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第 1 章 日本の企業の定義と特徴  

 

 1-1 中小企業の定義  10 

 

日本において、中小企業は企業の 99.7％を占め、常時雇用者の約７割の 69.4%

が働いており、我が国経済において大きな存在となっている。例えば、下の図

中小企業基本法の定義では、製造業なら、300 人以下または資本金 3 億円以下

の企業を中小企業とするなど、働いている人の数や資本金の大きさを目安に、15 

業種ごとに中小企業の範疇が設けられている。また、その他の中小企業関係の

法律では、例えば製造業では従業者 20 人以下の企業を小規模企業とし、さら

に、5 人以下を特に小企業としている。中小企業 385 万社のうち、小規模事業

者は 334 万社と 9 割近くを占めている。実際に、数的には、日本でビジネスを

行っている事業体のほとんどが中小企業・小規模事業者ということになる。就20 

業者数については全国的には中小企業・小規模事業で就業者の約 7 割を占める

と述べたが。もう少し、細かく見ると、大企業が 30％、中規模事業は 44％、小

規模事業が 26％となっている。実際、ほとんどの道県では 8 割から 9 割の方が

中小企業・小規模事業で就業していることになる。例外は東京であり、東京は
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突出して大企業での就業割合が高く、59％ものひとが大企業で就業しています。

中規模事業で 30％、小規模事業はわずか 11％である。東京は際立って大企業

が存在する街であるといえる。  

図１ 中小企業基本法の定義  

 5 

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 中小企業基本法第 2 条第 1 項（2017）10 月 17 日アクセス  

http://www.houko.com/00/01/S38/154.HTM 

 

1-2 中小企業の特徴  

先に触れたように、中小企業は全企業数の 99％以上を占めており、そのため多10 

様な産業に存在し、製品やサービスなどを提供しており、そうした中小企業の

存在が経済と人々の生活を支えている。さらに、従業者の約７割は中小企業で

働いており、業種によっては 9 割を超えている。なお、東京や大阪などを除く

地方圏では、中小企業で働く比率は平均より高い。  

地域の生活や伝統に関係する産業にも中小企業は多く、地域の文化や生活の15 

継承にも貢献している。また、地域に根差して事業を営んでいる企業は、地域

社会や地域コミュニティを意識し、地域活動に積極的なものも多い。そのため、

中小企業が地域経済に与える経済的、社会的、文化的影響は大きい。  

また、大企業に比べて規模が小さいことによって経営資源に限界がある中小

企業だが、組織の小ささを活かした機敏な対応や創意工夫ができる点や、組織20 

が小さいことで経営者と従業員の距離を短くし、経営者の思いを従業員に伝え、
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従業員の意見を経営に反映することが可能になる点は中小企業の特徴の一つで

ある。  

また、中小企業は資金や人的資源が限られ、地域内での取引関係を主体とし

ているため地域内にとどまり続けるので、地域にとっての持続的な利益や雇用

の源泉となる。地域内で仕入れや外注を行い、地域内の企業に販売し地域内に5 

住む人々を雇用しその地域内の人たちに給与を支払っている。企業あるいはそ

の従業員における飲食、種々のサービス・日用品の購入も地域内を中心に行わ

れることから、中小企業の存在によって、地域内で資金が循環しやすく地域経

済が全体として潤いやすい構造になる。また、多様な中小企業が地域内にたく

さん根付く地域の場合、特定企業の業績悪化が地域経済の低迷に直結するリス10 

クは低く、地域全体で大きな落ち込みを防ぐことができ、地域産業の多様性が

向上する。  

要するに、中小企業は地域と共に生きる主体であり、自社の発展だけでなく、

地域の発展に対して積極的にかかわろうとする傾向を持つ。地域と密接な関係

を有する中小企業は、単に地域に利益や雇用を生み出す「資本」であるだけで15 

はない。地域のさまざまな主体と協動しながら地域経済をいかに盛り上げてい

くのかを考え、そのために汗をかいてくれる「企業市民」でもある。  

1-3 ベンチャー企業の定義  

 

ベ ン チ ャ ー 企 業とは高い志「こころざし」と成功意欲の強いアントレプレナー20 

(起業家 )を中心とした新規事業への挑戦を行う中小企業である、商品、サービ

ス、あるいは経営システムのイノベーションに基づく新規性があり、さらに社会

性、独立性、普遍性をもった企業である。 ベンチャー企業の定義については、「創

業からあまり時がたっておらず、新技術や新製品、新事業を背景に成長、拡大

しようとする意欲のある企業」とする。  25 

「ベンチャー企業の資金調達」によれば、日本では主に情報・通信業が多数

を占めており、その理由としては、技術の進展が速く、ビジネスを取り巻く環

境に対応していくことが求められる革新的な市場であるからである。また、高

齢化社会ということもあり、医療・ 福祉業においても老人介護分野にベンチャ

ー参入か起きている。  創意あるビジネスモデルや革新的な技術を生み出す原30 
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動力として、日本経済全体のイノベーションの重要な源泉のひとつとなってい

ることも特徴としてあげられる。特に、ベンチャー企業は、技術やビジネスモ

デルの新規性を武器に、既存企業に比して大きなビジネスリスクをとって事業

に挑戦することから、既存企業には生み出し得ない技術・ビジネスモデルの大

きな変化・革新をもたらす可能性がある。 さらに新しい技術、新しいビジネス5 

モデルに基づく新規事業は新しいマーケットを創出することによって新産業の

創出や産業活性化、雇用の拡大、ひいては日本経済の成長、活性化にも大きく

寄与している。  

 

1-4 ベンチャー企業の特徴  10 

ベンチャー企業の特徴として、まずそれが有する問題点としてあげられるのが、

資金調達が困難であり、人材の確保、育成が不十分であり、営業力が低いとい

う点である。まず、はじめに資金調達の問題を説明する。起業するには「資金」

が必ず必要となるが、その資金をどのように手に入れるかという問題が起こる。

ベンチャー企業は成功するかも不確実なため、成功するまでの運転資金も必要15 

となってくる。このように将来性が不安定なベンチャー企業に出資しようとす

る投資家は少ないため、資金調達に苦しむ場合が極めて多いのである。また、

典型的な資金調達手段である金融機関からの融資を受けるためにも、担保や保

証人が不十分なので、こちらもあまり期待できないのが現実である。  

 次にあげられるのは、人材の確保、育成が不十分な点がある。創業間もない20 

ベンチャー企業はパートナーといった人材の役割が非常に大きいにもかかわら

ず、開業当初から人材の確保の困難に直面している。技術面、経営面で企業経

営を支える十分な専門知識をもった人材の確保がベンチャー企業の成否の鍵を

握っている。仮にベンチャー企業が事業に成功して規模が急激に拡大していく

と、技術者や管理職などに適切な人材が足りなくなるため、その確保に苦しむ25 

場合も多い。  

 最後に営業力が低いという点であるが、多くのベンチャー企業を設立すると

きにマーケティングの重要性を認識していないこと、経営姿勢が近視眼的であ

ること。新製品や新サービスを導入する際に考慮するべき、製品ライフサイク

ルを理解していないことなどから、その結果、販売能力の低下、営業能力の低30 
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下などが起きる。高度な技術やそれを応用しているハイテクベンチャー企業の

経営者に技術者系出身者が多いため、文科系経営者に比べて、経営理念に対す

る認識が劣っている。以上の３点が日本のベンチャー企業が有する問題点とし

ての主な特徴である。  

 一方、世界と比較した場合の日本のベンチャー企業の特徴として、操業率は5 

極めて低いという点がある。言い換えれば、世界に通用するベンチャー企業が

圧倒的に少ないということである。下の図を見てみると、米国では、短期間に

業績を拡大し、急成長を遂げる企業が次々と生まれそのペースは全く衰えてい

ない。一方、日本の状況をみると、欧米の約半分の開業率ということがあきら

かである。日本も急成長を果たしている企業が現れつつあるものの、世界的な10 

企業数は米国に比べ圧倒的に少ない。  

図 2 世界のベンチャー企業の開業率  

  

出所 ベンチャー有職者会議とりまとめ（2014）より作者作成  

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/downloadfiles/yushikisya_kaigi_t15 

orimatome.pdf#search=%27%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%

A3%E3%83%BC%E6%9C%89%E8%81%B7%E8%80%85%E4%BC%9A%E8%A

D%B0%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81%27 

景気低迷が続く日本社会において、政府は戦後最大の名目 GDP600 兆円という

目標を掲げている。そのカギを大きく握るのは、このような状況下の元で、急20 
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成長を果たすベンチャー企業の創出だ、とも言われている。   

 この現状を踏まえて、日本政府もベンチャー企業を後押し、支援する取り組

みを本格化し始めている。アベノミクスの３つの矢である「日本再興戦略２０

１６」においても、イノベーションベンチャー創出力の強化、チャレンジ精神

にありふれる人材の創出等が掲げられており、それを更に、具体化した「ベン5 

チャーチャレンジ２０２０」を決定した。これは、これまで各省庁で別個に実

施されていたベンチャー支援策を一体的に動かすためのものでもあり、スケー

ルの大きい施策であり、ベンチャー企業が次々と誕生、成長するベンチャー創造の

好循環の実現を図るものである。  

 10 

 

1-5 大企業との比較・特徴    

 

次に大企業と中小企業・ベンチャー企業の経営組織を比較すると、大企業は

垂直統合型であり経営組織が階層化しており様々な分担が行われているのに対15 

して、中小企業は規模が小さいため特徴が以下のような 3 つの特徴がある。1

つは規模が小さいため意思決定が迅速である。規模が小さいためすぐに上層部

に伝わる。それに比べ大企業は起業の構造が複雑であり、意思決定を上層部に

伝えるまで多くの過程を踏まなければならない。 2 つ目は経営者つまり個人の

リーダーシップが会社の意思決定することである。中小企業・ベンチャー企業20 

は従業員数が少なく上層部の数も少ない。しかし大企業は従業員の数が多いた

め定期的に会議などが行われ、そこで意思決定が行われるのに対し、中小企業・

ベンチャー企業は経営者のリーダーシップが企業の経営方針を決めると思われ

る。3 つ目は経営者と従業員の触れ合う機会が多く現場を把握している点であ

る。経営資源では大企業は企業がそもそも大きいため資源が多く手に入るが、25 

中小企業は経営資源が限られている。製造、販売に至るまである部分に特化し

て経営しているのが中小企業である。その代わり、効率的な製品化、事業化を

現場レベルで達成できる可能性があるのが中小企業である。中小企業は独自の

やり方で自社の展開にとって必要なイノベーションを現場レベルで起こす可能

性を持っている。  30 
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雇用面での違いでは中小企業と大企業では賃金の格差が大きいことが特徴で

ある。さらに中小企業は大企業と異なり年齢とともに賃金上昇が対応していな

いことも特徴として挙げられる。しかし大企業と異なり違った意味のやりがい

が中小企業にはあることも特徴の一つと言えるであろう。  

 5 

 

第 2 章 日本企業の資金調達の現状・課題  

  

2-1 中小企業・ベンチャー企業の資金調達方法  

 10 

これまで中小企業、ベンチャー企業の定義や特徴についてみてきたが、この章

では中小企業、ベンチャー企業の主な資金調達方法についてみていく。  

2-1-1 ベンチャーキャピタル  

ベンチャーキャピタルは、融資や助成金のように「借りる」「もらう」とは異

なる「投資」という形でベンチャー企業の成長を後押しする投資機関のことを15 

指す。これらは直接金融に分類され、事業の成長可能性が認められれば、担保

や返済義務のない形で潤沢な資金調達が可能となるという意味では、こうした

投資はベンチャー企業にとって大きなメリットと言える。ベンチャーキャピタ

ルは、ベンチャー企業に公式的に投資を行う企業であり、すでに事業を開始し

ており、飛躍的な成長の可能性のある企業に対して投資を行うことが多い。そ20 

して最終的には株式市場にベンチャー企業の株式を公開し、株式市場を通じて

ベンチャーキャピタルはその投資の利益の実現を図ることになる。このような

形態のため、ベンチャー企業の早い成長段階（アーリーステージ）で利用され

る資金調達方法と言える。  

2-1-2 エンジェル投資  25 

ベンチャーキャピタルと同じく直接金融のひとつであるが、エンジェル投資

は非公式的投資家とも呼ばれ、多くの場合は血縁関係以外の富裕な個人投資家

によるものである。ビジネスエンジェルは創業しようとする潜在的起業家や、

創業して間もない企業家に対して投資を行うことが多い。自らの経験を活かし

た助言や経営支援なども積極的に行う。ビジネスエンジェルには、いろいろな30 
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タイプが存在しており、経営への関与も様々である。出資家は出資する代わり

に支援した企業の株を保有する。企業がもし成功を収めたら大きな利益を得ら

れることになる。ただ、新企業を軌道に乗せることは難しく、エンジェル投資

は失敗のリスクを覚悟の上で行わなければならない。  

日本国内でも、エンジェル投資を増やそうとエンジェル投資を行う個人投資5 

家に対して、税制上の優遇措置を与える制度である「エンジェル税制」を 1997

年に創設し、のち 2008 年にエンジェル税制の緩和が行われた。エンジェル税

制の優遇措置には２種類あり、ベンチャー企業に投資を行った個人投資家はど

ちらかの措置を選ぶことができる。  

図 3 エンジェル税制の優遇措置  10 

 

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/pdf/angeltax_panf1.pdf  

2-1-3 スイートマネー  

スイートマネーは創業者自身・家族・友人の出資による資金の事である。中に

はスイートマネーだけで成長する企業はあるが、規模に限界があるという特15 

徴がある。  

2-1-4 少人数私募債  

少人数私募債とは、引き受け可能な投資家を 50 人未満とし、社債の募集金

額を 1 億円未満としたものである。一般的に少人数の故縁者や取引先を対象

として発行している。  20 

少人数私募債を利用するためには以下の要件を満たす必要がある。  

図４ 少人数私募債に該当するための要件  

 

出所  経済産業省「エンジェル税制の財政条件」より作者作成

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/pdf/angeltax_panf

1.pdf 
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①        株式会社が発行  

②        50 名未満の縁故者 (社長、社長の親族、社員、得意先など )のみを対

象に引き受けを募集 (銀行、証券会社当への発行は不可 ) 

③        転売制限を付けること。具体的には、社債権者数が増えないよう、

転売は一括譲渡 (例えば社債を 5 口まとめて売却すること )のみとす

る。  

④        社債口数 (社債の発行総額÷社債の一口額面 )が 50 未満  

出所  週刊 T＆Amaster「 “少人数私募債 ”のメリットと節税リスク」（2007）ロ

ータスより作者作成  

http://www.lotus21.co.jp/works/ta_backnumber/2013.html  

 資金を集める側のメリットとしては、まず、手軽であることが挙げられる。

具体的には、有価証券届出などの提出や社債管理者の設置が不要であること、5 

取締役会の承認のみにより発行が可能であることがある。一方で資金を提供す

る側のメリットとして総合課税と源泉所得税の税率の差を利用した節税メリッ

トが挙げられる。社長が会社に貸付け、その利子を得た場合、一般的には、当

該利子は雑所得として総合課税の対象となる。例えば、会社が少人数私募債を

発行、社長がこれを購入し社債利子を受け取った場合、現行税法上では、当該10 

社債利子は総合課税対象にはならず、源泉分離課税（所得税 15％＋住民税 5％）

が適用されるため、総合課税税率の方が高ければ、その差分節税することが可

能である。このような節税メリットから社長からの借り入れに少人数私募債を

導入する会社が増えている。さらに償還期限を長く設定することにより節税メ

リットを長期に渡り享受できる。これは少人数私募債の償還期限は取締役会で15 

自由に設定可能であるからである。このように、社長が多額の社債を購入する

資金力を持っていれば節税メリットを大きく享受することができるが、これに

対して、あまり資金力のない場合は得られる節税メリットは小さく、少人数私

募債発行のメッリトはあまりないという意見もある。他方で、デメリットとし

ては、償還期限を長く設定することによる投資家の「ひとたび社債を購入する20 
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と、償還期限までは資金を返してもらうことができないのでは」という懸念が

挙げられる。  

 

2-1-5 クラウドファンディング  

クラウドファンディングは起業家が融資を受ける方法として、世界中で人気5 

を集めている。これはインターネット上で不特定多数の人々から事業資金を集

める方法である。クラウドファンディングは、大きく３つの種類に分類される。

1 つ目はリターンを一切出資者に求めない募金型と出資者が求めない寄付型。

2 つ目は出資者が金銭的なリターンを求める金融型。 3 つ目は出資者が金融で

はなく物品や商品の権利を購入することのできる購入型の 3 種類である。日本10 

の場合、金融商品取引法との兼ね合いで購入型のクラウドファンディングが主

流である。  

2-1-6 流動資産担保融資  

流動資産担保融資とは、企業が保有している売掛金や在庫などの売掛債権、

棚卸資産などの流動資産を担保として金融機関から借入ることができる融資の15 

ことである。金融機関が企業の保有する流動資産の価値を判断し貸出を行う。

今までの金融機関の融資担保は、不動産担保が中心であった。しかし、不動産

価値の下落に伴う担保価値の低下により、不動産担保への依存脱却が必要とな

ったため、近年では、流動資産担保融資が推進されている。  

 20 

図５ 流動資産担保融資の融資金額と融資件数の推移  
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出所 中小企業白書 2016 第 5 章 385 頁より筆者作成  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/04Hakusyo

_part2_chap5_web.pdf 

上の図は、近年の流動資産担保融資の融資金額と融資件数の推移を表している。5 

融資金額は、2012 年度・2013 年度は増加、2014 年度は微減した。件数におい

ては、毎年 3000 件弱の増加がみられる。2014 年度において、融資金額の減少

がみられるものの、融資件数は増加していることから、 1 件当たりの小口化が

進んでいる。企業の流動資産担保融資の利用のメリットとして、「事業の拡大縮

小にも対応した資金調達が可能で、自社の必要運転資金額に応じて借り入れが10 

できること」が挙げられる。  

図６  業態別に見た流動資産担保融資の実行金額  
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出所 中小企業白書 2016 第 5 章 359 頁より筆者作成  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/04Ha kusyo

_part2_chap5_web.pdf 

図７ 業態別に見た流動資産担保融資の実行件数  5 

 

 

出所 中小企業白書 2016 第 5 章 359 頁より筆者作成  
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http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/04Hakusyo

_part2_chap5_web.pdf 

 

 図 7 は流動資産担保融資の融資金額及び融資件数に占める金融機関の業態別

の割合を表している。これによれば、地方銀行が金額基準で 37.9％、件数基準5 

で 26.1％と最も高い。また、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合の

地方金融機関の割合を合計すると金額基準で 64.2％、件数基準で 63.3％と、地

方金融機関を中心に流動資産担保融資の普及が進んでいる。  

次に、流動資産担保融資を普及していく上での課題を見ていく。流動資産担保

融資の融資対象先検討時における課題でよく指摘されるものとして、「物件の10 

担保としての適性について判断ができない」、「取引先の在庫などの資産の管理

状態について把握ができていない」、「流動資産担保融資に対する企業の認知度

が低い」などが上位を占めている。これは、金融機関が企業の商流について把

握しているものの、企業が保有する流動資産が担保として適正かどうか判断で

きないことや、企業がしっかりと資産管理を行っているのか把握できていない15 

ことに起因する。このような課題を解決するためには、金融機関が企業の事業

性や経営課題を把握し、より詳細に企業のことを理解することが必要である。

流動資産担保融資に対して企業の認知度が低いことは、流動資産担保融資の普

及が進むにつれ解消できる課題であるだろう。そのためは、企業に流動資産担

保融資のメリットを理解してもらい、利用を促進させることが最優先である。  20 

2-1-7 リレーションシップバンキング  

金融機関は資金を企業に貸す時にある程度その企業の経営課題をよく知らな

いと、金融機関は非常に不安である。そこでリレーションバンキングというも

のがある。リレーションシップバンキングは金融機関と企業の間に親密な信頼

関係を築き、普通の方法で手に入れることができない借り手の様々な情報を手25 

に入れ、その情報をもとに融資を受ける資金調達方法がある。企業が安定して

いないときはなかなか信頼を確保できないため資金繰りが難しいが、長期取引

をしている企業は審査や、コストなどの手間が省けるというメリットがある。  

金融機関が融資判断するときに考慮する項目として、主なものに「取引内容」

「事業の安定性、成長性」が主に考慮される。中小企業は自社と取引先や金融30 
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機関との取引を重視している一方で金融機関は経営者の資質等を重視している

のである。中小企業が利用している融資手法は「代表者等の保証による融資」、

「信用保証協会の保証付き融資」、「不動産を担保とする融資」の順に利用して

いるが、一方で、借り入れを希望する融資手法は「信用保証協会の保証付き融

資」、「事業性を評価した担保、保証によらない融資の割合が非常に高くなって5 

いる。このことから信用保証協会の保証付き融資へのニーズは根強いものがあ

るが現在の利用度合いを見ると事業性を評価して融資を判断する手法のニーズ

が高まっているといえる。  

企業は経営課題を解決するための投資計画を金融機関に相談し、融資を断られ

ることがよくある。主な理由としては「会社全体の収支状況が悪い」や、「既存10 

借入の過多」などがある。逆に新規事業の内容を理由に融資を断られた企業は

少ない。このことから金融機関の融資を判断する際、新規事業の投資計画の内

容よりも既存事業の収支状況や財務状況を金融機関は重視している。なので優

れたアイディアを持っていたとしても企業の収支状況や財務状況が悪ければ、

融資を受けることは難しいということがわかる。まとめると、金融機関との信15 

頼度を高めることが、コストや審査を減らし、融資を受けやすくするのによい

方法であるといえる。  

2-1-8 M&A 

M&A とは、複数の企業を 1 つに統合する合併と、ある企業が他企業の株式

や事業を買い取る買収を意味する。M&A といってもその範囲は広く、狭義では20 

企業や事業の経営権の移転としての合併・株式譲渡・株式交換・事業譲渡・会

社分割などの手法が、広義では経営権の移転なしに協力関係を築く資本提携・

業務提携などの手法が挙げられる。中小企業の M&A の手法においては手続き

が比較的簡単な株式譲渡が過半数を占め、次いで事業譲渡となっておりこの 2

つが約 90％を占めている。M&A の買い手側の目的は、既存事業の強化、関連25 

異分野への多角化、新規事業の開拓、事業再編対応などの M&A によるシナジ

ー効果の追求が挙げられる。ここでは、重複部門の統合などによるコスト削減、

ブランド・シナジーなどによる利益率の増加などのシナジー効果が見込める。

また、売り手側の業務改善、事業再編、新規事業育成、財務戦略見直しにより、

買い手側企業の価値を増大させる効果も考えられる。これ以外にも、傾きかけ30 
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ている企業や事業の「救済」や再生ファンドのように「投資」を目的とする M&A

もある。M&A の目的別シェアにおいては、8 割が「既存強化」であり、「既存

強化」を目的に同一地域、近隣地域企業をターゲットとしている。  

 

 図８ M&A の目的別シェアの推移（％）  5 

 

 

 

出所「中小企業と M&A」商工総合研究所 2014 11 頁より筆者作成  

http://www.shokosoken.or.jp/chousa/youshi/25nen/25 -3.pdf 10 

 

一方で売り手側の目的としては、事業継承や創業者利潤の確保、ノンコア事業

の売却によるコア事業への資源の集中（選択と集中）や業界再編などの広義の

戦略的理由、再生などが挙げられる。なお、売り手側としては、廃業する場合

と  M&A により会社を売却する場合では、後者のほうが経済的なメリットが大15 

きい。これは、廃業する場合は全ての資産を現金化する必要があるため、M&A

に比べ廃業の場合の方が時間とコストがかかるためである。中小企業の M&A

の目的においては、「事業継承」が大半を占めており、中小企業の M&A は後継

者問題解決策の 1 つとして活用されている。しかし、事業の選択と集中などの

「広義の戦略的理由」も 3 割程度あり、経営革新のための戦略的理由から M&A20 

を活用している中小企業も少なからず存在する。未上場企業同士の M&A 件数
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とシェアの推移を見ると、2000 年以降の未上場企業同士の年間の M&A 件数

は、2006 年までは増加傾向が続いている。これは、1997 年の合併手続きの簡

素化や 2000 年代地域金融機関の M&A 仲介業務への参入による市場整備、2005

年の会社法設立による「対価の柔軟化」や「組織再編成の条件緩和」に影響さ

れたものであった。その後は  2011 年まで  5 年連続で減少したが 2012 年以5 

降は再び増加に転じている。  

 

図 9 未上場企業が関わる M&A 件数の推移  

 

出所 レコフ「MARR 統計とデータ」（2007）15 頁のデータをもとに筆者作成  10 

 https://www.marr.jp/marr/data/  

 

近年、中小企業の M&A を仲介する業者が増加していることもあり、中小企業

M&A 市場は整備されてきている。中小企業の保有する経営資源には限りがあ

り、自力だけで経営課題を克服することが難しい場合が多い。M&A は様々な15 

目的に活用できることから、中小企業にとっても自社の企業価値を高めるため

の有力な手段になると言える。  

 

2-2 中小企業の資金調達の現状  

 20 
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「成熟段階」、「衰退段階」の４つと定義する。企業の各成長段階において直面

している課題について見たものが下の図 10,11,12 である。である。図 10 によ

ると、起業段階においては、「資金調達」の割合が最も高く、次いで「家族の理

解・協力」の割合が高くなっている。このように、起業段階は「資金調達」を

課題としている企業の割合が最も高く、さらに、起業に当たりまだ家族の理解5 

が十分得られていないといった、起業段階特有の課題を抱えている企業も同様

に多いことが見て分かる。次に、図 11 を見ると、成長段階においては、「資金

調達」の割合が起業段階に引続き依然として高いものの、起業段階で割合の高

かった「家族の理解・協力」については割合が低下している。他方で、「質の高

い人材の確保」、「量的な労働力の確保」といった人材確保に関する課題や、「販10 

路開拓・マーケティング」、「自社の宣伝・PR」といった販路開拓に関する課題

の割合が資金調達に続いて高くなっていることが分かる。最後に、図 12 によ

ると、成熟段階においては、「質の高い人材の確保」の割合が最も高く、次いで

「企業の成長に応じた組織体制の見直し」の順になっていることからも、成熟

段階は人材確保や組織体制の整備における課題が最も強いことが分かる。この15 

ように、起業段階は資金調達、成長段階は資金調達、人材確保及び販売確保、

そして成熟段階は人材確保と組織体制の整備というように、成長段階ごとに回

答割合が高い課題が変化していることが分かる。また、販路開拓の課題につい

ては、最も割合が高い課題ではないものの、成長段階を中心に、各成長段階共

通の課題となっていることが分かる。  20 

図 13 は「資金繰り」について、資金繰りを経営課題として考えている企業を

成長の段階別に見たものである。企業段階から成長段階、成熟段階と成長の段

階が進むにつれて、資金繰りを経営課題として挙げる割合が低下していくが、

衰退段階には上昇している。  

さらに図 14 の企業の成長の段階別に経常利益率、負債比率の平均を見ると、25 

経常利益率の平均は、企業段階では▲2.37％と赤字だが、成長段階には 4・55％

になり、成熟段階では 4.28％に鈍化し、衰退段階では 1・78％と大きく低下し

ている。企業段階では赤字ではあるが、経営が安定し始める成長段階には黒字

化し、成長が鈍化してくる成熟段階では利益率も低下し、衰退段階に入ると利

益率がさらに低下していくことがわかる。また、負債比率は、企業段階の 38・30 
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9％から成長の段階が進むにつれて低下し、成熟段階では 30.5％まで借入れ負

担が減少するが、そのあと衰退段階に入ると 33.1％に上昇し、再び借入負担が

増加している。こうした経営課題を解決するために、今後投資を計画した際、

資金調達の必要性の有無を尋ねると、現在借入れのある企業の 6 割がたは、「必

要がある」「場合によっては必要がある」と回答している。他方で、現在借入れ5 

のない企業は、「必要はない」と回答した企業が８割近くとなっている。現在、

金融機関から借入れのある企業は外部からの資金調達に積極的であるが、無借

金企業では、内部性の高い先からの資金調達を重んじている。また、すべての

企業において「出資（増資）」と回答した企業はほとんどおらず、中小企業にお

いては直接金融へのニーズが低く、間接金融が主流であることがわかる。この10 

ように、市場から資金を直接調達することが困難な中小企業にとっては、引き

続き金融機関に対する資金調達ニーズは強いものの、無借金企業においては内

部留保などの内部資金への依存度が高く、金融機関からの借入れの必要性が低

いと思われる。  

 15 

図 10 起業段階の課題  

 

 

出所 中小企業白書 2017 第 2 部第 3 節 200 頁により筆者作成  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/chusho/04Hakus yo20 

_part2_chap3_web.pdf 
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図 11 成長段階の課題  

 

 

 

 5 

 

出所 中小企業白書 2017 第 2 部第 3 節 200 頁により筆者作成  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/chusho/04Hakusyo

_part2_chap3_web.pdf 

図 12 成熟段階の課題  10 
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出所 中小企業白書 2017 第 2 部第 3 節 200 頁により筆者作成  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/chusho/04Hakusyo

_part2_chap3_web.pdf 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

図 1３成長段階別に見た、資金繰りを経営課題と考えている企業  

 

出所 中小企業白書 2016 第 2 部第 5 章 308 頁により筆者作成  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/04Hakusyo

_part2_chap5_web.pdf 15 

 

図 1４ 企業の成長の段階別に見た経常利益率、負債比率の平均  
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出所 中小企業白書 2016 第 2 部第 5 章 308 頁により筆者作成  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/PDF/chusho/04Hakusyo

_part2_chap5_web.pdf 

  5 

2-3 中小企業の資金調達の課題  

 

 「経済プリズム」第 38 号によると、中小企業が直面する課題の一つに「貸し

手における規模の経済」がある。 一般に、銀行融資であれば融資金額が大きく

なればなるほど、融資を行うために必要な審査費用などの単位当たり貸出コス10 

トは下がる。例えば、貸し手にとって 100 億円を貸し出すために必要な審査費

用は、1 億円を貸し出すために必要な審査費用の 100 倍はかからないはずだ。

そのため、貸し手は１件当たりの融資金額が大きな借り手である大企業を優先

しがちである。  

中小企業の資金調達が難しくなる理由の二つ目に、「情報の非対称性」の問題15 

がある。つまり、貸し手（金融機関）が借り手（中小企業）の情報を借り手と

同レベルに把握することが困難であるということである。しかし、中小企業の

場合、一般的に企業の情報があまり民間に広まっておらず、また、財務データ

を整備していない企業もあり、企業の状態に対し信頼がなくリスクが高いとみ

なされがちである。なお、情報の非対称性の問題を解決していくためには、中20 

小企業が自ら企業情報の開示に努める必要がある。また、財務諸表の信頼性を



23 

 

高めることも必要である。また、地域との距離感が近い中小企業は地域に密着

した金融機関と長期的な取引関係を築き、金融機関も中小企業の情報を蓄積す

ることが大切であろう。   

第三の中小企業の資金調達の課題に、担保の問題がある。金融機関では情報

の非対称性が強く、借り手に  関する情報が入手できない場合、または、将来的5 

な事業動向が不透明とみなす場合、それらのリスクを穴埋めするために担保提

供を要求する。中小企業は金融機関から融資を受ける際、不動産や在庫や売掛

金を担保とすることが一般的である。しかし、中小企業には不動産を十分に保

有していない企業も少なくない。また、担保とする不動産を保有している場合

であっても、地価が地方圏を中心に低迷している中で中小企業が十分に資金を10 

調達することは困難になっている。さらに、売掛債権を担保に資金調達するこ

とは中小企業にとって風評被害を招く可能性がある。つまり、貸し手に「売掛

債権にまで手を出さなければ資金の調達ができず、資金繰りが苦しい企業であ

る」と思われる懸念がある。実際、中小企業向けの融資額は数年前よりも低い

水準で推移している。  15 

第四の課題として、個人保証の問題もある。金融機関が中小企業に融資を行

う場  合、中小企業の代表者や代表者の親族や知人などの第三者に個人保証を

求めるケースが多い。万一、中小企業が企業収益から返済ができない時には、

個人保証の部分が実行されてしまい、中小企業代表者等が所有する不動産や預

貯金などの大部分を失い、再び発展することは困難になりかねない。特に、こ20 

の方法は、事業資金の調達のために当該事業とは直接関係の無い第三者を保証

人とすることから、第三者がほかの企業の経営者や重役の場合には連鎖した倒

産を引き起こし、個人の場合にはその生活基盤自体に大きな悪影響を及ぼしか

ねない。中小企業は資金を調達する際に社債などの手段が活用しにくいため、

金融機関から資金を調達せざるを得ない。しかし、既に述べた規模の経済、情25 

報の非対称性、担保及び保証の問題があり、これらの問題をクリアできる優良

な中小企業でなければ実際には融資を受けることが難しい。下の図はメインバ

ンクから希望融資額を受けられなかった企業の割合を表した図だ。これによる

と、従業員規模が小さい規模ほど、思い通りの融資を受けられなかったことが

わかる。企業規模が小さくなればなるほど融資額は少額で、融資を受ける際の30 
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金利条件が厳しくなるのが一般的だ。今後、中小企業に対して担保や保証に過

度に依存しない融資を拡大していくためには、金融機関に中小企業の技術力や

将来性に関する正確な情報を入手しやすくし、評価する能力を向上させていく

ことが必要である。こうした観点から、地域に密着した金融の推進は、中小企

業が金融機関と密接な取引関係を構築することにより、中小企業に関する正確5 

な情報を入手することができ、中小企業の円滑な資金調達が可能になるであろ

う。  

図 15 メインバンクから希望融資額を受けれなかった企業の割合  

出所 企業金融環境実態調査（2003 年 12 月）により筆者作成  10 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/111019hakusho.pdf  

 

 

2-4 ベンチャー企業の資金調達の現状  

資金調達というと、上で述べた中小企業金融にあるように、銀行からお金を15 

借りる「融資」という手段があるが、融資は利子がつく他、融資期間や担保、

連帯保証人などの問題がある。また、国による助成金、補助金は条件に合わな

いと利用することはできず、もらえる金額には上限がある。ベンチャー企業に

は前述した通りいくつかの成長段階があり、成長段階に応じて資金調達方法も

自ずと変化していく。企業が成長するにつれ、その規模が拡大していくと、当20 

然ながら資金調達額も変化し、成長していくそれぞれの過程で企業は資金調達
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先を適したものにしていかなければならない。これらを踏まえ、以下では、金

融仲介機関、主に銀行を仲介に取引をする「間接金融」と、それ以外の「直接

金融」という区分の上で、ベンチャー企業の資金調達の現状を把握することに

したい。  

まず、企業の成長段階のアーリーステージやミドルステージなどの比較的初5 

期段階では、前述したベンチャーキャピタルなどが主な資金調達先となるが、

それに加えて間接金融の公的機関からの「制度金融」も重要となる。制度金融

は主に日本政策金融公庫や地方自治体が役割を担っている。日本政策金融公庫

の代表的な融資制度は「新規開業資金」という制度が挙げられる。対象は、事

業開始から 5 年以内の起業家であり、融資額は 7200 万円以内、融資期間は設10 

備投資については 15 年以内、運転資金については最大 7 年と設定されている。

また、その中でも特に事業の新規性や成長性が認められた場合などにおいて、

低利での貸付を提供している。企業が制度金融による融資を受けることができ

れば事業化、成長期初期段階における必要資金の獲得が可能となってくるので

ある。しかしこの段階で、資金調達が困難な状況になると、すべての成長段階15 

における資金調達において影響を及ぼすことになるのは間違いない。  

 次に直接金融だが、これはその名の通り、金融機関を介さない資金調達方法

方法であり、借り手は企業、貸し手は投資家である。企業が株式や債券などと

いった有価証券を発行し、貸し手から直接的にお金を借りるシステムである。

貸し手は借り手が債務を返済しない場合のリスクを当然のことながら負うこと20 

になる。成長段階のレイターステージでは銀行からの融資も可能となってくる

ため、通常、銀行の融資には土地、建物等の担保や保証人を必要とする場合が

多く、また担保の設定に伴い融資額には上限があるため、融資の担保となる不

動産保有額が少ない。創業前後のベンチャー企業にとって、多額の銀行融資枠

を確保することは困難であるため、レイターステージにおいて可能になってい25 

く。しかし、レイターステージの成長過程にいる企業でさえ、高い成長可能性

を有するものの、事業が失敗に終わる可能性も持つベンチャー企業にとって銀

行からの借り入れによって資金調達をすることは大きな負担となる。なぜなら、

元本の保全が要求され、さらに金利を支払うための安定した収益を上げること

を要求されるからである。もし、仮に銀行から借り入れを行ったとしても、企30 
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業はリスクの高い新事業よりも確実に収益をあげることができる事業に経営資

源をシフトし、その結果潜在的その企業の成長、拡大する可能性を奪う恐れが

なる。特に、借入金にいわゆる代表者個人保証が付けられている場合は ,事業が

失敗した場合に企業家に大きなコストが発生するため、企業家はリスク回避的

にする可能性が高まると考えられる。  5 

  

 

 

2-5 ベンチャー企業の資金調達の課題  

 我が国におけるベンチャー企業の課題を、資金調達方法ごとにみていく。  10 

 

2-5-1 ベンチャーキャピタル  

ベンチャーキャピタルにおいて挙げられる課題は、総じてベンチャーキャピ

タルによる投資額が少ないことである。そして、その要因は 2 つ挙げられる。 

1 つ目は、個々の投資額が少ないことである。主にベンチャーキャピタルを行15 

っている主体が事業会社や独立系ではなく、金融機関の系列会社であることが

その結果に繋がっていると考えられる。日本には約 140 のベンチャーキャピタ

ルがあるとされるが、そのうちの約 60%が金融機関系によるものであり、独立

系は 10%前後である。それに対し、ベンチャー産業が盛んなアメリカにおいて

は、独立系ベンチャーキャピタルが 80%以上を占め、金融機関系によるものは20 

10%に満たない。ここに見られる構成比の差が、日本とアメリカのベンチャー

産業の大きな相違であることは明らかである。この金融機関系ベンチャーキャ

ピタルには、親会社つまり金融機関からの影響を受けやすく、出向による専門

的人材の異動や、投資指針の誘導などが生じてしまう。そういった傾向がみら

れると、ベンチャーキャピタルといえどもハイリスク・ハイリターンを求めず、25 

消極的な投資を行うことになるのだ。したがって、ベンチャーキャピタルの本

質とも言えるアグレッシブな投資形態という機能を失った金融機関系列ベンチ

ャーキャピタルが多くを占める我が国において、ベンチャーキャピタル投資額

は少なくなってしまうのである。  

2 つ目は、ベンチャーキャピタル投資件数の少なさである。その起因は、厳格30 
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なファンドの認定規模要件により、企業のベンチャー投資促進税制が十分に機

能していなかったことだと考えられる。企業のベンチャー投資促進税制とは、

認定ベンチャーファンドを通じてベンチャー企業へ出資した企業に対して、出

資額の一定割合を上限に損失準備金を積み立て、損金算入することを可能とす

るものである。ベンチャーキャピタル投資の乏しい我が国の現状を打開し、ベ5 

ンチャーキャピタル投資の増加を図るための方策として打たれたこの税制であ

ったが、もちろん条件を満たして対象企業とならなければ適用されない。平成

28 年度までは「投資家からファンドへ出資される金額の合計（出資約束金額）

が、20 億円以上」という要件が組み込まれていて、東京都を除く全国の平均値

を大きく上回る非常に厳しいものだった。平成 28 年度以前に、実際に認定さ10 

れたファンド数が計 9 件であったことから、その要件の厳しさが理解できる。

そのうち NAIC ベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合、マルタスイン

ベストメント 1 号投資事業有限責任組合、みやこ京大イノベーション P 投資事

業有限責任組合の 3 つは 28 年度末に認定され、公表は平成 29 年 4 月 28 日で

あった。平成 28 年度時点では、出資約束金額が 20 億円以上という要件ではベ15 

ンチャーキャピタル件数の増加は見込めないと考えらえた。しかし、平成 29 年

度の法人税に関わる税制改正によって、以下の要件が見直された。  

 

・「ファンドの認定期間を 1 年延長する（平成 30 年 3 月 31 日まで）。」  

・「ファンドが投資家から受ける出資総額を、改正前のおおむね 20 億円以上か20 

ら 10 億円以上へ引き下げる。」  

 

これらの要件緩和によって、税制の対象となり得る幅が広がり、ベンチャーキ

ャピタルによる資金調達の拡大へとつながる可能性もあるのではないだろうか。

さらに、ファンドの認定要件に以下が追加された。  25 

 

・「ファンドの総投資額の 50％以上が地方（東京都以外）を所在地とする新事

業開拓事業者に対するものであり、そのうち 50％以上が事業拡張期の地方を所

在地とする新事業開拓事業者に対するものであること」  

・「ファンドの無限責任組合員が地方で活動する新事業開拓事業者に対する投30 
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資実績並びに地方で活動する投資先企業に対して経営又は技術の指導等（ハン

ズオン支援）を行うために必要な知識及び経験を有していること」  

 

投資額の半分以上を地方のベンチャー企業へ出資することを促すことで、都内

のみに偏らず、地方のベンチャー産業活性化を期待できるかもしれない。  5 

 

2-5-2 エンジェル投資  

我が国では、エンジェル投資による投資額は圧倒的に少ない現状にある。そ

れを示したものが下図であり、アメリカと比較しても投資額、投資件数、投資

家人口などの規模が非常に小さいことがわかる。日本の投資額 9.9 億円に対し10 

て、アメリカでは役 2.3 兆円であり、投資件数に関しては 45 件に対して 67,000

件である。集計年度の相違を無視して考えれば、アメリカの投資額は日本の約

2300 倍、投資件数は約 1500 倍、そして投資家数は 300 倍以上ということにな

る。実際の数値からみることで、日本におけるエンジェル投資規模は、まだま

だ世界水準を大きく下回っているという現状が示される。  15 

 

図 16 エンジェル投資  日米比較  

 日本   アメリカ  (2012) 

投資額  約 9.9 億円  (2011) 約 2.3 兆円   

年間投資額 /件   約 100〜300 万円   約 5,000 万円   

投資件数  45 件 (2011) 67,000 件  

VC 投資額   約 1240 億円   約 2.5 兆円   

エンジェル投資家数  834 人 (2010) 268,000 人  

（出典） エンジェル投資  日米比較 第二回経済財政諮問会議（ 2014）  

より筆者作成  

 20 

このようなエンジェル投資における課題は、前述したエンジェル税制が十分に

機能していないことだと考えられる。その要因としては、エンジェル税制にお

ける優遇措置の対象要件が厳しいことが挙げられる。特に、優遇措置 A におい
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ては「創業から 3 年未満の中小企業」であることや、「営業キャッシュ・フロー

が赤字」「研究者あるいは新事業活動従事者」の割合など、経過年数に応じて細

かな要件が設けられている。  

 

 2-5-3 クラウドファンディング  5 

創業間もないベンチャー企業にとってクラウドファンディングは資金調達の

要となる。多様化するクラウドファンディングの問題として近年取り上げられ

ているのが、詐欺行為である。Web 上で偽りの目的、事業のための出資を募り、

資金が集まっても事業とは関係ない私用目的に利用するなどの詐欺事件が海外

を中心に多発しているのである。そのような事態を避け、クラウドファンディ10 

ングによる資金調達を拡大させていくためには、出資者を保護できるような投

資環境を整備することが必要だと考えられる。日本でも具体的な策は打たれて

いないため、まずはクラウドファンディングに対するマイナスイメージを拭う

ことが先決である。  

 15 

・第 3 章 公的金融のあり方  

 

 3-1 公的金融について  

この章では、中小企業やベンチャー企業の資金調達に大きな役割を果たして

いると考えられる公的金融や制度融資について述べていく。公的金融機関とは20 

公共的な目標達成を目的とした金融機関のことである。これは国が経済発展や

国際協力、産業の育成、国民生活の安定などの一定の政策を実現することを目

的とした機関である。公的金融機関では金利や連帯保証人、融資期間、審査基

準など借り入れ条件が民間の金融機関より借りやすくなっている。  

ではそもそも、なぜ公的金融機関が存在しているのであろうか。それは市場25 

の失敗が原因である。民間企業・民間金融機関の行動を市場メカニズムにゆだ

ねるだけでは、効率的な資源配分が行われない場合が必ず存在する。そのため、

安定的に資金を得ることができない企業等への資金供給のため公的金融機関が

存在していると考えられる。さらに公的金融機関が存在することでこれから新

しい事業を始めようとかまだまだ小さな企業だから融資を受けたいと思ってい30 
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る人たちにもうまく資金が行き渡ることが公的金融機関の存在意義であると考

える。  

 

3-2 公的金融の実態  

 5 

公的金融機関にもいくつかあり、信用保証協会、商工組合中央金庫、日本政

策金融公庫などがある。  

 信用保証協会は中小企業やベンチャー企業が金融機関から資金を調達する際

に、保証人となって融資を受けやすくするような保証人という立場の公的機関

である。全国各地に設置されている。そもそも借り入れの種類は 2 種類あって10 

プロパー融資と信用保証協会の保証付き融資の 2 種類がある。プロパー融資と

は信用保証協会を介さず、銀行から直接借り入れる融資のことである。信用保

証協会の保証付き融資は字のごとく借入の際に保証人を挟んで借入をすること

である。信用保証協会の保証付き融資よりプロパー融資は審査が厳しいため、

中小企業、ベンチャー企業の多くは信用保証協会を介して借り入れをすること15 

が多い。  

 日本政策金融公庫は中小企業や農林水産業者などを支援している。日本政策

金融公庫は 3 つの事業があり国民生活事業、農林水産事業、中小企業事業の 3

つの事業がある。国民生活事業は国民向け業務であり、融資や経営支援サービ

ス、国の教育ローンが主な業務である。融資は食料品店や工務店など地域に密20 

着した企業からベンチャー企業などから新事業のパイオニアになるような手助

けを国民生活事業は行っている。経営支援サービスは経営に役立つアドバイス

やセミナーの開催、創業サポートなどがあり手厚くサポートをしている。  

その他の制度融資としては、都道府県や市町村などの地方自治体の資金を銀行

等の金融機関に預託することによって県等が定めた有利の貸し付け条件で中小25 

企業や個人事業主に融資を受けるためには各地の信用保証協会の保証が必要で

ある。不動産などの担保や信用が乏しい中小企業等の資金調達を円滑にするも

のつまり地方自治体、地元の金融機関、保証協会が組んで実行する公的融資の

制度である。  

  30 
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・第 4 章 望ましい資金調達のあり方  

  

 

4-1 望ましい資金調達のあり方  5 

これまでに様々な資金調達方法を述べてきたがここでも、これまでと同様、「起

業段階」「成長段階」「成熟段階」「衰退段階」の４つに段階別の望ましい資金調

達方法を論じていく。   

 まず「起業段階」には、地域需要創出型企業とグローバル成長型企業の二分

類が有用である。この二分類が基づくのは、事業経営方針として「規模の拡大10 

より、事業の安定継続を優先したい」と回答し、かつ、目指している今後の市

場として、「同一市町村」又は「同一都道府県」と回答している企業を「地域需

要創出型」、事業の経営方針として、「規模を拡大したい」と回答し、かつ、目

指している今後の市場として、「全国」又は「海外」と回答している企業を、「グ

ローバル成長型」とする区分である。地域需要創出型は「対個人消費者向け」15 

の割合が高くなっておりより身近な事業展開になっている。それに対し、グロ

ーバル成長型は三大都市圏の中心市が所在する都道府県内に所在する企業が６

割強になっている。このことにより、地域需要創出型の起業段階の中小企業が

地域経済の重要な担い手になっていることがわかる。次に、「成長段階」は、「高

成長型」、「安定成長型」、「持続成長型」の三つの成長タイプに分類化すること20 

ができる。中小企業基本法の定義の下、起業時から現在の企業規模の変化を見

た。その結果、小規模事業者から小規模事業者、中規模企業から中規模企業又

は小規模事業者といったように、起業時と現在の企業規模を比較して、企業規

模が変わらない又は企業規模が縮小している企業が「持続成長型」である。そ

して、小規模事業者から中規模企業と、起業時に比べて現在の企業規模が拡大25 

している企業が「安定成長型」の企業である。最後に、新興市場に上場した企

業に着目し、上場企業の起業から起業後 5～10 年までの売上高伸び率を算出

し、他の企業の起業段階から現在までの売上高伸び率と比較した。その上で、

さらに、企業規模の変化にかかわらず、売上高伸び率が新興市場上場企業以上

の伸び率がある企業が「高成長型」の企業である。そこで、例えば、起業した30 
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企業の主要業種についてみてみる。図によると、全体として「サービス業」、「医

療，福祉」の業種の割合が高いことが分かる。次に成長タイプ別にみてみると、

高成長型の企業は「情報通信業」、「製造業」、「建設業」といった業種の割合が

ほかの分類の企業に比べて高くなっていて、安定成長型の企業は、「サービス

業」、「医療，福祉」の業種の割合が全体の約 6 割を占めている。最後に、持続5 

成長型の企業は、安定成長型の企業と同じように、「サービス業」、「医療，福祉」

の業種の割合は高いが、そのほかに「卸売業」、「小売業」といった業種の割合

が高くなっていることが分かる。このように成長段階によって、起業家の年齢

分布や主要業種、起業前の就業先での就業期間などさまざまな違いがある。  

図 16 成長分類別に見た主要業種の分類  10 

 

出所 中小企業白書 2017 第 2 部第 1 章 148 頁により筆者作成  

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/chusho/04Hakusyo

_part2_chap1_web.pdf 

「成熟段階」は、事業が安定し、製品や市場が成熟期を迎え、持続的なキャッ15 

シュフローが見込めることから、資金調達を経営課題とする割合は低い。しか

し、売上高の伸び率が鈍化するという特徴があるため、新たな製品・商品・サ

ービスの開発を課題とする企業が多い。国内販売網の拡大や営業力の強化など

の既存事業強化を図ると共に更なる成長のために新事業の検討・導入を図る時
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期でもある。この段階では、基本的に平常運転資金と事業規模維持のための設

備資金が必要となり、新事業への進出や事業多角化、M&A を行う場合には、そ

のための資金が加えて必要となる。  

この段階での望ましい資金調達方法として、銀行からの融資と公的金融機関か

らの融資がある。銀行からの融資はある程度企業が大きく成長していないと資5 

金もなく、信用力もない。銀行から融資を受けるには信用力が必要である。そ

こでリレーションシップバンキングを私たちは提案する。リレーションシップ

バンキングは銀行の担当者との間に信頼関係を築くことで融資を受けることが

できるようになることや、様々な情報を手に入れることで企業の方針を決める

ことができる。リレーションシップバンキングを行うことによって資金調達が10 

スムーズに行われかつ、企業にとって有益な情報が手に入れられ、効率的な資

源配分ができるためリレーションシップバンキングは成熟段階の資金調達方法

で望ましいと我々は考える。  

  さらに公的金融機関からの融資も有効であると考える。公的金融機関はベ

ンチャー企業、中小企業にも融資している機関であり、銀行より審査が通りや15 

すいという利点がある。公的金融機関には計画の認定や信用力を判断する融資

審査も必要である。銀行よりは融資を受けやすいため多く利用しているベンチ

ャー企業、中小企業は非常に多い。経営計画をよりよいものにするため「認定

経営革新等支援機関」というものがある。「認定経営革新等支援機関」とは、中

小企業経営力強化支援法に基づき中小企業庁が認定する、中小企業や小規模事20 

業者に対し専門性の高い支援業務を行う金融機関や税理士等の専門家のことで

ある。中小企業が安心して経営やその他の相談が受けられるように、専門的知

識や実務経験が一定以上のものに対し、認定される。税理士・弁護士・公認会

計士等、様々な専門家がそれぞれの得意分野をもって経営革新等支援機関とし

て認定されており、中小企業に対して支援事業を行っている。相談する機関で25 

あるため経営計画を相談しより良い経営計画で融資判断をしてもらうためにあ

る機関である。  

 この「成熟段階」ではリレーションシップバンキングと公的金融機関からの

融資が有効的な資金調達方法であると考えられる。  

 「衰退段階」では「市場規模の縮小」などの外部要因や「不良債権の発生」、30 
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「過剰な設備投資」、「投資資産の大幅な減損」、「ビジネスモデルが経済環境の

変化に追いつかないこと」などの内的要因から企業は衰退期に突入する。この

段階に突入すると、売上の減少や利益の激減によりキャッシュフローが悪化す

る。これにより、銀行への借入金の返済が滞る可能性を高め、倒産リスクを高

めてしまう。倒産リスクを回避するために、この段階では、「既存の企業価値の5 

維持のための運転資金や設備投資」に加え、「採算の取れない事業からの撤退資

金」、「人員削減のための解雇・退職金などのリストラ資金」が必要となる。こ

の段階での資金調達方法としては、新資金を調達する DIP ファイナンスと借入

金返済のための措置である DDS、DES の 3 つが挙げられる。  

DIP ファイナンスとは、民事再生法等による法的再建を進める中小企業を支援10 

するために、再生計画認可後の中小企業に対して短期・長期の運転資金や設備

資金などを融資する制度であり、倒産リスクを回避するための資金を調達する

手立てと考える。郊外的な信用力の向上により、再建計画のスムーズな履行を

目的とする。金融機関は、通常の融資よりも大きなリスクを負うことになるが、

その分高い収益を期待できる。日本では、DIP ファイナンスへのサポートがな15 

いことや再建中の企業に対する融資という心理的抵抗感、担保の問題などから

商工組合中央金庫と日本政策投資銀行などの政府系金融機関が中心となりこの

ファイナンスを扱ってきた。近年では、緊急経済対策に DIP ファイナンスの円

滑化が追加されたこともあり、日本政策投資銀行を中心に供給が増え、民間金

融機関による DIP ファイナンスも徐々に増えつつある。ＤＩＰファイナンス20 

は、法的な再建手続きに入ってから計画認定が決定するまでの期間融資する「事

業再生緊急支援資金」、計画認定が決定してから再生手続き終了までを融資す

る「事業再生安定化支援資金」、さらに再生事業者から事業承継する事業者に融

資する「事業再生促進支援資金」から成り、いずれも、担保は商業手形や売掛

金など。アメリカではこの融資制度が定着しており、ＤＩＰファイナンスを利25 

用することで、倒産を免れる企業も多いという。アメリカで一九九九年にＤＩ

Ｐファイナンスを申請した非公開企業は百五十六件で、融資総額は五十八億ド

ルに達している。  

 また、倒産リスクを回避するためには、今ある債権に対し何らかの対処を行

う必要がある。その手立てとしては、DES と DDS を提言する。DES とは、「債30 
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務の株式化」であり、借入金などの債権（デッド）を返す必要のない資本（エ

クイティ）と交換する（スワップ）ことである。当該企業が融資元の銀行に対

し株式発行を行い、銀行が当該企業に対し債権を現物出資するという流れであ

る。これにより、銀行が当該企業に対し現物出資した債権と当該企業の銀行へ

の債務が相殺することが可能である。当該企業は借入金が資本になることによ5 

り、「倒産リスクの回避」、「財務体質の改善」を行うことができる。一方で債権

者である銀行は、債権放棄の代わりに株式取得をし、企業再生を期待する。企

業の再生が計画通りに行われ、企業価値が高まれば、配当や株式売却による利

益を得ることができる。  

 DDS とは、既存の債権と「資本的劣後ローン」という返済順位の低い債権と10 

の交換を行うことである。これにより、会計上区分が有利子負債から資本とな

り、資本の割合が増え、「見かけ上」の財務状態が改善される。債権を返済する

ことに変わりはないが、格付けがランクアップされる可能性がある。格付けの

ランクアップにより、借入可能金額や金利に影響を及ぼし、企業に有利な条件

での資金調達が可能になる。  15 

 

 

4-2 実現に向けた提言  

我々はこれまでに中小企業、ベンチャー企業の資金調達のあり方について述べ

てきたが、実現するには効率的かつ利益の出る事業計画が必要であると私たち20 

は考える。「創業からあまり時がたっておらず、新技術や新製品、新事業を背景

に成長、拡大しようとする意欲のある企業」はアメリカのベンチャー企業が集

まっている地域、シリコンバレー流のスタートアップ投資を推進する。スター

トアップ投資を受けるためにシリコンバレーは CXO チームビルディングが必

要である。CXO チームビルディングとは最適な組織づくりのことでビジネスの25 

展開に合わせて最高の結果を作り出すことである。シリコンバレー流のスター

トアップの組織はエグジット（ IPO や M&A）を果たせるまで CXO チームビル

ディング繰り返す。ベンチャー企業投資する投資家は金額の 10 倍以上ものリ

ターンを期待してお金でお金をビジネスであるためベンチャー企業のビジネス

がエグジットしない限り儲からないという考え方である。日本の企業は自社で30 
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発展していき、成長していく方針のため日本とアメリカは少し考え方が違うと

考えられる。スタートアップの組織は 5 段階に分かれている。フェード１は元

同僚や元部下などが集まり将来像を話し合う段階である。フェード２はその将

来像作るために他社の施設を借りて実験するなどして現実化します。フェード

3 はフェード 2 で実験したものを事業化レベルまで作り上げ、投資の対象にす5 

ることである。フェード 4 はベンチャーキャピタルやエンジェル投資家から

500 万円から 2000 万円程度の投資いわゆるシードマネーを受ける段階になる。

フェード 5 はシードマネーの次の段階 3000 万円から 1 億円の融資を受けられ

る段階になる。このフェード１からフェード５の中で CEO（最高経営責任者）

が何度も変わり、この企業の創業者がいなくなることもある。結局能力主義の10 

ところはあるが、この段階を踏んで企業を作り上げることが「創業からあまり

時がたっておらず、新技術や新製品、新事業を背景に成長、拡大しようとする

意欲のある企業」を効率的に成長、投資の対象となる方策であると考える。  

 

 15 

 

おわりに  

これまで論じてきたように、日本の企業は中小企業が多くを占めており、大企

業より企業数は多い。そのため日本の中小企業は日本経済にとって大きな存在

となっている。さらにベンチャー企業も新技術、新製品など大企業、中小企業20 

にも負けないような技術、製品を誇っている。  

しかし中小企業には、なかなか技術、製品を認められないため資金調達の方法

が限られている企業もある。今まで述べてきたように様々な資金調達方法があ

るので、中小企業は企業ごとに「成熟段階」「衰退段階」なのかをしっかりと見

極めその段階にあったリレーションシップバンキングや公的金融機関を利用し25 

た資金調達方法を取り入れるべきだと考える。  

ベンチャー企業はそもそも起業から間もないためなかなか資金を調達すること

は困難である。経営計画、信用力も十分ではないため銀行や公的金融機関の融

資を受けるのは非常に難しい。そこでシリコンバレー流のチームビルディング、

経営計画を取り入れ、しっかり段階を踏み、最先端の方針で資金調達を受ける30 
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べきであると考える。  
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