考察した。その結果、本稿では事業性評価での貸出にはリ10 

レーションシップバンキングが重要であると考えた。そして、その金融機関と

の関係性を深める資金調達方法としては、ABL に着目した。現在、中小企業の

資金調達方法として活用されている ABL だが、売掛債権の担保としての利用に

弊害も存在している。その改善がリレーションシップバンキングの促進に繋が

るのではないかと検証する。  15 

第 3 章では、ベンチャー・中小企業が資本市場からの借入が厳しいと指摘した

うえで、どのような企業が、どのような公的金融機関を利用しているかの実態

について考察し、ベンチャー・中小企業が頼る先として、公的金融機関の存在

やそれぞれの役割、特徴について考察する。  

 公的金融機関として日本政策金融公庫があり、ここが行う事業として「国民20 

生活事業」「中小企業事業」が存在する。それぞれの実績を見た上で、それぞれ

の特徴を考察していく。   

 また、公的金融機関の信用保証協会についても、実績を見た上で特徴を考察

していく。また、現在信用保証協会が抱える課題や、その解決方法について考

察する。さらに信用保証協会と深い関わりがある売掛債権担保融資制度につい25 

ても考察する。  

 次いで、中小企業の税制優遇について、なぜ優遇する必要があるのか、また、

どのような種類の税制優遇があるのかを、法人税、事業税を中心に説明してい

く。 

最後に、公的な支援である補助金・助成金について、それぞれの特徴や違いに30 
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ついて述べるとともに、メリットやデメリットについても考察する。さらに、

SBIR 制度について説明していくとともに、この制度を利用する際の注意点など

を論述していく。  

第 4 章では、ベンチャー企業について述べた。ベンチャー企業は通常の中小

企業と違い、融資の形態より出資の形の方が適した性格にある。そのため取り5 

得る資金調達の方法が狭まる。そんな中でベンチャー企業が取り得る資金調達

法としてプラットフォームを使ったクラウドファンディング、トランザクショ

ンレンディングについて述べている。また、売上が伸びてきた頃の資金調達と

して売掛債権を使ったファクタリングによる資金調達について述べている。し

かしながら、これらの資金調達では、特にアーリー期においての資金不足を補10 

うことに不十分だと考えた。そこで我々はベンチャーキャピタルが多く使う VC

からの出資に目をつけた。特に、最近、投資件数の伸びている CVC からの出資

がよいと考えた。CVC ならば、M&A が成立しやすくなり、オープンイノベーショ

ンが可能となる。そこで、この CVC をさらに促進する方法を第 5 章で提案をす

る。 15 

第 5 章では、CVC を促進する方法として、大企業とベンチャー企業との間に

入り、2 つをつなげる場を設ける機関の設立の提案を行っている。CVC を行う事

業法人は投資を行うことに関して専門的ではないにも関わらず、自社内で完結

させようとする傾向にある。そこで、この機関を設立することにより、数ある

ベンチャー企業の中から大企業が欲している事業を探しやすくし、専門的な評20 

価を加えられることにより、 M&A の確率を高くし、ベンチャー企業の活発化を

図ることを目指している。  

 

第１章 中小企業の現状 

第１節 中小企業の位置づけ  25 

 中小企業とは、中小企業基本法によると【表 1】のように定義されている。

また、それぞれの業種ごとに、資本金の総額や従業員数が定められている。1中

小企業白書によると、我が国の法人企業数において大企業とよばれるカテゴリ

                                                   
1  それぞれの業種で定められた資本金総額、数を超える企業が大企業となる。  
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ーは、わずか 0.03％しかなく、残りの 99.7％は中小企業である。また、大企業

の従業者数は約 1433 万人、中小企業の従業者数は 4488 万人であり、日本の雇

用の約 76％を中小企業が占めており、中小企業は雇用の担い手となっている。 

 

表  1 中小企業の定義  5 

業種 資本金総額  従業員数  

製造業、その他  3 億円以下  300 人以下  

卸売業  1 億円以下  100 人以下  

サービス業  5000 万円以下  100 人以下  

小売業  5000 万円以下  50 人以下 

出典：『中小企業白書 (2017 年版)』より筆者作成  

  

 また、中小企業には、大企業の下請け企業としての役割を商っている。また、

中小企業には大企業の進出が難しい隙間市場に、優れた財・サービスを提供す

ること。新たな産業の創出と産業に活力をもたらすというベンチャー企業の役10 

割、地域の雇用を吸収し、納税を行うといった地域経済の担い手といったさま

ざまな役割を商っている。  

つまり、中小企業は、日本の経済にとって必要不可欠なものということであ

る。このことは、政府が中小企業の発展を促すために、さまざまな規則から支

援を行っていることからも、明らかである。  15 

 

第２節 中小企業の資金調達状況  

 次に、前節では、中小企業の位置づけを考察してきたが、本節では、現在の

中小企業の資金調達の現状を分析していく。まず、企業規模別に見た、資金繰

り、金融機関からの借入難易度を【表 2】に表すことにする。これを見ると、資20 

金繰りＤＩ、金融機関の貸出態度の両方ともが大企業を下回っていることが明

らかである。【表 2】から、企業規模の大きさが資金調達の難易度に比例してお

り、資金繰りＤＩの低さからも、中小企業は借入に苦労しているということが

わかる。  

 25 
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表  2 企業規模別に見た、資金繰り、金融機関からの借入難易度  

 

出典：『中小企業白書 (2016 年度版)』より引用  

 

 次に、中小企業が希望する借入手法を【表 3】に表すことにする。この表に5 

よると、中小企業は、｢公的金融機関からの借入｣、｢事業性を評価した担保・

保証によらない借入｣、｢信用保証協会の保証付き借入｣などを希望していると

いうことがわかる。しかし、現状として、｢事業性を評価した担保・保証によ

らない借入｣を受けている、もしくは受けたことのある企業は 26.2％しか存在

せず企業が希望通りに資金調達を行えているとは言いにくい。  10 

 

  

 

 

 15 
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 表  3 中小企業が希望する借入手法  

 

出典：みずほ総合研究所 (2016)より筆者作成  

 

 次に、中小企業が希望する方法と現実の方法との間に大きな差が生じている5 

｢事業性を評価した担保・保証によらない借入｣に焦点を当てて考察する。【表 4】

は事業性評価の借入を希望する企業の内訳 (従業員別)、【表 5】はその借入実績

表している。これによると、企業の規模が大きくなるほど、事業性評価での借

入を望み、実際に借入を受けることが出来ている。一方で、規模の比較的小さ

な企業においてはこの指標の差が大きく、借入を希望する企業の要望が十分に10 

は充足されていないということがわかる。  

 

 

 

 15 
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 表  4 事業性を評価した担保・保証によらない借入を希望する企業の内訳  

(従業員別) 

 

出典：みずほ総合研究所 (2016)より筆者作成   

 5 

表  5 事業性を評価した担保・保証によらない借入実績  

 

出典：みずほ総合研究所 (2016)より筆者作成  

 

 つまり、資金力の乏しい中小企業にとって、不動産を担保とすることや、保10 

証付きの借入は厳しいということである。しかしながら、金融機関側が今後重

点を置いて取り組みたい貸出手法【表 6】によると、金融機関側も、「事業性を
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評価した担保・保証によらないプロパー貸出」の比率が最も高く、金融機関も

事業性を評価したうえでの融資を望んでいるということがわかる。  

 

表  6 金融機関が今後重点をおいて取り組みたい貸出手法  

 5 

出典：みずほ総合研究所 (2016)より筆者作成  

  

第３節 資金調達での課題  

 中小企業において、全ての中小企業が望んでいる方法で資金調達ができてい

るわけではない。その原因としては｢情報の非対称性｣、「規模の経済」が考えら10 

れる。「情報の非対称性」とは、資金の提供者と調達者の間に情報の格差が存在

することである。資金調達者は自社の情報を資金提供者より保持しており、計

画書類などの掲示によりその情報の格差を減らすことになる。しかし、中小企

業は大企業と比べ、財務的側面での余裕は無い。また、上場企業が株主などの

外部利害関係者に対して、営業成績を報告する財務諸表の作成を目的としてい15 

るのに対して、中小企業は営業成績の報告よりも、政府や地方自治体に納付す

るための税務会計が中心となっている。中小企業の資金調達の側面においては、

資金の貸手と借手との間の「情報の非対称性」が問題となる。この問題は、次

の 2 つのさらなる問題を引き起こすことになる。それが、モラルハザードと逆
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選択である。まず、モラルハザードから説明を行う。モラルハザードとは、資

金提供後の段階で、資金調達者と提供者の間で情報が異なるときに発生する。

企業が資金調達先を確保することにより、危機管理やリスク回避の意識の低下

が起こり、結果的に双方を危険な状態に導き、規律が失われる状態のことを指

している。次に、逆選択とは、金融機関が複数の融資先 (借手)に融資を行おう5 

としている状況を考える。この状況では、金融機関は質の高い借手と悪い借手

の区別がつかない。それゆえ、質の悪い借手に融資をしてしまった場合を想定

して、貸出金利を高く設定せざるをえなくなってしまう。その場合、質の高い

借手は、金融機関からの融資を諦めざるを得ない状況になってしまう。この結

果、貸出市場には質の悪い企業しか残らなくなるため、金融機関にとっては、10 

最悪の事態を引き起こしてしまうことになる。また「規模の経済」とは、融資

にかかる費用は、固定的性質を帯びているため、融資が大きくなるほど、金融

機関の負担するコストは低くなる。この規模の経済によって、中小企業は、大

企業ほど多額の融資を受けることが難しくなる。  

 15 

第２章 中小企業の資金調達  

 次に中小企業が事業性評価を求める現状の中で、どのような調達方法がある

のかを、直接金融、間接金融、と分類して紹介する。  

 

第１節 直接金融  20 

 まず、直接金融とは、資金の貸手と借手との間に第三者が存在しない取引の

ことを指す。株式や社債の発行による資金調達が当てはまる。株式や社債では、

銀行以外に一般の投資家から広く資金を調達できる。また、社債は 2 つに分類

して「公募債 2」と「私募債 3」に分けることが出来る。｢私募債｣は、銀行保証付

私募債、信用保証協会付私募債、少人数私募債と分類することが出来る。その25 

中でも、最も発行が簡単なのが少人数私募債である。その理由としては、銀行

や信用保証協会がリスクを背負うため審査を必要とする 2 種類の私募債とは異

なり、無審査での発行が可能な点、社債の発行に必要な社債管理会社が不要な

                                                   
2 不特定多数を対象に発行される債券  
3  企業に身近な存在の人達を対象に発行される債券  
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点、発行総額が 1 億円未満ならば、国への届出や告知義務が一切免除されると

いった、様々なメリットが存在するためである。しかし、発行総額が少額な点

は、多額の資金調達を求める中小企業には、デメリットでもある。また、株式

や社債の発行は上場企業であることが条件であることから、広い範囲の中小企

業の資金ニーズを満たすことは出来ない。  5 

 

第２節 間接金融  

間接金融とは、直接金融とは対比的な制度の取引で、銀行からの融資のよう

に資金の貸手と借手との間に第三者が存在する取引のことを指す。トランザク

ションバンキング、リレーションシップバンキング、 ABL がこの方式に当ては10 

まる。  

 

第１項 トランザクションバンキング  

 トランザクションバンキング (以下トラバンと表すことにする )は、企業のハ

ード情報を用いて貸出が行われる。トラバンには財務諸表貸出、クレジットス15 

コアリングといった貸出手法が存在する。財務諸表貸出とは、事前の審査時に、

財務諸表のように企業の透明性の高い資料を用いての貸出手法である。客観的

なデータから企業の将来のキャッシュフローを予測し、信用リスクに応じて担

保や保証が決められる。透明性の高い財務諸表が必要な点で、審査の厳しさか

らもこの手法を活用できる中小企業は限定的となっている。次に、クレジット20 

スコアリングとは、企業の財務情報を点数化することで、中小企業の課題であ

る情報の不透明さを解消する貸出手法である。1990 年代前半にアメリカで取り

入れられ、日本では 1985 年に東京都民銀行が取り扱いを開始し、それ以降他の

銀行も順次取り入れたことにより浸透してきているものである。しかし、過去

の実績を表す財務諸表が必要な点、 1 件あたりの貸出金額が数百万～数千万円25 

という少額な点から、実績のない創業期の中小企業では厳しいなど、広い範囲

の中小企業の資金ニーズを満たすことは出来ない制度である。  

 

第２項 リレーションシップバンキング  

リレーションシップバンキング（以下リレバンと表すこととする）とは、金30 



  12 

 

融機関が企業との間で長期的な関係を築くことから、企業に関するソフト情報

を蓄積し、この情報を用いて貸出が行われることである。金融庁は 2003 年度に

｢リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム｣を

公表し、リレバンを新しい地域金融行政として推進することを決定した。【表 7】

はそのプログラムをまとめたものである。リレバンの担い手としては、金融庁5 

は地域金融機関 (地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合 )を定義してお

り、2007 年度からは、地域金融機関は恒久的にリレバンを推進することが行政

の指針として決められている。  

リレバンのメリットとしては、通常、中小企業に対して経営・財務情報を集

めることが困難で、金融機関は中小企業との取引を積極的に行いにくいなかで、10 

長期的な取引関係によって、外部からは入手の難しい借り手の信用情報を得る

ことが出来る。リレバンの推進によって、彼らが望む事業性を評価する融資を

より進めることになるのではないかと考えられる。また、リレバンの推進によ

って、景気の変動から金融機関と地元の中小企業との取引関係が大きく左右さ

れなくなることも考えられる。つまり、リレバンによって、説明することが難15 

しい借手の経営能力や事業の成長性などの信用情報が蓄積できるほか、融資審

査に要する貸手と借手の双方のコストが削減できるなどメリットが多く、中小

企業にとって重要な資金調達方法である。  

 

表  7 リレーションシップバンキング機能強化のアクションプログラム  20 

１．創業・新事業支援機能などの強化  

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化  

３．早期事業再生に向けた積極的取り組み  

４．新しい中小企業金融への取組みの強化  

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化  

６．進歩状況の公表  

出典：金融庁(リレーションシップバンキング機能強化アクションプログラム )

より筆者作成  
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第 3 項  ABL 

 ABL4とは、動産担保融資のことである。従来の銀行借入での資金調達の場合、

担保になるのは不動産資産や個人保証が主体である。また、貸し手と共有する

情報は決算書、試算表等に限られており、事業そのもの、また業績について深

く理解してもらうことは難しい。一方で、 ABL の利用は在庫や債券、設備を担5 

保として利用することが出来る。また、貸し手に担保の状況や業績に関する情

報を共有するため、事業そのもの、また業績について深く理解してもらうこと

が出来る。ABL の利用は、企業側からすると、金融機関との信頼関係の構築を

可能にする。  

ABL の実績推移を【表 8】、ABL の融資先規模別の融資件数を表すことにする。10 

【表 8】を見ると、2016 年度で実行金額、実行件数ともに減少しているものの、

2011 年度～2015 年度まではそれ以前までと比べて、どちらも成長度合いが大

きい。また、ABL は、中小企業への実施割合が圧倒的に高く ABL は中小企業に

とって大きな資金調達先であることがわかる。中小企業は在庫、売掛金、その

他建物や機械設備などを相当程度保有しており、 ABL を活用しやすい状態にあ15 

る。 

表  8 ABL の実績推移  

 

出典：帝国データバンク｢企業の多様な資金調達手法に関する実態調査｣より引

用 20 

                                                   
4 Asset Based Lending の略。企業が有する在庫や売掛債権、あるいは機械設備等の事業収益資産

を活用した金融手法  
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次に、ABL の動産担保種類別の融資件数、実行額を【表 9】に表すことにする。

これを見ると、債権や設備が担保として人気がある。特に、現在の ABL の担保

は太陽光発電設備が圧倒的人気で、債権では売電債権の割合が高く、売掛債権

はその次に高い実行額の債権となっている。売掛債権は回収に時間がかかって

いるものだと、回収リスクが高いと企業に判断されてしまうなどのデメリット5 

がある。  

 

表  9 動産担保種類別（小分類）の融資件数と実行額  

 

出典：帝国データバンク｢企業の多様な資金調達手法に関する実態調査｣より引10 

用 

 

 次に、日本とアメリカの担保制度の違いを比較する。アメリカの特徴の 1 つ

として、ファイリングでの公示がある。アメリカでは、担保の登録の際、債務

者と担保権者の指名や住所、担保物の表記、債権者の署名が必要とされており、15 

細かい事項の記載は必要ないとされている。それに対して、日本は、動産債権

譲渡登記において、保管場所、数量の指定を適切に記入する必要があるなど、

記載項目が多く設定されている。  

 また、アメリカの担保制度の特徴としてプロシーズの採用もあげられる。こ

れにより、担保目的物が債権や金銭、代替物の場合でも、担保権が及ぶため、20 

確実に担保の回収が見込まれる。一方で、日本では動産の場合、債権を代替物

が代替した場合にはそれぞれの法解釈が必要であり、回収が困難となる。日本

の中小企業の保有する売掛債権は多く、2015 年度において、資本金 1 億円未満
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の企業の売掛債権の総額は 85 兆円にもなる。そのような中で、売掛債権を担保

として融資をより利用しやすい環境を作ることが出来れば、 ABL の普及はさら

に進むと考えられ、リレバンの促進にも繋がり、中小企業の資金調達環境の整

備が可能になる。そこで、信用保証協会がかかわる中小・ベンチャー企業の支

援策の 1 つとして売掛債権担保融資保証制度がある。売掛債権担保融資保証制5 

度とは、中小企業が売掛先に対して保有している売掛債権を担保として、金融

機関が融資を行うときに、その債務を信用保証協会が保障することによって、

金融機関が融資をしやすくなる制度のことである。  

 この制度のメリットとして、不動産が多くない会社であっても、融資を受け

やすいことが挙げられる。また、必要以上に借りすぎることを未然に防ぐこと10 

ができ、これから、資金繰り計画を立て直していこうという場合には、非常に

有効な手段になりうる。  

 しかし、日本においては売掛債権を担保にした融資の歴史は浅く、これを行

うと、資金繰りが厳しい会社であると勘違いされてしまうことがある。このよ

うな風評被害を防ぐためにも、政府は、早急にこの制度の存在を波及させる必15 

要があり、中小企業に認識させていくことが重要である。  

 

第 3 章 公的金融機関とその方策  

現在、政策金融機関  としては日本政策金融公庫・日本政策投資銀行・国際協

力銀行・商工組合中央金庫、特殊法人としては沖縄振興開発金融公庫、独立行20 

政法人としては、住宅金融支援機構・国際協力機構・福祉医療機構・奄美群島

振興開発基金などがある。公的金融機関とは、公共的な目標達成を目的とした

金融機関のことを指し、国である政府が経済発展や国際協力、産業の育成、国

民生活の安定などといった「一定の政策」を実現することを目的とした機関で

ある。公的金融機関では、貸出金利、連帯保証人の有無、融資期間や審査基準25 

などの借入条件の面で、民間金融機関よりも厳しくないという状況にある。  

 

第 1 節  金融機関のこれまで  

公的金融の役割とは、情報の非対称性などが原因となって、市場メカニズム

が有効に機能せず、効率的な資源配分が実現されない「市場の失敗への対応」30 
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「民間では担えないリスクの負担」、新事業を創出するための「呼び水効果」な

どである。本稿では、公的金融機関の中でも、中小・ベンチャー企業の資金調

達に関係が深い日本政策金融公庫と信用保証協会に焦点を絞って考察していく

こととする。一方、民間金融機関は営利を目的としており、株式会社形態であ

る場合が多い。預金を取り扱う機関としては、普通銀行（都市銀行・地方銀行・5 

第二地方銀行・ゆうちょ銀行）、長期金融機関（信託銀行）、中小企業金融専門

機関（信用金庫・信用組合・労働金融・商工中金）と農林漁業がある。また預

金を取り扱わない機関として、生命保険会社、損害保険会社、ノンバンク、証

券会社、短資会社などがある。    

民間金融機関が存在するのにも関わらず、公的金融機関が存在する理由とし10 

ては、民間では取れないリスクを政府が負担するためであり、補助金・助成金

などの形で返済が不要の資金を提供しているということである。これらは、民

間金融機関よりも受給条件が厳しくなく、比較的に借入れしやすい支援金であ

る。公的金融機関には借入額や借入のしやすさ、条件などが様々であり、申請

から借入の期間も様々なため借入れる際には事前に知識の準備をしておくこと15 

が重要である。これから公的金融機関の種類やそれぞれの機関がどのような活

動の中で中小企業を支援しているのか具体的に述べていく。  

 

第 2 節  日本政策金融公庫の役割  

 まず日本政策金融公庫（以下日本公庫と表すこととする）は 2008 年 10 月 120 

日に国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫が統合されて発

足した機関である。この機関は、株式会社の形態をとっており、日本政府が株

式を 100％保有している。そのため国政政策に対する支援を主な活動としてい

る。主な活動は 5 点あり①創業・新事業支援②事業再生支援③ソーシャルビジ

ネス支援④海外展開支援⑤農林水産業の新たな展開などである。本節では①に25 

ついて詳しく述べていくことにする。  

 日本公庫の事業には「国民生活事業」「中小企業事業」と「農林水産事業」が

あるが、創業・新事業支援に関連するのは「国民生活事業」と「中小企業事業」

である。これら 2 つの事業は、それぞれ違った役割を担っている。以下におい

て、これら 2 つの事業を細かく考察する。  30 
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第 1 項  「国民生活事業」について  

 「国民生活事業」では、小規模事業者へ小口での創業資金や運転資金の融資、

事業再生等の支援、セーフティネット機能の発揮、ソーシャルビジネスや海外

展開の支援、商工会議所・商工会、生活衛生同業組合などとの連携を行ったり5 

している。  

また、「国民生活事業」では、小規模事業者や新たに事業を始めようとしてい

る人に対して、財務診断サービスや SWOT 分析などの経営に役立つアドバイス

や、さまざまなセミナーを開いて、経営に関するノウハウを教え、さらには創

業計画書の作成に対するアドバイスなども実施している。  10 

 現在、「国民生活事業」による事業資金の融資先数は 88 万先にのぼっている。

この数字は、わが国の企業数の約 25％に相当するものである。また、 1 先あた

りの平均融資残高は約 698 万円となっている 5。つまり、「国民生活事業」にお

ける融資は、多数の企業に利用されているものの、その融資額はそれほど高い

ものではないということである。  15 

 【表 10】は「国民生活事業」の融資割合を従業員別で表したものである。こ

れを見ると、従業員数が 4 人以下である企業の融資割合は 7 割を占めており、

また、従業員数が 9 人以下となると、融資割合は 9 割を超える結果となってい

る。この結果からは、「国民生活事業」の融資は規模の小さい企業に特化して行

われていることがわかる。また、【表 11】は、業暦別での「国民生活事業」の融20 

資割合を表したものである。この表によると業暦が 20 年未満の企業への融資

が過半数を超えるなど、業暦の浅い企業に対して、融資を行う割合が高いとい

うことが分かる。  

 

 25 

 

                                                   

5日本政策金融公庫「 "国民生活事業 "はどんなことしているの？」  

(https:/ /www.jfc.go.jp/n/ finance/ first/ko_under1.html)2018/08/10  

 

https://www.jfc.go.jp/n/finance/first/ko_under1.html)2018/08/10
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表  10 「国民生活事業」による従業員別融資割合  

 

出典：日本政策金融公庫「日本政策金融公庫紹介」より作成  

 

表  11 「国民生活事業」による業暦別融資割合  5 

 

出典：日本政策金融公庫「日本政策金融公庫紹介」より作成  

 

第 2 項  新事業融資制度について  

 「国民生活事業」の事業活動の中に「新創業融資制度」と呼ばれる制度があ10 

る。これは、事業開始から間もない企業に対して、事業開始時または事業開始

後に必要となる事業資金の提供を目的としたものである。この資金の提供を受

けるには、要件を満たしている必要がある。この「新創業融資制度 6」の融資限

度額は 3000万円までであり、そのうち運転資金は 1500万円までとなっている。

                                                   
6日本政策金融公庫「新創業融資制度」  

（ https:/ /www.jfc .go. jp/n/ finance/search/04_shinsogyo_m.html） 2018/8/17 
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この融資制度の特徴は、無担保・無保証という点である。これによって、事業

者は融資を受けやすい環境になる。また、申請から融資実行まで 1 か月程度と

迅速性があり、素早い事業展開が可能となる。しかしながら、無担保・無保証

であるがゆえに、要件が厳しく、また、自治体の創業融資と比較した場合、金

利水準が若干程度高くなることもある。  5 

 以上より、日本公庫の「国民生活事業」は、規模が小さく、また、業歴の浅

い企業を対象にしていることが分かる。つまり、銀行などが融資を行いにくい

企業を救済する目的を担っているということがわかる。   

 

第 3 項  「中小企業事業」について  10 

次に「中小企業事業」の融資状況についてみていくことにする。「中小企業事

業」の融資を受けられる企業は限定されており、中小企業庁の中小企業の定義

に満たしている企業のみが融資を受けることができる。  

また、中小企業は、資本市場からの資金調達が困難であるなど、大企業と比

較して資金調達の手段は限られており、また、民間の金融機関の貸出も融資期15 

間が 1 年以内の短期資金が中心となっている。つまり、中小企業に対する長期

資金の供給は、民間の金融機関では行うことが難しいということである。その

ため「中小企業事業」は、長期資金を専門に取り扱っている。したがって、「中

小企業事業」の融資の約 6 割は、貸出期間が 5 年超の長期の融資であり、また、

「中小企業事業」融資のすべてが、償還計画の立てやすい固定金利となってい20 

る。 

 ここからは「中小企業事業」の具体的な活動実績を見ていくこととする。

「中小企業事業」を利用している企業数は 4.4 万社であり、全中小企業の約 1％

に過ぎず、活発に利用されているとはいい難い。しかしながら、企業あたりの

平均融資額は約 1 億円であり 7、この制度を利用する中小企業は、比較的、大き25 

な金額を借り入れることができることになる。さらに、平均融資期間は 7.7 年

であり、長期の融資期間となっていることがわかる。  

 では、どのような業種が「中小企業事業」の融資を受けることが多いのだろ

                                                   
7 日本政策金融公庫「日本政策金融公庫紹介」  

（ https:/ /www.jfc .go. jp/n/recruit /business/business05.html） 2018/09/01 

https://www.jfc.go.jp/n/recruit/business/business05.html
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うか。【表 12】を見ると製造業への融資の割合が最も多いことがわかる。日本

企業の産業別割合を見るとサービス業が 22.1%ともっとも多く、ついで製造業、

卸売り・小売業が多くなっている。これらを考慮すると、製造業への融資割合

は特別高いことがわかり、これらの理由として、製造業は研究開発費等で、ほ

かの業種と比べて必要な資金が比較的多いことなどがあげられると結論付けた。 5 

 

表  12 「中小企業事業」による業種別融資割合  

 

出典：日本政策金融公庫「日本政策金融公庫紹介」より作成  

 10 

 また、「中小企業事業」は信用保証業務も行っており、それを利用している企

業は 131 万社にも及んでいる。また、企業あたりの平均保険引受額は 1700 万円

に及ぶ。さらに、平均保険期間も 4 年 11 ヶ月と長期に及ぶ。業種別に見ると、

信用保証においては物品販売業が最大となっている。  

 15 

第 3 節  信用保証協会について  

 次に、信用保証を専門に行う信用保証協会について考察する。信用保証協会

の主な役割は、銀行などの民間金融機関からの資金調達が難しい中小・ベンチ

ャーに対して、保証人となることである。これにより中小・ベンチャー企業は

融資が受けやすくなる。  20 

 中小・ベンチャー企業は、信用保証協会からの保証を受けることで、銀行な

どの民間金融機関からの融資が受けやすくなる。また、信用保証料は損金への

算入が可能であり、税制面でもメリットがある。しかしながら、信用保証協会
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にも制度利用のための審査があり、保証限度額も存在する。  

 【表 13】は、信用保証協会の保証承諾状況を表したものである。この表によ

ると 2017 年 4 月から 12 月の間の保証承諾件数は 48 万 246 件であり、保証承

諾金額は 6 兆 490 億円であった 8。2008 年度からの実績と比較すると、承諾件

数も承諾金額も最低となっていることがわかる。これは、日本銀行がマイナス5 

金利改革を導入して以降、金融機関の低金利競争が激化し、保証協会の保証料

が割高となったことから、保証制度の利用を避けているからと考えられる  

 

表  13 近年の信用保証協会の保障承諾状況  

 10 

出典：東京商工リサーチ「 2017 年度（4-12 月）実績  信用保証協会「保証状況」

調査」より引用  

 

 さらに 2017 年 4 月から 12 月の間の代位弁済は、件数が 2 万 6,794 件、金額

が 2,592 億円であり、企業倒産の減少などを背景に、近年は減少傾向にある。15 

また、当該期間の代位弁済率（代位弁済÷保証債務残高）は、件数が 1.0％、金

額が 1.1％であり、リーマン・ショック直後の当該比率である件数 3.1％、金額

3.1％の約 3 分の 1 に低下している。9これは、事業継続の意思がある企業には、

金融機関が返済条件の変更で対応しているなどの可能性が考えられる。  

                                                   
8東京商工リサーチ「 2017 年度（ 4-12 月）実績  信用保証協会「保証状況」調査」  

（ http: / /www.tsr-net.co. jp/news/analysis/20180313_02.html） 2018/09/01  
9東京商工リサーチ「 2017 年度（ 4-12 月）実績  信用保証協会「保証状況」調査」  

（http:/ /www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20180313_02.html） 2018/09/01 
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 信用保証協会の課題としては、保証に関して融通が利きにくいことが挙げら

れる。金融庁は、金融機関に業績、保証や担保に依存した日本型金融から脱却

して、企業の将来性などを判断して融資を行う、事業性評価による貸出を促し

ている。こうした動きを背景に、信用保証協会も従来の信用を補完するだけに

とどまらず、環境の変化に対応できるように、事業再生や事業承継を支援する5 

多様な動きを実施していく必要がある。  

 

第 4 節  税制優遇について  

 中小企業は、大企業に比べ資金的な余裕がないため、大企業と同じ税制を適

用すると、大きな負担になってしまう。そのため、税制面で差を設ける必要が10 

あると考えられる。  

 中小企業に対する税制優遇を具体的に紹介していくこととする。まず法人税

法上の税制優遇として、中小企業は法人税率で優遇される。大企業は、所得に

対して一律に 23.4％が法人税として課せられる。しかしながら、中小企業では、

800 万円までの所得だと法人税率は 15％であり、 800 万円を越える部分につい15 

ては 23.2%の税率が課される。つまり、中小企業に課せられる法人税率は、大

企業に比べて低いということがわかる。また、中小企業の投資を促進させる目

的で、機械装置や器具備品などの対象資産には、取得価額の 30％の特別償却 10

や 7％の特別控除が認められている。  

 また、中小企業の経営の強化を目的として、機械装置や器具備品などの対象20 

資産の臨時償却や取得価格の 10％の税額控除が認められている。さらに、固定

資産税が 3 年間半分に軽減される。そのほかにも、①中小企業者等の少額減価

償却資産の取得価額の損金算入②欠損金の繰越控除制度の特例③試験研究費の

税額控除の特例④欠損金の繰戻還付制度⑤環境関連投資促進税制（グリーン投

資減税）⑥交際費等の損金不算入制度の特例⑦特定同族会社の留保金課税の適25 

用除外⑧雇用促進税制の特例⑨貸倒引当金の適用⑩商業・サービス業・農林水

産業活性化税制⑪所得拡大促進税制の特例⑫生産性向上設備投資促進税制の特

例などの税制優遇があげられる。  

                                                   
10 特別償却により、より多くの損金の算入を可能にし、所得を減少させる。法人税率は

所得に課されるので、その結果、法人税の減少につながる。  
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 また、事業税は累進課税制度を採用しており、企業の規模の違いで税率に差

異を設けている。【表 14】は企業の規模、所得の違いによる事業税率を表した

ものである。資本金 1 億円以下で、かつ、年所得 2,500 万円以下、かつ、年収

入金額 2 億円以下の企業は、資本金 1 億円超、または、年所得 2,500 万円超、

もしくは、年収入金額 2 億円超の企業と比べて、税率が軽減されている。規模5 

の小さな企業のための制度として、事業税においても優遇の処置がとられてい

るのである。  

 

表  14 企業の規模、所得の違いによる事業税率  

資本金 1 億円以下かつ年所得 2,500 万

円以下かつ年収入金額 2 億円以下  

資本金 1億円超または年所得 2,500 万

円超もしくは年収入金額 2 億円超  

所得額  税率 所得額  税率 

400 万円以下  3.4％ 400 万円以下  3.65％  

400 万円超～800 万円以下  5.1％ 400 万円超～800 万円以下  5.465％ 

800 万円超  6.7％ 800 万円超  7.18% 

出典：三反田会計事務所「気になる税務・会計・会社法」より作成  10 

 

第 5 節  補助金と助成金について  

次に、補助金と助成金制度について考察していくこととする。これらは、ど

ちらも国や地方公共団体からもらえるものであり、返済する必要のない点で類

似する。また、補助金・助成金を受けることによって、社会的にも注目され、15 

営業活動の力にもなり、事業に対する社会的な信用や先進性についての評価も

高まる。しかしながら、補助金と助成金との間の相違点としては、補助金は申

請しても交付されないことがあるが、助成金は受給要件を満たしていれば、原

則的には、誰でも受給することができる。また、補助金を交付できる会社の数

には限度があるが、助成金は受給要件を満たしていれば、たとえ利用者が多数20 

だったとしても限度はない。さらには、補助金という言葉は、主に、経済産業

省や地方自治体で使われる言葉であるのに対して、助成金は、主に、厚生労働

省で使われる言葉である。補助金の場合、その額は数百万から数億円にもなる

ことがある一方で、助成金は数十万から百万強でしかないこと、公募期間が補
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助金の場合、年 1 回でしかなく、その期間が数週間であるのに対し、助成金は

通年であることなどが挙げられる。  

 補助金や助成金の種類として、細かく分別するとその数は多いが、大別する

と①研究開発や事業開発を支援するもの②雇用を支援するもの③地域の活性化

を支援するものというように分けられる。①は、研究開発型のベンチャー企業5 

の各業態に応じて、経済産業省が主管の省庁として実施しているものである。

研究開発は、将来の付加価値の創出につながる可能性が高く、 GDP の増加につ

ながることがある。  

②は、厚生労働省が実施しているもので、賃金補助や人材教育に対する補助

などがある。ベンチャー企業向けに、創業に伴う「雇用創出助成金」（2005）や10 

従業員のキャリア形成、あるいは、職業訓練などのための「キャリア形成促進

助成金」（2005）などがある。また、③は、地域産業の活性化を支援するために

対して補助するものである。  

 補助金の多くにおいて、募集期間は 2 か月前後と短く、また、年に 1 回限り

のものがほとんどである。そのため、申請のタイミングは重要であり、申請期15 

間が始まったと同時に申請できるよう、事前準備しておくことは重要である。  

 中小企業がこれらを受給するメリットとしては、返済の必要がないので、企

業の負担が少ないこと、また、これらは返済が必要な負債ではなく自己資金と

して扱われ、国や地方公共団体からの資金の提供であるので、会社の信頼性が

上がり、銀行などの民間金融機関から融資を受けやすくなることなどが挙げら20 

れる。  

 しかしながら、これらを受給するためには、審査等があるため、多くの時間

や労力がかかってしまう。また、これらを受給する準備のために、本業を犠牲

にする恐れがあるというデメリットも考えられる。  

補助金・助成金制度の一つとして、中小企業技術革新制度（以下 SBIR）と呼ば25 

れるものがある。これは、政府が中小企業による研究技術開発とその成果の事

業化を一貫して支援する制度 11であり、補助金の授与のみならず、補助金の授

与を受けた中小企業が、その成果を事業化するために、PR 等の支援を行うこと

                                                   
11  日本商工会議所「 SBIR とは」（ https:/ /www.jcci .or.jp/sme/sbir /sbir.html） 2018/10/6 
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もある。  

 これは、もともと、アメリカにおいて始まった制度であり、アメリカでは中

小企業支援策として成功していた制度であった。日本においては、平成に入り

バブル経済崩壊後、実質経済成長率もマイナス 2％を記録し、全産業ベースで

開業率が廃業率を下回り、新たに生まれるベンチャー企業よりも去って行く企5 

業が多いという状況にあった。こうした背景を受けて、日本においても SBIR 制

度導入の機運が高まっていき、平成 11 年 2 月 16 日から施行されることになっ

た。 

 日本の SBIR 制度は省庁横断的に行われており、現在、総務省、文部科学省、

厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省の７省がこの制度10 

に参加している。  

 この制度の特徴として、 SBIR 制度から補助金の交付を受けた企業は、日本公

庫からの融資を受ける際、特別利率として低金利になることが挙げられる。こ

れは、本章第２節でも述べた、「国民生活事業」、「中小企業事業」からの融資も

対象である（ただし一部例外あり）。また、信用保証協会の保証付き融資で、銀15 

行から融資を受ける際、無担保かつ第三者保証人不要の特別枠で借りることが

できる。つまり、銀行からの融資も枠が広がり、融資条件も有利になる。この

ように、SBIR 制度は他の公的な支援制度と組み合わせて使用することにより、

より充実した資金調達を実現することになる。よって、日本公庫や信用保証協

会から融資を受ける前に、まず、 SBIR 制度の融資を申請することを勧める。  20 
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表  15 新事業保険開拓制度の信用保証限度額の違い  

 一般中小企業・個人  SBIR 特定補助金等の交

付を受けた中小企業や

個人  

信用保証

限度額  

個人・法

人  

2 億円 3 億円  

組合等  4 億円 6 億円  

うち無担保枠  5 千万円  7 千万円  

うち無担保、第三者保

証人不要枠  
— 

2 千万円  

出典：中小企業庁「 FAQ『SBIR(中小企業技術革新制度）について』」より引用

作成 

 

 以上の結果より、公的金融機関や公的支援は、中小・ベンチャー企業の主た5 

る資金源ではなく、あくまで、中小・ベンチャー企業の資金調達を、支援する

役割を担っているということが明らかとなった。  

 

第 4 章 ベンチャー企業 

第 1 節  ベンチャー企業の成長段階  10 

ベンチャー企業（以下、VB と表すこととする。）には、成長段階に応じて、4

つのステージが存在する。VB が成長するためには、創業費から研究開発費、設

備投資、営業資金や広告宣伝費など様々な資金が必要になる。そして、ステー

ジごとによって、必要になる資金は異なる。しかしながら、情報の非対称性や

リスクの高さから、大企業と比べて資金調達方法も少なく、特に、創業から間15 

もないリスクの高い期間は資金調達も困難である。VB の資金調達では、外部金

融が主であり、融資よりも投資という方が良いと考えられる。なぜなら、VB は、

開発先行で事業を進めていくため、成長過程での赤字経営を避けられないこと

になるからだ。よって、大企業とは別の方法で、さらにステージごとに適した

資金調達を行わなければならないことがわかる。  20 

VB のステージに、明確な区分はなく、事業の進み具合や未上場企業同士の相
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場感、前回の資金調達からの金額比などから判断されている。しかしながら、

ここでは、「シード期」「アーリー期」「エクスパンション期」と「レーター期」

の 4 つのステージに分類し、ステージごとに適した資金調達方法について分析

をおこなっていくこととする。特に、ステージごとに起きる問題は様々である

ため、ステージごとの現状と課題とを交えながら分析していくことにする。  5 

 

第 2 節  シード期について  

シード期とは、VB が最初に迎える時期であり、事業設立後 1 年未満に相当す

る場合が一般的である。この頃は準備の段階であり、コンセプトやビジネスモ

デルはあるが、具体的な製品・サービスまでは落とし込めていない状態である。10 

そのため、資金需要はそれほどでもないが、人件費、マーケット調査費用や法

人の登記費などの資金が必要になる。  

この段階では、企業の価値が判断しにくいため、企業側は資金調達に失敗す

ることもある。出資者側は、企業の価値が分からないため、出資をしないこと

が多い。資金調達法としては、自己資本や家族、親戚、友人からのスイートマ15 

ネーや、日本政策金融公庫が行っている担保なしで上限 3000 万の借入をする

ことができる創業融資制度がある。  

シード期の VB にとっては、エンジェル投資家からの資金調達という方法も

重要である。これは、個人投資家からの資金提供であり、米国では盛ん行われ

ているが日本ではあまり多くはない。米国において盛んな理由としては、エン20 

ジェルの数が多く、「エンジェルリスト」と呼ばれる投資家向けの巨大 SNS があ

ることが挙げられる。これは出資しているエンジェルと過去の投資先、出資状

況が掲載されており、エンジェルによる投資を活発化させる役割を持っている。

それに対し、我が国では、エンジェルが少ないということが問題点としてあげ

られる。これは、エンジェルになるものの多くは元起業家が多いためである。25 

起業家が多い環境であれば、エンジェルの数も増えていくが、我が国のような

ベンチャー企業数がそれほど多くない国では、エンジェルへとなりうる数も多

くないということである。つまり、我が国では起業した後にエンジェルとなり、

新しいベンチャー企業を支援するという循環が完成しない。そこで政府は、エ

ンジェル投資家による活動を活発化させるために、エンジェル税制を取り入れ30 
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た。日本で受けられるエンジェル税制を表すこととする。  

 

表  16 エンジェル税制  

Ａ ・（対象金額の 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、総所得金額×40％と 1000 万円の

いずれか低い方  

・創業 3 年未満の中小企業者  

Ｂ ・対象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  

・創業 10 年未満の中小企業  

 出典：経済産業省「エンジェル税制のご案内」より筆者作成  

 5 

【表 16】は、日本のエンジェル税制は A と B の 2 つである。エンジェル税制

は投資額の売却にともなう税負担を、軽くする役割を持つ。また、投資した資

金を回収しようとした時、損失が出た場、合その損失を 3 年間にわたって繰り

越し控除をすることができる。それによってエンジェルによる投資を、活発化

させることができる。  10 

 

表  17 ベンチャー企業の資金調達先割合  

 

出典：帝国データバンク「ベンチャー企業による資金調達の実態に関する調査」  

                            より筆者作成  15 
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【表 17】をみると税制を利用している VB の方が、税制を利用していない VB

より、エンジェルからの資金調達が多いということが分かる。さらに、税制利

用のある企業の方が、事業法人からの出資も多くなり、自己資本での負担額が

小さくなっているのがわかる。  

 5 

第 3 節   アーリー期について  

アーリー期とは、事業が軌道に乗り本格的な事業展開を行う時期に相当する。

設立から間が経っていないため、多少の売上はあるかもしれないが、それだけ

で事業を継続することは難しい。この時期は、必要な資金量と、実際の資金量

とに大きなギャップが生じる「死の谷」と呼ばれる期間に相当する。そのため、10 

シード期に使っていた個人単位での資金調達でも足りなくなり、大規模な資金

調達が必要となる。そこで私が有効な資金調達法だと考えているのは、クラウ

ドファンディングやトランザクションレンディングである。まず、クラウドフ

ァンディングとは、プラットフォーム上で不特定多数の人から資金を集める方

法である。クラウドファンディングには寄付型、購入型、投資型と複数の種類15 

がある。寄付型は出資者が企業に対して寄付として資金を提供するためリター

ンがないのが特徴である。購入型は我が国のクラウドファンディングで現在一

般的なものとなっているものである。出資者は出資したリターンとしてその企

業が提供しているモノやサービスを先行割引といったメリット付きで受け取る

ことができる。さらに、購入型はモノの購入の仕組みとほぼ同じであるため、20 

出資者が利用しやすいクラウドファンディングである。しかしながら、集まる

資金量が少なく、企業側からすれば資金が必要なときに頼れるものとはなって

いなため、VB の資金調達として考えた場合、購入型より株式型が適していると

言える。投資型とは、2015 年に金融商品取引法が改正によって 1 人の出資最高

額は 50 万円、企業の集められる最高額は 1 億と制限はあるものの、利用できる25 

ようになったものである。また、投資型にも、いくつかの種類があり、融資型、

株式型、ファンド型がある。融資型はプラットフォーム上で融資をしてくれる

人を募集し、多くの資金を調達することも可能となっている。融資型では、約

束された利率で利子が返済されるためにリスクは低く、出資者側が出資をしや

すい状況にある。一方、株式型は、融資型に比べて出資件数は多くないが VB は30 
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この方法でも潤沢な資金調達が可能である。株式型は、資金提供の見返りとし

て出資者に株式を譲渡することになっている。出資者は、VB が上場した後、譲

渡された株式を売ることによってリターンが得られる。株式型の場合、出資を

した VB が上場を行わなければ出資者はリターンを得るのが難しため、融資型

に比べるとハイリスク・ハイリターンのものとなっている。さらに、どちらも5 

元本保証がなく、出資の形態のため VB の性格に資金調達法となっている。  

次にトランザクションレンディングであるが、これは Amazon や楽天のよう

なネットショッピングを行っている企業が EC サイトの売上データを基に融資

を行うかを判断するものとなっている。つまり、融資を行う側はすでに企業の

データを持っていることとなり、企業側は、決算書などの提出を必要としない。10 

また、トランザクションレンディングは、融資の審査を AI に判断させている。

そのサイトにおいての企業の売上や顧客の評価はどうだといったことから融資

額はいくらか、金利は何かというものを素早く、公正に判断を行う。そして、

この AI が判断を行うことによる素早く、公正な審査が銀行からの融資と違い、

この借入法を使うメリットとなっている。  15 

また、 VB が現在一般的に使っている資金調達としてベンチャーキャピタル

（以下、VC と表すこととする。）も、やはり有効な資金調達法だと言える。 VC

は、金融系、事業法人系、独立系といった複数の種類がある。日本の VC は金融

機関が資金提供を行う金融系 VC が多い。しかしながら、金融系 VC は、投資に

確実さを求めるため、無理な投資を行わない。そのため、初期段階の VB に対し20 

ての資金供給が不十分だと考える。しかしながら、最近 VB に対しての投資件数

を増やしている VC がある。事業法人（CVC と表すこととする。）による投資で

ある。  

 

第 4 節  エクスパンション期について  25 

 エクスパンション期とは、成長初期の段階で、財・サービスの生産及び、出

荷が始まっており、その在庫、または、販売量が増加しつつある時期に相当す

る。事業展開を本格的に進めていく時期であり、財・サービスをさらによくす

るために、開発を行わなければならない時期でもある。そのためこの時期に、

優秀な人材を確保するとともに、マーケティング活動の強化も重要になる。し30 
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たがって、今まで以上に潤沢な資金調達が必要となる時期であると言える。  

エクスパンション期に、知名度は高まり、事業規模も急成長すると考えられ

る。したがって、銀行からの融資や VC からの出資が、適切な資金調達方法であ

ると言える。VC の最終目標は、VB が新規株式公開（以下、IPO と表すこととす

る）した際に得られるキャピタルゲインで資金回収を図る。したがって、IPO す5 

ることが確実視される VB に出資する傾向がある。 VC に出資してもらうという

ことは、相応の株を譲渡するということにもなるため、経営権を VC に握られ、

経営者の経営に関する自由がなくなるというデメリットも存在する。しかしな

がら、VC からの出資を受けていることで評価が得られ、追加出資や銀行融資も

されやすくなる。したがって、VC からの出資は、IPO を目指す企業にとっては、10 

有利である。  

一方、エクスパンション期では、事業全体は赤字または低収益の場合が多く、

資金繰りが良くない企業も存在する。したがって、金融機関からの評価があま

り高くない企業も多い。  

 15 

表  18 アーリー期、エクスパンション期における VB の経営失敗の割合  

 

出典：一般財団法人ベンチャープライズセンター「ベンチャー白書 2017」より

筆者作成  

 20 

【表 18】はアーリー期とエクスパンション期における VB が経営を行った上

でどういった失敗をしたかの割合を示したものである。図をみると、アーリー
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期では、資金ショートによる失敗が 24％であったのに対し、エクスパンション

期では、32％と 8％多いことがわかる。エクスパンション期で特に多くの資金

ショートが起きる原因は、売掛金などの売上債権で売上を計上している企業が

存在しているからだと考えられる。売上債権の売上計上は、帳簿上では、売上

があるように見える。しかしながら、資金の回収は、売上計上のタイミングよ5 

りも後であるため、黒字倒産 12の原因となる資金ショートが起こる。  

エクスパンション期の資金ショートを解決する方法の一つにファクタリング

と呼ばれる方法がある。ファクタリングとは、ファクタリング会社が、企業が

有する売掛金などの売上債権を買い取り、場合によっては当該債権の回収を行

うという形での金融取引である。譲渡が可能な債権は、現在のものに限定され10 

ず、将来の債権についても有効である。譲渡されたファクタリング会社は、自

己責任において管理と回収を行うため、VB 側に売上債権の回収不能が生じる状

況や、不良債権化のリスクはなくなる。特に、スピーディーに現金化を行える

ことが特徴である。  

ファクタリングの種類は 2 種類存在する。1 つ目は、2 社間ファクタリングで15 

あり、企業とファクタリング会社の 2 社間だけで取引が成立する。取引先（債

務者）への債権を譲渡したことの通知、または承諾は不要であり、取引先や第

三者などに知られることなく資金調達できる点が特徴である。特に、取引が非

常にスムーズでスピード面に優れており、即日現金化が可能な場合もある。2 つ

目は、3 社間ファクタリングである。2 社間とは異なり、企業とファクタリング20 

会社に加え、取引先（債務者）も加わる。3 社間ファクタリングでは、ファクタ

リング会社がすべての債権を買い取る形になり、回収、取り立てを行うことに

よって債権に関わるリスクは、ファクタリング会社が全て負担することになる。

3 社間ファクタリングでは、 2 社間の場合より手数料が安く抑えられるという

点がメリットになる。  25 

 

 

 

                                                   
12  黒字倒産とは、損益計算書上では利益が出て黒字であるのにも関わらず、企業が倒産してしま

うことである。日本企業の黒字倒産の割合は 54％と、赤字での倒産よりも多く問題点であると言

える。  
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表  19 2 社、3 社間のファクタリングの違い  

 2 社間ファクタリング  3 社間ファクタリング  

取引先への通

知 

なし  第三者対抗要件で通知を選

択した場合に必要  

債権譲渡登記  ファクタリング会社に求めら

れた場合に必要  

第三者対抗要件で通知を選

択した場合に必要  

入金スピード  即日～ 1 週間  即日～1 週間  

審査 やや厳しい  緩い 

コスト  

（手数料）  

債権額の 10％～25％  債権額の 5％～10％  

メリット  ・取引先への通知が不要  

・即日現金化が可能  

・即日現金化が可能  

・手数料が安い  

・審査が緩い  

デメリット  ・買取額が 3 社間に比べると落

ちる  

・審査がやや厳しい  

・取引先への登記や通知が

必要 

出典：ワダツミ｢ファクタリングについて｣より筆者作成  

 

【表 19】は 2 社間と 3 社間ファクタリングの詳しい違いをまとめたものであ

る。譲渡した売上債権は審査されたのち、手数料を差し引いて企業に支払われ5 

る。手数料には、主に、債権譲渡登記にかかるコストと、取引先の倒産や企業

の持ち逃げによる債権回収リスクに対するものが含まれている。取引先に通知

がいっている 3 社間のほうがリスクは低く、回収の可能性も高い。したがって、

手数料が安くなるため、買取額が高くなる傾向がある。 2 社間のファクタリン

グを選ぶか 3 社間のファクタリングを選ぶかは、企業が譲渡する債権額や取引10 

先への通知の問題を考えて選択することになる。 

このように、ファクタリングを行うことのメリットは、 3 つ考えられる。  

①  売上債権を期日前に現金化できるためキャッシュフローの改善ができる。  

②貸借対照表上で、負債として計上されることがないため、バランスシートを

スリム化できる  15 
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③取引先が倒産した場合、譲渡代金の請求は行われない。つまり、ファクタリ

ング会社が債権にかかわるリスクを全て負担するため、支払義務が生じない         

つまり、ファクタリングを行うことで、資金繰りの悪化を改善し、資金ショ

ートによる倒産を防ぐと同時にリスクマネジメントも行えるということになる。 

 しかしながら、我が国でのファクタリングの知名度は低い。一方、米国では5 

ABL よりも一般的な方法だとされており、日本の 5～10 倍の市場規模がある。

日本でファクタリングが普及していない要因は、2 つ考えられる。1 つ目が、手

形の活用である。日本では現金取引よりも手形取引のほうが一般的である。2 つ

目が、単純に売上債権を取引すること自体あまり良い意味を持たないというこ

とである。また、これらの点の要因を解決すべく、経済産業省では「売掛金を10 

活用した資金調達が、正当な資金調達であることの周知徹底が必要である。」と

表明しており、経済産業省所管の中小企業庁でも、信用保証協会が行う「売掛

債権担保融資制度」を創設し、普及を進めているところである。  

 

第 5 節  レーター期について  15 

 レーター期とは、成長後期の段階で、持続的なキャッシュフローがあり、EXIT

直前の時期に相当する。一定の売上があり、利益も出ていて、顧客や従業員等、

会社としての基盤がそれなりに出来上がっている。そのため、銀行からの融資

を受けている企業も多く、また、VC から出資を受けている企業も多い。したが

って、EXIT への準備を行う時期であるといえる。 EXIT の方法としては主に、20 

IPO と M&A がある。  

また、【表 20】は、VB に今後の事業計画としての EXIT に対する意向を調査し

た結果を表したものである。全体でみると、 IPO を考えている企業は 61.7％を

占めている。一方、M&A を検討している企業は 8.1％と、かなりの差があるとい

う結果になっている。また、EXIT そのものを考えていない企業も多いというこ25 

とが分かる。VC からの出資のありなしで比較すると、VC からの出資ありの企業

の IPO 検討数が 81.5％と非常に高く、出資なしの 46.2％と 25.3％の差が開き、

出資を受けている企業のほうが IPO への意欲が高いということがわかる。対し

て、M&A の方向を考えている VB は、VC 出資ありで 8.6％、VC 出資なしで 6.7％

とかなり低い数値になっている。  30 
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表  20 VB の今後の事業計画  

 

出典：一般財団法人ベンチャープライズセンター「ベンチャー白書 2017」 

より筆者作成  

 5 

日本では IPO と比較して M&A の件数が米国などに比べて低いと言われている

が、EXIT へ向けての計画段階においても、そのような傾向が認められる。日本

では、M&A をすることで大企業に乗っ取られるというような考えがまだ残って

おり、M&A を敬遠しがちである。また、 EXIT そのものを検討していない企業は

「積極的非上場企業」と呼ばれている。成長志向を持ち、 IPO を目指そうと思10 

えば可能ではあるものの、戦略的自由度を確保する意味からあえて非上場を選

ぶ企業のことである。  

表  21 EXIT 件数の推移  

 

出典：一般財団法人ベンチャープライズセンター「ベンチャー白書 2017」より15 

筆者作成  
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さらに、【表 21】より、 2014 年から 2016 年の VB の IPO と M＆A の件数の推

移をみると、IPO のほうが多いが、 M&A の件数も増えてきていることがわかる。

この結果からは、EXIT へ向けての計画段階では IPO を目指しているものの、そ

の後に M&A へと変更する企業もあるということを示唆している。また、 IPO の

準備には時間がかかり、上場や上場後の維持の面でのコストがかかる。コスト5 

面での問題だけではなく、経営自体にも影響を与える可能性がある。上場企業

は、有価証券報告書や四半期報告書等の財務諸表を提出することが、会社法で

義務付けられている。四半期報告書を提出し続けなければならないことは、VB

側にとって様々な障害が生じる。例えば、財務諸表を作成できる有能な人物を、

雇う必要があること。また、それを監査してもらうための、公認会計士にコス10 

トがかかることが、挙げられる。投資家が、より安全に企業へ投資をしやすく

するという投資家保護の目的で、四半期報告書の提出が義務付けられている。

３ヵ月に１回投資家に利益があがったかどうかを監視される状態であるという

ことである。利益が下がってしまうと、投資家が投資を辞めてしまうことが考

えられる。そのため、VB としては、短期的に利益を向上させることが目的にな15 

ってしまい、思い描いていた経営ができなくなる可能性がある。  

また、IPO 後に VB が陥る「第二の死の谷」 13という考え方がある。 2017 年 6

月以降にマザーズに上場した 9 社に VB の株価のパフォーマンスについて調査

を行った。その結果、全社の株価が上場日の終値を下回っており、平均約 3 割

の下落が起きている。なぜそのような下落が起きてしまうのだろうか。マザー20 

ズのような国内新興市場における、 IPO の特徴を見ると見えてくる。国内新興

市場では、IPO 時の公募・売出し株式の受け皿が個人投資家中心である。個人

投資家にとって IPO は一種のイベントのようなものであるため、上場日から旺

盛な買いが入り、出来高は大きく膨らむ。ここ数年は約 2 倍の初値がついてい

る。IPO 時の販売株数が限定的であることに起因する需要のアンバランスによ25 

って出来高が大きく膨らむ結果となる。また、近年外部投資家の比率も高い。  

VC から資金調達をするベンチャー企業が増えている。リターンを狙った VC

などが上場時点の株主の数 10％を構成しているケースが多い。VC は、ファンド

                                                   
13 signifiant style「上場後デスバレーは回避できるか？」

https://signifiant.jp/articles/death -valley/2018/10/12 
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であるがゆえに、一定のリターンを確定させるための株式売買が必要である。

上場時に VC が全株式を売買できるケースは珍しい。ゆえに、少しずつ売却す

る。その結果として、上場後の株価推移はズルズル下がっていく傾向にある。

これが第二の死の谷が生まれる原因となっている。他にも、上場後、VC などか

らの大きな売り圧力（オーバーハング）を、回転売買を目的とした個人投資家5 

が支えきれてないことが株価下落の原因なっているといえる。  

 VC による資金調達で IPO を行った際の問題点としてはもう 1 つあげられる。

上場前は VB が、IPO できるように経営支援などの手助けを行う。しかし、上場

してしまい、キャピタルゲインを得るという目的を達成すると、その後 VB に手

助けをする必要はない。アーリー期に起こる死の谷は、VC などの手助けによっ10 

て超えられるが、第二の死の谷は自力で超えなければならない。第二の死の谷

を超えるためには、上場前に準備をしておくことと、上場後に支援を受けられ

ることが重要になる。しかし、上場後の支援に対する制度は日本では普及して

いない。これらの点が、EXIT 段階での IPO の件数に歯止めがかかっている理由

であると考えられる。  15 

一方、VB が IPO での EXIT 以外で、大企業と M&A を行うメリットとしては、

以下の 3 つを挙げることができる。①大企業には手元資金が潤沢にある。②大

企業には人材やグらローバルな販路などでも蓄積があり、両企業ともビジネス

に相乗効果が生じる可能性がある。③ VB にとって、新たな事業領域の拡大を見

込める、など M＆A によって VB だけでは、簡単に成し遂げることができない範20 

囲にまで手を出すことができる。というメリットが考えられる。また、大企業

側としても、自ら新規事業を始めるよりは、自社ビジネスとのシナジー効果が

発生しそうな VB を買収した方が、迅速で効率的なビジネス展開につながる。そ

して、2018 年 1 月～ 5 月の国内の M&A 件数は前年同期比で 3 割増となり、つい

に IPO の件数を超える結果となった 14。以上の考察より、今後は今まで以上に25 

VB の EXIT の方法として、 M&A の広まりが予想される。  

 

                                                   
14 2018 年 6 月 21 日「日経新聞」より  
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第 5 章 大企業からの新しい資金調達法 

現在の日本企業において中小企業が担う役割は大きい。その中でも、VB はイ

ノベーションの創造者としての役割を期待されている。しかし、前章でも述べ

たように、VB は資金調達において厳しい現状に置かれている。特に、初期段階

のシード期、アーリー期において資金の調達が十分とは言えない。この状況を5 

解決していくために、我々は、第 4 章でも述べたように CVC からの投資を促進

する方法を考えた。まず、CVC とは、投資会社ではない大企業が VB に対して投

資活動を行うために設立する VC のことであり、その会社の投資部門や投資子

会社が運営するのが基本である。  

 10 

表  22 1 年未満の VB に対する VC 別投資割合  

 

出典：SPEEDA 【ベンチャー】資金調達レポートより筆者作成  

 

具体的な我々の提言に入る前に、 1 年未満の VB に対する VC 別の投資動向を15 

確認することとしたい。これは、VB の資金調達における最近の傾向として、CVC

の比率が上昇していることを、確認するためのものである。【表 22】は、「1 年

未満の VB に対する VC 別の投資割合」を表したものである。この表によると、

2015 年では、事業法人系が投資割合の半分以上を占めていることがわかる。次

に高い比率は独立系 VC になるが、割合では事業法人系とかなりの差がある。こ20 

れは、大企業が余剰資金を抱えすぎている現状において、VB への、投資がそれ

の使い道として有効と考えているからであると考えられる。しかしながら、企
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業が CVC を設立するためには、その設立の際に多額の費用が必要となる。また、

CVC は通常の VC と異なり、投資資金のキャピタルゲインではなく、同社ビジネ

スとのコラボレーションや事業シナジーを狙って設立されるものである。つま

り、投資先は、そういう目的のもとに探されることとなる。また、 CVC ファン

ドの運用期間が長くなるとともに、運用状況が順調だと回答する企業の割合が、5 

低下していくというデータも【表 23】より確認することができる。 15この状況

は、事業法人が、投資になれていないにも関わらず自社内の人材を使って CVC

の運用をしている結果ではないかと考えている。 

 

表  23 CVC ファンドの運用期間別順調度  10 

 

出典：pwc「CVC ファンドを活用したベンチャー企業とのオープンイノベーシ  

ョン」より筆者作成  

 

 15 

 

 

 

 

                                                   
15 pwc「 CVC ファンドを活用したベンチャー企業とのオープンイノベーション」

（ https:/ /www.pwc.com/jp/ ja/knowledge/thoughtleadership/2018/assets/pdf/tmt -cvc.pdf）

2018/08/31 
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図  1 提案するモデルの仕組み  

 

筆者作成  

 

そこで我々は、企業の CVC にかかるコストを削減する目的のもとに、民間に5 

よる第三者機関の設立を提言する。VB 探索のサポート、VB の評価の代理を主な

業務とする。前提として、この機関は民間企業であり、従って機関同士が市場

メカニズムにのっとり競争を行うことにする。  

まず、VB に対して出資を考えている大企業は、求める業種の希望と予定出資

金額、登録期限を 1 年、3 年、5 年から選択しサイト上に登録する。5 年で 3010 

万円、3 年で 25 万円、1 年で 20 万円というように、その登録されている期限に

応じて、登録費を支払い、期限が短いほど、費用を低く設定する。一方、VB が

大企業に出資を求める際、VB は、事業内容、希望出資金額、出資を希望する大

企業が存在する場合、個別で記載する。VB の登録費は一律で 5 万円とする。こ

れらは、サイトの登録フォームから登録を行うものとする。  15 

次に、大企業と VB が提出した内容を元に、業種分けが行われる。大企業はそ

の中から、自社が行いたい事業に当てはまる企業をリストアップしておく。そ

の後、大企業と VB の交流会を開く。この交流会は、先程分けた業種を 3 グルー

プに振り分け、そのグループの企業数の多さに比例して、開催の頻度を調節す

る。大企業の参加者を 40 社、VB を 250 社で行うものと想定すると、場所代は20 



  41 

 

各 1 回ずつの開催で約 450 万円となり、その他の費用を約 100 万円としても、

年間の登録費の収益は 2000 万ほど見込めるので、開催することができる。交流

会の形式はベンチャー企業 1 社ごとのブースを設け、大企業が興味のある事業

内容の VB の話を聞きに行く形とする。しかしながら、 VB の数が多いため、時

間を余らすこととなる。そこで、一定の時間になったらブースにいる VB の入れ5 

替えを行う。交流会に参加した大企業は投資を行わないか、あるいは、投資を

行いたい 1 社以上を選ぶ。大企業が選んだ VB について専門家の評価を要求し

た場合、その VB に対して評価を行う。その際の評価方法が【表 24】である。

評価を依頼した場合、その評価に対しての手数料を受け取る。  

 10 

表  24 ベンチャー企業の評価の方法  

製品・サービスの評価  新規性・独特性  

優位性  

市場性・将来性の評価  市場規模・成長性  

競合関係  

経営者の評価  事業資金能力  

資金調達力  

出典：ベンチャーラボ「技術・成長性評価報告書」より作成  

 

このような評価を行った後、公募してきた VB とその評価結果を大企業に報

告する。大企業は、その報告をもとに専門家の意見を取り入れ、より自社の利15 

益に繋がる投資先を選ぶことができる。また、この機関を利用して大企業が VB

への投資を行った際に、大企業から出資金の 7％を成功報酬として受け取るこ

ととする。  

また、この提案の最終的な目標は M&A を実現させることである。その理由と

して、M&A 後 VB の経営者であった者は、それにより得た資金で、再び新たな事20 

業を始めることができるからである。また、エンジェルとして、手元資金を投

資に活用することにより、ベンチャー企業の創設・維持の支援も可能になる。

さらに、支援を受けた企業は M&A による資金を受け取り、その企業の経営者が

その資金で VB に投資をする、というような循環が生まれることになり、 VB の
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増加に貢献することも期待される。  

 

おわりに 

 第 1 章では、大企業と比較して、銀行からの借入、資金繰りに苦労している

中小企業の資金調達状況を借入手法の希望と現実の乖離に着目して、事業性評5 

価での借入を中小企業は望んでいることがわかった。しかし、中小企業には｢規

模の経済｣、｢情報の非対称性｣という課題が存在し、銀行からの借入を満足に行

えていない現実が存在する。  

そのような中で、第 2 章では現在、中小企業が借入手法として用いている社

債、トランザクションバンキング、リレーションシップバンキング、 ABL の仕10 

組みと課題を考察した。特に、リレーションシップバンキングの活用は事業性

評価での借入を行う上で重要な手段であり、 ABL をさらに発展させることでリ

レーションシップバンキングを促進できると考え、 ABL の強化について述べた  

第 3 章において、公的金融機関、公的支援による、中小・ベンチャー企業の

支援を紹介した。公的金融機関の中でも特に、日本政策金融公庫の「国民生活15 

事業」、「中小企業事業」、信用保証協会を紹介した。また、公的支援では、中小

企業の税制優遇や補助金・支援金を取り上げて紹介した。そして、第 3 章のま

とめとして、公的な支援は多数の企業に少額の支援を行い、いわば、広く浅く

支援を行っていることが分かった。公的な支援は企業の初期段階での利用が望

ましいということがわかった。  20 

第 4 章ではベンチャー企業の資金調達について述べている。ベンチャー企業

は、4 つの成長段階に分けることができる。特に資金が必要となる時期がアー

リー期とエクスパンション期の 2 つとなる。この 2 つの時期では何が問題とな

るのかを考え、それに対しての資金調達法を述べた。  

第 5 章では、ベンチャー企業の資金不足を解決する新しい資金調達の手段を25 

提案した。最近は、大企業の内部留保が多く、 CVC からの投資が多いことを踏

まえ、それをさらに促進する方法となっている。さらに、これが機能すれば、

ベンチャー企業と大企業の交流を盛んにすることができ、ベンチャー企業の活

発化が見込めると考える。  
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