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はじめに 

 我が国の経済は「失われた 20 年」と言われるデフレからの脱却の兆しが見えてきてい

る。この対応を行ってきたのは日本銀行である。日本銀行は、デフレ脱却を目指して非伝

統的と呼ばれる様々な機器管理的金融施策を実施してきた。その具体的策として「ゼロ金

利施策」（これは短期金利指標であるコールレート金利をゼロにする施策。）、「量的緩和政

策」（市場に流通するお金の量、いわゆるマネーストックを増やす施策。）を行い。2016 年

には、「マイナス金利」に踏み切り、企業、特に中小企業やベンチャー企業の資金調達コス

トが抑えられ、資金調達環境は改善してきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

中小企業 

中小企業は大企業と比較すると資金調達という部分では圧倒的に不利である。中小企

業の資金調達の手段は銀行融資に依存している状況である。だが融資も十分な金額でない

場合や貸し渋りにあうといった可能性もあり資金調達手段を拡充していくことが必要であ

る。 

 

・中小企業の資金調達においた課題 

資金調達をする際に銀行から融資を受ける際、事業実績がなければ融資を受けるのは困難

なものであり、企業は自社が優良な企業をアピールするために財務諸表や事業計画書など

を作成し提出するのだが、規模が小さい企業ほど情報開示日費用の負担が大きくなってし

まうのである。 

 

・中小企業に適した資金調達 

日本政策公庫 

日本政策公庫の融資では創業前でも融資が受けられることや、中小企業経営力強化資金な

どといった融資を受けることができる。その中でも中小企業経営力強化資金では日本政策

公庫の専門家から直接アドバイスをもらい経営力強化に繋げる融資制度であり、これであ

れば最高 7200 万円の融資が受けられるので中小企業には適している。 

 

 

政府による助成金・補助金 

中小企業の創業時には経済産業省、中小企業庁、厚生労働省といった省庁からさまざ

まな助成金や補助金が用意されているのでこれを利用するのは創業時の中小企業にはとて

も適している。だが助成金や補助金には多くの応募が殺到するので公募の場合は採択率が

低く、対象経費の種類も限定されているので確実なものとは言えないのがデメリットであ

る。 

 



 

意見 

中小企業に創業時における資金調達の課題は信用力の欠如であり、その課題をカバー

するためにはあらかじめ自己資金を十分に用意しておくなどといったことが重要である。

または個人で出資を行うエンジェル投資家やクラウドファンディングを通じて、出資者や

支援者を募り、会社の規模が大きくなってきたら、銀行からの融資やベンチャーキャピタ

ルなども利用し、会社の規模に応じた資金調達を見つけていくことが大切である。 

 

ベンチャー企業 

ベンチャー企業は規模や実績、信頼性などの要因から、現状の自分の企業の成長度合

いや売り上げや実績などに応じて手段の向き不向きや資金調達額の相場の違いがあるので

ある。資金調達にも借り入れや出資、融資、補助金・助成金などいくつかの手段はある

が、企業の成長段階やどのような資金調達の手段が向いているのかを正しく把握しておく

必要があるのである。 

 

出資 

ベンチャー企業の資金調達手段に最も向いているのが出資である。出資でもらったお

金については返済の必要がなく、利息もかからないので、資金繰りに悩むことの多い

ベンチャー企業にとって相性の良い資金調達方法といえるのである。また、出資を受

けるということは出資者からの信用をもらえているということでベンチャー企業にと

っては非常に心強いということである。さらに、副次的なメリットとして次の資金調

達が有利になるというのもあり、次の資金調達が金融機関からにしろ、エンジェル投

資家やベンチャーキャピタルからにしろ、一度誰かの信用をもらえば次の資金調達で

も有利に立てるのである。 

 

・出資のデメリット 

メリットが多く見える出資ですが、自社が発行した株式を購入してもらい、出資を

受けるということになるので、出資者が株主として経営に参加することになる。その

ため上手く株式の持分をコントロールしなければ、経営権を失ってしまうかもしれな

いというデメリットは注意しなくてはならない。 

 



 

 

 

 

意見 

ベンチャー企業は新たな企業であり、そのためスピード感が重要で資金調達に時間

をかけてしまうのだけは避けるべきである。本当に資金調達が必要になったとき、確

実に調達できるように資金調達それぞれの特徴を理解しておくべきであり、何よりも

調達した資金を確実に企業の成長に活かせる最適な手段を選択することが重要であ

る。 

 

中小企業 

数千人の従業員がいる大企業であれば会社内に経理部などがあり、その責任者が会社

の資金繰りをしているケースが多いが中小企業はそれほどの従業員がいない。そして中小

企業は通常、銀行から融資を受ける場合、銀行は貸し倒れのリスクを避けるため、実績の

ある法人のみを厳選し融資を実施するため、銀行から直接融資を受けるのはとても厳し

い。だが制度融資を利用すれば信用保証協会が保証人になってくれるため、金融機関から

長期間低金利で融資が受けやすくなるのである。なので中小企業に応じた資金調達の仕方

が必要になってくるのである。 

 

・制度融資 

  制度融資を利用する際に保証人になってくれる信用保証協会では公的に保証人になっ

てくれる組織であり、信用保証料を納めることで信用保証協会が保証人になってくれ

るのである。金融機関でも信用保証協会があれば、貸し倒れのリスクがなくなるため

融資が受けやすくなるのである。 

 

制度融資の流れ 

① 自治体で申し込み、審査の後、あっせん書を受け取る 

          ↓ 

② 金融機関で融資の申し込み 

          ↓ 



 

③ 必要があれば、信用保証協会で保障を付ける。 

          ↓ 

④ 審査 

          ↓ 

⑤ 融資の実施 

といった簡単な流れで制度融資を利用することができ、利息 1.0％未満の低金利で融資が

受けられるので人気の高い日本政策金融金庫の融資制度よりもより良いレートで融資が受

けられるのである。利息は自治体や金融機関によって異なるが、中には自治体が利息の一

部を負担し、信用保証協会の保証料を負担する制度もあり、経営者にとってよい条件で融

資が受けられるのは間違いないので制度融資は中小企業の資金調達に適していると考えた

のである。 

企業の性質に応じた資金調達 

 

ベンチャー企業 

ベンチャー企業の資金調達の種類は豊富であり、方法も全く違うのである。 

① ベンチャーキャピタル 

ベンチャー企業を専門とした投資ファンドであり、クライアントであるベンチャー企

業が株式公開をした際、取得している株式を売却・譲渡することによってキャピタルゲ

インを得ることが目的である。ただ投資を受けられるだけでなく、事業推進のためのコ

ンサルティングを受けられることが最大の魅力である。 

 

 

② エンジェル投資家 

エンジェル投資家は事業を応援してくれる投資家であり、投資額こそベンチャーキ

ャピタルや融資より少額になるが、経営者の熱意や面白いアイディア、ユニークなビジ

ネスプランに積極的に協力してくれる傾向がある。ただ、エンジェル投資家の中には経

営に必要以上に介入する人もいるため経営者との相性によっては経営停滞のリスクも

ある。 

 

③ クラウドファンディング 



 

SNS などメディアの活用で一般人からインターネット経由で資金調達をすることが

でき、会社を認知してもらうきっかけにもなるので、クラウドファンディングの活用は

ベンチャー企業にとって非常に有効である。ただ一般人から資金を募る以上集められ

る資金には限界があり、事業が成功しなければ会社に対するイメージが急降下する恐

れもある。 

 

④ 助成金と補助金 

助成金や補助金は融資と違い返済の必要がないため、資金に苦しいベンチャー企業

でも利用しやすいメリットがあり、最近ではベンチャー企業などの特定分野の企業に

特化した助成金、補助金があるため以前より制度を以前より使いやすいという点もあ

る。 

ただ申請する書類が多く、審査自体が非常に厳しいため、確実性という観点では厳しい

のである。 

 

意見 

どれもベンチャー企業に適した資金調達方法であるが、それぞれにデメリットも存在す

るので企業を今後成長させていくためにも現状を把握し、自分にあった資金調達方法を模

索していくことが重要である。 

 

 

 

 

２ 政策金利（マイナス金利）の導入 

 2016 年には、初めて日銀の当座預金の一部にマイナス金利を導入した。これは、民間の

銀行が日銀に保有している（預けている）当座預金（日銀当座預金）残高の一部に、マイ

ナス 0.1％の金利をつけることである。一定の残高を上回ると、ペナルティとして 0.1％の

金利を払うことになる。つまり、民間の銀行は、企業に融資する方が得となることから、

市場にお金が流れるとともに、企業の設備投資も積極的になり、その結果雇用も生まれ、

経済の活性化が期待された。 

この「マイナス金利」の政策は、日本銀行の当座預金に保有していると 0.1％の金利を



 

支払うことになるので、企業などに積極的にお金を貸した方が得になる。企業側も低金利

で融資を受けることができるので、設備投資が行われ、その結果雇用が生まれ経済が活性

化すると期待されている。我が国の企業の 99.7％を中小企業、ベンチャー企業が占めてお

り、低金利での資金調達が可能になったことで、設備投資や始業の拡大を図るチャンスを

得た形となっている。 

 なお、日本が「マイナス金利」を導入した時、欧州中央銀行、スイス国民銀行、スウェ

ーデン・リスクバンク、デンマーク国立銀行、ハンガリー国立銀行が同じように「マイナ

ス金利」を導入している。欧州中央銀行以外は、いずれも小国であり、金融施策において、

金利よりも為替が意識されやすく、「マイナス金利」の動機も自国通貨の減価であることが

多い。一方、大国である日本銀行や欧州中央銀行は、長期金利の引き下げやポートフォリ

オ・リバンランスの促進が強調されている。 

 

 

２ 中小企業の動向について 

中小企業の景況感は改善傾向にある（図１）。この図１からわかるとおり、中小企業の経

常利益は過去最高水準に達している。また、景況感も改善傾向にある。このような経常利

益の増益に伴い、中小企業の設備投資は、緩やかな増加傾向にある。足下では設備老朽化

等を背景とした維持・更新投資が中心だが、生産性向上につながる前向きな投資をより一

層促進していく必要がある。 

企業規模別の経常利益  図１ 

 

 

 

 

 

 

 

「法人企業統計調査年報」 

 

設備投資の実施率についても、2010 年以降、製造業・非製造業共に緩やかな増加傾向



 

にある（図２）。また、直近ではリーマン・ショック前の水準を上回っており、中小企業

の設備投資に広がりが出てきていることが分かる。 

 

中小企業の設備投資  図２ 

 

財務省「法人企業統計調査季報」 

 

中小企業の設備投資目的  図３ 

内閣府・財務省「法人企業景気予測調査」 (注)2017 年度の上位 5 項

目を抜粋している。 

 

この「マイナス金利」の政策は、低金利での資金調達が可能になったことで、中小企業

やベンチャー企業の資金調達環境は改善されつつも、十分な供給がなされたとはいえない。 

中小企業やベンチャー企業における公的支援（税制措置、補助金、信用保証）について

触れてみたい。 

 

 



 

２ 公的支援について 

公的支援とは、国や地方自治体などといった公的機関が、民間企業や個人に対して支援

をするということである。ここでいう支援とは、財源を投入することによる経済的支援が

多くの場合であるが、雇用や経営や育児や介護などといった事柄に対して助言を行ったり、

人的支援を行ったりということも公的支援に含まれる。また社会や経済に異変が生じるな

どといったことで、企業や個人が運営を行うことが困難になった場合には、政府がその時

期のみに公的支援を必要となった者に対して臨時で行うという政策を実施している場合が

ある。 

創業支援事業者補助金は、国からの認定を受けた市区町村の創業支援事業計画に従って、

市区町村と連携した民間の支援事業者などが行う創業支援に関する取り組みに要する経費

の一部を補助するものである。産業競争力強化法に基づき設けられた補助金で、新たな雇

用の創出を促し、地域経済の活性化を図ることを目的としている。 

 

 

２ 公的支援制度の活用 

公的支援制度には「補助金」と「助成金」の 2 種類ある。 

補助金は、経済産業省が管轄しているものが中心で、補助される金額（3,000～4,000 万）

はとても大きい。特徴は合格率が低いことである。補助金の定義とはいわれると法令上必

ずしも明確でなく、補助金適正化法（後述）も明確な定義を与えていない。補助金、負担

金に類するものとして、給付金、助成金などがあるが、中には実質的に補助金同様の性格

を持つものも少なくなく、それらについては政令指定により補助金適正化法の対象とされ

ている。 

一方、助成金は厚生労働省が管轄している。特徴は、金額は小さい（100～200 万）が、

条件さえ揃っていれば手堅く支給される。このことをまとめると次のようになる(図４)。 

 

 

 

 

 

 



 

図４ 

 

 

 

○補助金 

創業や事業化の段階では政府や公的機関による補助金も重要な資金調達方法である。補

助金は返済しなくても良いため、起業家にとっては非常に魅力的な資金調達手段である。 

例えば、東京都においては公益財団法人東京都中小企業振興公社が都内の創業予定者を

対象とした補助金を交付している。「新製品・新技術開発助成事業（上限 1500 万円）」や

「地域資源活用イノベーション創出助成事業（上限 800 万円）」など補助金を交付してい

る。 

このような補助金は起業家にとっては非常に魅力的な資金調達手段である。しかし、補

助金の使途は限定されており、資金調達額にも上限がある。そのため、補助金だけで後期

段階のベンチャー企業が数億円の資金ニーズを満たすことは困難であるといえる。 

 

 

○税制優遇 

現在、実施されている中小企業・小規模事業者の生産性向上や設備投資を促進する補助

金や税制優遇などの支援策が示されている。特に税制優遇については、企業向けの税の特

例である。この制度は、単に財務上のメリットだけでなく、経営戦略の観点で役立ててい

る企業が多くいるのが特徴である。 



 

     図５      

            図６  

 

 

通常、設備投資のコストは、その設備の耐用年数で割った金額を毎年の利益で回収する

ものだが、投資によって事業の生産性が大幅に向上すれば、当年で回収できることも考え

られる。その場合、設備コストを一度に損金計上（＝即時償却）することで、当期に支払

う税金額が減り、結果、速やかに次のビジネスに投資しやすくなることが予想される（図

６）。１万社近くが活用しているのは、「生産性向上設備投資促進税制」である。これは生

産性向上のための設備投資の際に活用できるものである。工業会または経済産業局が審査

をし、認定されると、投資した設備の即時償却または 5%の税額控除のどちらかを選択する

ことができます。 製造業だけでなく、どんな業種でも活用できるのも特徴のひとつである。 

 

 

○信用補完制度について 

一般に、中小企業は信用力に乏しく、民間金融機関だけで資金繰りを円滑に進めること

は困難である。このため、各地の信用保証協会が、事業者の民間金融機関からの借入れに

対して保証を行い、返済が滞った際には、代わって債務の支払いを実施(代位弁済)してい

る。 

現行の信用補完制度は、次のとおり一般保証とセーフティネット保障の 2 つの保証制度

を柱としている。一般保証では、融資額の 80%を保証し、20%を金融機関が負担(責任共有

制度)する。ただし、小規模事業者や創業者等に対する保証は 100%保証している。また、



 

セーフティネット保証では、自然災害時や構造不況業種を対象に、一般保証とは別枠で融

資額の原則 100%を保証している。 

 

               図７中小企業庁ホームページより 

 

信用補完制度は中小企業の資金繰りを支える重要な制度であり、中小企業がライフステ

ージの様々な局面で必要とする多様な資金需要や、大規模な経済危機、災害等により信用

の収縮が生じた場合における資金需要等に一層対応できるものである。 

また、信用保証への過度な依存が進んでしまうと、金融機関にとっては、事業性評価融

資やその後の期中管理・経営支援への動機が失われるおそれがあるとともに、中小企業に

とっても資金調達が容易になることから、かえって経営改善への意欲が失われるといった

副作用も指摘がされている。このため、中小企業の資金需要に一層きめ細かく対応すると

ともに、信用保証協会と金融機関が連携して中小企業への経営支援を強化することで、中

小企業の経営改善・生産性向上を一層進める仕組みを構築することが必要である。 

 

 

 ●中小企業と金融機関の日常接点 

金融機関と中小企業の日常の接点について詳細に見ていく。企業の売上規模別に見た、

メインバンクの業態である。

「地方銀行・第二地方銀行」を

メインバンクにしている企業

が最も多く、その割合は企業

の売上規模が変化しても大き

く変わっていない。売上規模



 

が大きくなるにつれて、「都市銀行」をメインバンクにしている企業が増えていく一方

で、「信用金庫・信用組合」をメインバンクにしている企業が減少していくことが分か

る。 

次に、メインバンクの業態別に見た、メインバンクの管理職との面識について見て

いく。最も多く「支店長まで面識がある」と回答した企業は、「地方銀行・第二地方銀

行」がメインバンクの企業であり、次いで信用金庫・信用組合をメインバンクにしてい

る企業、都市銀行をメインバンクにしている企業に続く。他方で、政府系金融機関をメ

インバンクにしている企業の約半数は、支店長まで面識がないと回答しており、「担当

者のみ面識がある」と回答した企業が 24.2％と他の業態に比べ最も高くなっている。

また、メインバンクとの面談頻度を見ると、「都市銀行」、「地方銀行・第二地方銀行」、

「信用金庫・信用組合」の順に、面談頻度が増加している。また、政府系金融機関では、

1 か月に 1 度以上面談をしている企業の割合は 4 割を切っている一方で、他の業態で

は 1 か月に 1 度以上面談をしている企業の割合は 5～7 割であり、政府系金融機関との

面談頻度は低いことが分かる。 

金融機関の業態によって面談頻度が異なるのは、金融機関の業態によって店舗数の

差や渉外担当一人当たりの取引先数等に違いがあることが原因として考えられる。都

市銀行や地方銀行、第二地方銀行に比べ、信用金庫、信用組合は規模の小さな企業が多

く、一つの店舗の管轄エリアが狭いことが理由として考えられる。図は、金融機関の業



 

態別に見た店舗数等を見たものである。金融機関の数は信用金庫が 267 で最も多くな

っているが、国内店舗数、職員数は地方銀行がそれぞれ 7,491 店舗、130,818 人と最も

多くなっている。中小企業向け貸出における渉外担当者一人当たりの取引先数、一人

当たりの融資残高を見ると、金融機関の規模が小さくなるにつれ、取引先数が増加す

る一方で、融資残高は減少する傾向にある。ただし、政府系金融機関については、取引

先数、融資残高共に突出して高くなってい

る。これは、民間金融機関においては預金

業務や投資信託・保険商品の取扱い等の融

資業務以外の業務が多分にあるためであ

る一方で、政府系金融機関では融資業務に

特化していることや、融資業務の比率が高いことが要因として考えられる。 

●金融機関がリスクへの備えとして企業に対応を促していること 

金融機関全体の傾向を見ると、「新たな販売先の確保」、「事業を承継する人材の確保」

等、企業が経営課題として挙げている販路の開拓や事業承継について、対応を促して

いる金融機関が多い。金融機関の業態別に傾向を見ると、「外部専門家・機関との連携」

は、信用金庫・信用組合や政府系金融機関で高くなっており、企業の経営課題を自社の

みで解決できない場合、他者との連携を積極的に進めようとする様子がうかがえる。

「為替・金利変動に対するヘッジ」は、都市銀行で高く、これは経済環境や金融環境の

変化によって生じる為替や金利が変動するリスクに対して、都市銀行では金融派生商

品（デリバティブ商品）を進めることで、具体的な解決を提示できることが理由として

考えられる。「保険の活用」は地方銀行・第二地方銀行や都市銀行において高く、これ



 

は地方銀行や都市銀行では店舗網や人員の多さを背景に、自社の系列の保険会社等と

提携し、提案の幅を広げていることが背景にあると考えられる。 

●自論 

昔は日本企業と金融機関（銀行）は、顧客企業との継続的取引・資金貸し出しにおける

主導的役割を持っていたが、今は銀行から離れる企業が多いそうだ。そのため中小企

業に目を向け、目指しているところ今変わらないので面談を増やし信頼関係を築き、

金融機関は業態の特性を活かしていかなければならないと推測する。自らが得意な分

野において、リスクへの備えとしての対応を促していることが重要だと感じる。 

 

１， 企業と証券市場の関係 

●証券会社と証券取引所 

 株を売りたい人・買いたい人は全国にたくさんいて、自分で売買相手を見つけるのは

とてもたいへんである。 

そこで、株を売ったり、買ったりする時、私たちは証券会社を利用する。では、証券会

社はどのようにして売買相手を見つけるのか。 

 例えば、 ｢ トヨタの株を売りたい ｣ というお客さんがいたとする。 この場合、 

｢ トヨタの株を買いたい ｣ という 

お客さんを見つけなければならないが、証券会社も自分のお店のお客さんにそういう人

がいるとは限らない。  

証券会社も自分で売買の相手を見つけるのはたいへんなので、多くの人の売買注文を取

りまとめて、証券取引所に持ちこむ。 

こうして、全国の株の売買注文は証券会社を通じて、証券取引所に集められる。 

証券会社・証券取引所は、企業（ 株式会社 ）が必要とする資金を長期にわたって、安

定的に供給する役割を果たしている。 



 

 

●証券会社の仕事 （日本には約 280 の証券会社がある） 

 ①株の取次を行う。 

証券会社は、コンピュータネットワークを使って各支店から集まった注文を全部、証

券会社へ伝える。証券会社の仕事の中心であり、この時の売買手数料は証券会社の最

大の利益である。 

② 株式会社が新たに発行した株式や債券を会社に代わって、売る。 

③ 証券会社が自分のお金で株の売買をする。 

 

●証券取引所の仕事 

資金を必要とする企業や国が、証券を大量に発行して多額の資金を調達する場とし

て、証券市場は欠かせな 

い。投資家が、証券を買いたい時に買え、売りたい時に売れるようにするため、証券

市場はある。 

公正な取引によって市場で形成される証券の価格を広い範囲に伝えたり、経済のグロ

ーバル化とともに、国境を 

超えた証券市場を提供するというのも、証券取引所の重要な役割である 

 

① 有価証券などの売買 

② 有価証券などの上場と管理 

③ 売買の監理 

④ 情報の開示 

である。 

 

●株式市場の種類 

この株式を売ったり買ったりできるところが株式市場。株式市場とは概念的なもの

で、株式の取引が行われる「発行市場」と「流通市場」の総称。発行市場では企業と

投資家が株の取引をし、流通市場では投資家同士が既に発行された株の取引する。 



 

企業が株式市場に上場するためには、それぞれの証券取引所が定める一定の審査基準

をクリアする必要がある。そして、基準の厳しさにより、その中で上場できる市場が

異ななる。厳しい基準が設けられている市場ほど、活発な取引が行われる。一度どこ

かに上場しても、後から新たに審査を受け直すことで市場を変更することができる。 

ちなみに、株式会社であるために必ずしも上場企業である必要はない。むしろ、株式

会社のうち上場している企業はごく一部。例として東京証券取引所をあげる。東京証

券取引所は国内最大の金融商品取引所。 

１． 一部 

主に大企業が上場する市場。上場審査基準が厳しいため、どの企業でも一部上場

できるわけではない。新規上場する企業はまず下の二部への上場を目指す。 

２． 二部 

中堅企業が上場する市場とされている。一部に比べると審査基準は厳しくないた

め、企業は普通、まずこちらに上場してから段階的に一部への上場を目指す。 

３． マザーズ  

新興市場といって、ベンチャー企業などが上場する市場。審査基準は一部や二部

とは少し違い、その会社の「成長の可能性」が見られる。上場している企業の性

質上、株式の値動きが激しい市場。 

 

●上場する利点と非上場の利点 

 上場企業には信用がある。厳しい審査を通って上場した企業は知名度が高くなり、

世間からの信用を得ることができる。特に審査基準が厳しい一部に上場しているとな

れば、一般的に安定した大企業であると考えることができる。企業に信用があること

は様々な場面でプラスに影響します。優秀な人材も集まりやすくなることや、ビジネ

ス的な取引も円滑に進めやすくなる。逆に、非上場企業は情報開示の手間がない・情

報株主の要望を気にしなくてもいい・情報上場のための手間、コストをかけなくてい

いなどもある。上場してないからといって、儲かっていないとは限らない。 

 

●自論 



 

会社と取引所は、株で会社の質を上げ、上場企業がいい会社というイメージが強いし

周りもそう思いがちである。しかし会社の信頼も大事だが会社によって株が必要か必

要でないかは異なる。なので企業と証券市場の関係は企業によってうまく活用し、世

間で一部上場企業といいように言葉を使っているが、必ずしもそれがいい会社で成長

しているとは限らない。私たちは言葉だけでなく、それをちゃんと見極めることがと

ても重要と感じる。 

 
 

 

 

融資のメリット 

① 融資をしても資金の貸し手が株主になるわけではないので、経営権を握られない 

② 財務内容や業績に問題なければ銀行からの融資は難なく受けられる 

③ 銀行との関係を築き、よい経営実績を作ることができれば、多くの融資を受けられるよ

うになる 

 

① 融資をしても資金の貸し手が株主になるわけではないので、経営権を握られない 

融資は融資を実行した銀行が株主になるわけではないので、経営権を握られること

も、経営に口を出されることも少ない。 

② 財務内容や業績に問題なければ銀行からの融資は難なく受けられる 

融資には審査があるが決算表や試算表からわかる財務内容に問題なければ、融資を

受けられる可能性は高い。 

③ 銀行との関係を築き、よい経営実績を作ることができれば、多くの融資を受けられるよ

うになる 

銀行が融資を行って、返済を行っていければ銀行からみたその企業への信頼は高ま

る。 

 

融資のデメリット 

① 返済する義務がある 

② 会社の将来性よりも、過去の経営実績が重要となる 

③ 代表者の過去によっては融資を受けることが困難となる 



 

④ 代表者は連帯保証人となり、返済できなければ個人で返済しなければならない 

 

① 返済する義務がある 

融資のデメリットの第一は、返済が伴うこと。 

② 会社の将来性よりも、過去の経営実績が重要となる 

銀行が融資を行うかどうかの審査は、企業の返済能力を第一にみられることが、デメリ

ットとなる。 

③ 代表者の過去によっては融資を受けることが困難となる 

代表者の中には、過去に別の会社の経営を行って失敗し、銀行に貸倒れを出してしまっ

た者もいる。そのような人が再起を図ろうと新たに別の会社を立ち上げても、銀行は過去

の貸倒れを大目には見てくれない。 

④ 代表者は連帯保証人となり、返済できなければ個人で返済しなければならない 

連帯保証人になるということは、もし会社が融資の返済をできなくなった場合は、銀行

に代表者個人が代わりに返済しなければならない。 

 

出資のメリット 

① 返済する義務がない 

② 過去の経営実績よりも会社の将来性を出資者は見てくれる 

③ 代表者個人が出資金の連帯保証人になることはない 

 

① 返済する義務がない 

出資の一番のメリットは、返済する義務がない、ということだ。 

② 過去の経営実績よりも会社の将来性を出資者は見てくれる 

大きく成長する期待がもてる事業のネタを持っている、もしくは事業拡大に動き出して

いる企業にはあっている。 

③ 代表者個人が出資金の連帯保証人になることはない 

代表者個人のリスクは融資に比べて小さくなり、そのため代表者は会社を大きくするた

めの事業に打ち込みやすくなる。 

 

出資のデメリット 



 

① 出資したら株主になるため経営権を握られるか、握られなくても経営に口出しされる 

② 出資者を探すのが難しい 

 

① 出資したら株主になるため経営権を握られるか、握られなくても経営に口出しされる 

一番のデメリットは経営権の面だ。出資は出資者に株主になってもらうことだ。出資に

よりその出資者の持ち株が５０％を超えたら、その出資者に経営権を握られる。５０％を

超えなくても、株主になるということは経営に口出しをされるということだ。 

 

② 出資者を探すのが難しい 

出資者の代表格と言えばベンチャーキャピタルだが、ベンチャーキャピタルの人と知り合

うことがそもそも難しい。このようなことから、ベンチャーキャピタルを諦め、豊富に資

金を持っている会社や知人に、出資を頼む経営者が多いのが実情だ。 

 

意見 

 中小企業の資金調達は銀行からの融資が一般的だが、銀行からの融資が受けれなかった

り、事業が成長して利益化するまでは赤字続きのような会社であれば、融資よりも出資を

考えた方がいいかもしれない。ただ、出資のデメリットである経営権の問題についてはし

っかりと考えるべきだ。 

資金提供者のタイプによる違い 

 

① ノンバンク 

ノンバンクは、銀行・政府系金融機関と比べると、金利が高く、融資を受けられる総額

が低くなる。また、ノンバンクから借りることによって企業の信用が落ちるので、銀行を

優先したほうがよい。 

 

② 知人からの調達 

資金調達には、知人からの調達もあるが知人が会社の事業に投資したいというような積

極的な理由がなければ知人からの資金調達は最終手段と考えた方がよい。 

銀行やノンバンクは、事業として融資業務を行っているため、ある程度の貸倒れは見込

んでいるが知人の場合は自身の貯金を貸してくれるため、もし返せなくなったらその知人



 

は大きな痛手を被ることになり多大な迷惑をかけてしまう。 

 

③ 資産売却 

資産売却は、持っている資産を、資金調達と引き換えに、外に流出させること。 

無駄に保有している資産を売却するならまだしも、そうでなければ、資産売却は通常は

資金調達の方法として考えるものとは言えず、銀行や政府系金融機関から融資が受けられ

ない時にやむをえずとる手段として考える。 

 

④ プロパー融資 

プロパー融資には、ノンバンク保証付融資・信用保証協会保証付融資などと異なり金額

の上限がない。その分審査を通るのが難しくなっている。業績や財務内容が悪化するなど

で審査を通すことが難しくなり、プロパー融資が受けられなくなった時にノンバンク保証

付融資・信用保証協会保証付融資を考えたい。 

 

⑤ 政府系金融機関 

政府系金融機関は、民間金融機関である銀行を補完する位置づけである。また融資審査

は政府系金融機関に比べてプロパー融資の方が厳しく、銀行のプロパー融資が可能ならそ

れで融資を受けるとよい。 

銀行のプロパー融資が受けられない時に、政府系金融機関や信用保証協会保証付融資な

どでの融資を考える。政府系金融機関にも、融資金額の上限がある。 

 

⑥ 銀行のノンバンク保証付融資 

銀行のノンバンク保証付融資は、銀行の融資にノンバンクが保証会社としてついてくれ

るものをいう。 

最近はこの形の融資も増えてきたが、銀行からの融資は、依然、プロパー融資と信用保

証協会保証付融資が主流である。 

信用保証協会保証付融資で借りられるならノンバンク保証付融資を使う必要はない。 

ただ、信用保証協会保証付融資には金額の上限があり、その借入枠を補完するものとし

てノンバンク保証付融資を考えたい。 

またノンバンク保証付融資は、そのノンバンクが、融資を受けようとする会社の代表者



 

の個人信用情報を見るため、信用情報に傷のある代表者の場合、ノンバンクの保証審査が

通らず融資が受けられず、融資を申し込んだ銀行に、ノンバンクの保証審査が通らなかっ

た理由を探られるのも嫌な点だ。 

 

⑦ ベンチャーキャピタル、個人投資家などからの出資 

返済する義務はないが経営権の問題に気をつけねばならない。そもそも出資者を探す 

が難しい。 

 

まとめ 

融資の優先順位 

① 銀行でのプロパー融資：（信用保証協会やノンバンクの保証がついてない融資） 

↓①ができない場合、もしくは資金金額が不足する場合 

 

② 銀行での信用保証協会保証付融資、もしくは政府系金融機関での融資 

↓②ができない場合、もしくは資金金額が不足する場合 

 

③ 銀行でのノンバンク保証付融資 

↓③ができない場合、もしくは資金金額が不足する場合 

 

④ ノンバンクからの融資、もしくは資産売却 

↓④ができない場合、もしくは資金金額が不足する場合 

 

⑤ 知人からの資金調達 

 

意見 

 資金提供者には様々なタイプがあり、融資や出資を受ける側も様々だ。なので自分にあ

った資金提供者を選ぶのが大事だ。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

クラウドファンディングとは 

本来企業などの一般的な資金調達は、銀行に担保をかけ、融資してもらい、企業・ＶＣ・

個人投資家などには出資依頼、株式発行をして、出資してもらう。しかしクラウドファ

ンディングは、アイディアやプロジェクトをもつ起案者が、専用のインターネットサイ

トを通じて、世の中に呼びかけ共感した人から広く資金を集める方法である。近年イン

ターネット決済が浸透しており、世界で数多くのクラウドファンディングサイトが生

まれている。日本では、2011 年の東日本大震災をきっかけに被災地復興事業の資金調

達という形で広まった。 

クラウドファンディングの名前 

クラウドファンディング（crowdfunding）という言葉は、crowd（群衆、大衆）と funding

（資金調達）を組み合わせた造語です。 

一人ひとりは 1000 円などの少額からでも、多くの人からお金を出してもらうことで、

必要な資金（ファンド）にするという意味から作られた新しい言葉です。 

クラウドファンディングの歴史 

クラウドファンディングという言葉自体は比較的新しいですが、不特定多数の人々から資

金を募り、何かを実現させるという手法自体は古くから存在していましたがインターネッ

トの普及に伴い 2000 年代に米国で先駆的なウェブサイトが続々と開設され、市場が拡大

してきました。代表的なサービスに Indiegogo、Kickstarter 等があり、特にアメリカやイ

ギリスではクラウドファンディングは資金集めの方法として一般的なものになりつつあり

ます。日本では、2011 年 3 月 Readyfor のサービス開始から、現在まで複数のサービスが

開設され、急速に広まっている。現在国内 No.１の規模の Readyfor が集めた支援総額は、 

2011 年 1 千万円だったものが 2016 年では 30 億円以上となっている。インターネット決済

が浸透し、世界で数多くのクラウドファンディングサイトが生まれている。日本では、2011



 

年の東日本大震災をきっかけに、被災地復興事業の資金調達という形で一気に広まった。 

実は、クラウドファンディングの考え方や仕組みは、日本でも昔から存在していた。例え

ば寺などの改修工事。鎌倉幕府ができる直前の 1180 年、焼き討ちで焼失した東大寺と大仏

の修復・再建のため、再興事業を指揮した重源は、全国各地を回り信者や有志から少額の

寄付を集め、修復・再建を実現した。この頃から、寺院や仏像などの新造・修復・再建の

ため庶民から広く寄付を求める「勧進」が広がった。修繕が終わると、寄付者の名前が寺

に記されることもあった。 

クラウドファンディングの 4 つのタイプ 

① 「寄付型」集めた全資金を寄付し、リターンは無い 

お金を出しても見返りを求めないのが「寄附型」です。災害の復興支援、海外の難民救

済などに多く利用される。 

② 「投資型」プロジェクトの配当金としてリターンを受け取る 

プロジェクトが成功したら、配当などの金銭的リターンが支払われるのが「投資型」で

す。資金調達の仕方によって「ファンド型」「株式型」に分かれ、金融商品のひとつとして

増えてきている。 

投資型は、想定通りの売り上げが出れば利益が還元されるが、事業内容などを見て、その

企業やプロジェクトの将来性を出資者自身が判断することになる。 

株式も一般的な上場株ではない非上場株ですので売却は容易では決してない。 

高い金融知力が必要であり、ハイリスク・ハイリターンとなる。 

③ 「融資型」資金を貸した利子としてリターンを受け取る 

集まった資金を、個人や企業に貸付けるのが「融資型」である。 

投資先の信用度や担保や事業内容などによりリスクの大きさが分類される。 

利子は年率 5％程度を受け取れるようなものも多く、低金利が続く中で資金流入も増えて

います。ただ、貸付先が、本当に信頼できるのか見極めるのはお金を出す本人だ。 

高い金融知力が必要な高度な投資といえる。 

④ 「購入型」支援したお礼として物や権利など特典を受け取る 

出資した金額に応じて、商品やサービスなどの特典を受け取るのが「購入型」である。 

融資のように資金を返済する必要はない。 

企業にとっては、商品を知ってもらえ PR 効果もあるところが魅力である。 



 

クラウドファンディングのメリット・デメリット 

メリット 

プロジェクト起案者の場合 

クラウドファンディングの仲介サイトは、申し込みに特別な条件をつけていないことが多

く、無料で申し込め、手数料も集まった資金のみに発生する。 

そのため、事業経験や手元資金がない状態でも支援を呼びかけることができ、資金調達や

プロジェクトの遂行がスムーズに行える。 

②支援者との交流でニーズを把握しやすくなる。 

起案者はプロジェクトにかける思いを語り、支援者は応援メッセージを送ったり質問を送

ったりと、双方向のコミュニケーションを取ることができる。 

支援者にはどんな層が多いのかなど、早い段階でニーズを把握でき、プロジェクトに活か

すこともできる。 

資金を援助する人の場合 

今後の成長が見込めるプロジェクトに対して気軽に融資や投資などができる。 

「世の中を良くしたい」「斬新なアイディアや夢を実現させてあげたい」こんな思いは誰で

も多少なりとも持っているはずである。 

クラウドファンディングなら、一人一人は 1000 円などの少額から気軽に、希望あるプロジ

ェクトに投資や融資ができる。 

購入型であれば物やサービスなど支援額に応じた様々な特典が受けられる。 

リターンは魅力的な方がいいに決まっている。 

でもそれはお金とは限らず、他にはない、特別なものであるほど嬉しいもののほうがいい。 

「購入型」のリターン内容は「完成した商品の見本品」「映画のエンドロールに名前が載る」

など多岐に渡りお金では得られない幸福もある。 

デメリット 

プロジェクト起案者の場合 

① 資金調達が完了したら必ずプロジェクトを実行しなければならない 

資金調達後は速やかにプロジェクトを実行しなければならない。 

夢を語り資金調達はできたのに、実際に計画通りに進まない、物が作れない。 

こんなことにならないためにも、起案者は、資金調達後のプロジェクトの実行計画も綿密

に立てておくことが必要である。 



 

② プロジェクトにもしもの事が起これば全て責任を負わなければならない 

資金を集めても、プロジェクトに何かあった場合は、起案者自身が全ての責任を負うこと

になります。スケジュールの遅れ、商品がイメージと違うなど、様々な要因が想定できる。 

もしもの事態に備えた十分な準備が必要である。 

また、支援者とのコミュニケーションをしっかりとっておくことで、大きなトラブルにな

らずにすむかもしれません。最も重要なのは支援者との信頼関係である。 

資金を援助する人の場合 

① 起案者の計画ミスによりリターンが受け取れない場合がある。 

プロジェクトが失敗、実行できないなどの可能性もゼロではない。 

その場合、リターン（特典）は受け取れず、出資したお金も戻らないというデメリットが

あります。「プロジェクトを実現するための明確な計画」があるか、しっかり確認しておく

ことが大切である。 

また、投資型の場合は担保や保証が付いているものを選ぶことも対策になる。 

② 支援者を守るルールが未だできていない 

クラウドファンディングは新しい資金調達方法ですので、ルールが未確定でリスクが多い

ことも事実だ。 

しかし、支援者が安心してお金を出せる環境も整い始めた。 

例えば、東京海上日動火災保険は 2017 年 2 月、クラウドファンディングのリスクを補償

する保険を国内で初めて発売した。 

仲介サイトの運営会社がこの保険に入っていれば、出資者は、お金を募る事業者が破たん

したときに 8 割程度を返金してもらえるそうだ。 

クラウドファンディング事例 

社会貢献 

規模 200～500 

国際協力 

ネパールの女性に笑顔の仕事を！ 

家族を支えるリップバーム作り 

支援総額：2,748,000 円 

ネパールの山奥で過酷な環境に置かれている女性たちが営む石けん工房で、自然素材のリ

ップバームを開発し、存続の危機にある工房を立て直すためのプロジェクト。リターンに



 

は村民の感謝状やリップバームが贈られた。 

社会貢献 

規模 100～200 

医療・福祉 

広島県忠海で地域に根ざした 

訪問看護ステーションを開設したい！ 

支援総額： 

1,405,000 円 

既に高齢化率が 40%を超える場所もある広島県竹原市忠海地区。家族だけでは支えきれな

い在宅療養者を地域みんなで支えていける場を作るべく支援を募った。そして、2016 年 7

月、無事に地区初となる訪問看護ステーション開設を迎えた。 

ビジネス 

規模 30～50 

飲食店開業 

白神山地の麓、藤里町の旧町営温泉保養所を 

<温泉カフェに改修>！ 

支援総額： 

345,000 円 

秋田県藤里町の湯の沢温泉郷に、旧町営温泉保養所がある。その場所を、秋田市内でカフ

ェを経営していた夫婦が改修し、念願の温泉カフェを開業するための資金を集めた。 

ビジネス 

規模 50～100 

食べ物 

鹿児島の美味しいお肉で、 

日本中に鹿児島のファンを増やしたい！ 

支援総額： 

738,000 円 

「鹿児島の美味しいお肉を、日本中の人に届けたい！鹿児島のファンをもっともっと増や

したい！」その思いを胸に、寺師兄妹がネットストアを開店すべくクラウドファンディン

グを行い、100 名以上の方に鹿児島の美味しいお肉を届けた。 



 

ビジネス 

規模 200～500 

地域活性化・コミュニティ 

那須の地産食材が楽しめるゲストハウス！ 

一口オーナー募集中！ 

支援総額：3,472,000 円 

東北と那須高原の玄関口である黒磯商店街にあるマルシェと飲食のお店「チャウス」に、

新たにゲストハウスを作るプロジェクト。リターンに宿泊券やディナー券を付けることで、

オープン前に地域内外からの顧客を集めることにも成功した。 

個人の夢 

規模 100～200 

音楽・パフォーマンス 

音楽の力を世界に！ 

米国大学院でピアニストとしての腕を磨きたい 

支援総額：1,324,000 円 

８年間アメリカでピアノ留学を続けてきた齋藤さん。資金不足で休学を余儀なくされてい

たが、熱い思いが多くの人の心を動かし、予想を超える支援を集めた。多くのファンに支

えられながら、彼女は今、アメリカで、夢への一歩を踏み出している。 

個人の夢 

規模 50～100 

本・コミック 

世界初？スノボ絵本 

「すべろう！スノボおじさん」を出版したい！ 

支援総額：705,000 円 

大自然の雪山で楽しむスノーボードを子供たちへ紹介し、自分自身を成長させてくれたス

ノーボードの世界へ、少しでも恩返しをすべく、世界初となるスノーボードを題材とした

絵本の制作費調達を実施。100%を超える資金を集めた 

社会貢献度の高いものから個人的なものまで、 

プロジェクトの内容、動機、目的は幅広く実施されています。 

まとめ 



 

現代の情報釈社会において、資金調達の方法の一つにクラウドファンディングは上げら

れる。インターネット決済を利用して周りからの共感した人から資金を集めて自分のかな

えたい目標に共感してもらうことで、実現をする。さらに自分の夢を叶うために募集を行

ってもいいが、社会貢献や、ビジネスにも役だてている。しかし、注意しなくてはならな

いこともたくさんあり、例えば当事者は、自分のプログラムに最新の注意を払わないとい

けず、さらに目標額の設定や、支援者のニーズに合ったものにしなければならない。さら

に広告も行い、一回や二回だけでは、周知されないため、何度もやることが大事になる。

支援者は第一の消費者ととらえたほうがいいと私は考える。バランスが大事だと思う。 

 

 

中小企業の信用補完制度について 

信用補完制度の概要 

一つ目に信用力に乏しい中小企業が民間金融機関から借入を行う際に、信用保証協会が保

証を行うことにより、その信用力を補完（中小企業からの返済が滞った場合に代位弁済）

し、資金繰りを円滑化するもの。 二つ目に信用保証協会は、日本政策金融公庫と保険契

約を結ぶことにより信用保証リスクの概ね８割をカバーしている。 三つ目に他方、公庫

との保険関係がなく信用保証協会が保証をする場合もある。 

 

信用補完制度の役割 

 

○信用補完制度は、これまでも、中小企業の資金調達の円滑化のために重要な役 

割を果たしてきており、次第にその重要性も増している。 

○また、例えば、平成１０年からの金融危機では、特例措置として緊急避難的に金融 

安定化特別保証を講じて対応（当該措置は、既に廃止）、中小企業の資金調達の 

円滑化に大きく貢献。 

保証承諾件数：約１７２万件融資実行金額：約２８兆９千億円 

（制度創設から取扱終了の平成１3年3月末まで） 

○取引先企業の倒産、地震・台風等の災害、取引金融機関の破綻等の影響により 

事業活動に著しい支障が生じた中小企業に対しては、セーフティネット保証を 



 

発動し、資金調達の下支えを行っているところ。 

保証承諾件数：約４３万８千件融資実行金額：約７兆円 

 

信用補完制度とは中小企業者等、金融機関、信用保証協会の三者から成り立つ「信用保証

制度」と信用保証協会が日本政策金融公庫に対して再保険を行う「信用保険制度」の総称

である。 

信用保証協会は、地方公共団体、金融機関等から出えん金や負担金を受けることにより、

信用保証業務に伴うリスクに対する資金的な裏付けを行い、信用保険制度により、代位弁

済に伴う負担が軽減される。これらにより信用保証協会は、さらに広範な中小企業者等の

金融を円滑にすることができるようになる。このように「信用保証制度」と「信用保険制

度」は有機的に結合し、中小企業金融の円滑化を支援している。 

 

 

信用保証 

信用保証とは、「信用保証制度」は信用保証協会が金融機関に対して中小企業の債務を保

証する「信用保証」と、これを国の出資による日本政策金融公庫が再保険する「信用保 

険」が連結した制度です。そして、この一体化した仕組みを「信用補完制度」と呼んでい

る。 

信用保証協会は、信用保証協会法（昭和28年8月10日法律第196号）に基づき、中小企

業・小規模事業者の金融円滑化のために設立された公的機関。 

事業を営んでいる方が金融機関から事業資金を調達される際、信用保証協会は「信用保

証」を通じて、資金調達をサポートする。 

47都道府県と4市（横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市）にあり、各地域に密着した業務

を行っている。 

 

 



 

 

 

 

信用保証制度（１）仕組み（２）流れ↓ 

信用保証制度は、基本的に中小企業・小規模事業者の方、金融機関、信用保証協会の三者

が当事者であり、図示すると以下のようになる。↓ 

 

 

 

信用保証制度を支える仕組み 

(1) (2)  
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責任共有制度は、信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図ることにより、両者

が連携して、中小企業・小規模事業者の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行およ

びその後における経営支援や再生支援といった中小企業・小規模事業者に対する適切

な支援を行うことを目的としている。 

責任共有制度には「部分保証方式」と「負担金方式」の２つの方式があり、そのいず

れかの方式を各金融機関が選択することとなっている。部分保証方式は、個別貸付金

の 80％（一部の保証を除く）を信用保証協会が保証し、負担金方式は、保証時点で

は 100％保証だが、代位弁済状況等に応じて、金融機関は信用保証協会に対し負担金

を支払うことにより、部分保証と同等の負担を負うこととなっている。なお、中小企

業特定社債保証制度、流動資産担保

融資保証制度は、金融機関の選択方

式に係わらず部分保証となってい

る。原則すべての保証が責任共有制

度の対象となるが、一部例外的に除

外される制度がある。具体的には、次の保証制度が責任共有制度の対象外となってい

る。1）経営安定関連保証（セーフティネット保証）1 号～4 号、6 号 2）危機関連保

証 3）災害関係保証 4）創業関連保証（再挑戦支援保証を含む）、創業等関連保証 5）

特別小口保険に係る保証 6）事業再生保証 7）小口零細企業保証 8）求償権消滅保証

9）中堅企業特別保証 10)東日本大震災復興緊急保証 11)経営力強化保証制度 12)事業
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再生計画実施関連保証制度 

中小企業による税制優遇 

現在、実施されている中小企業の生産向上や設備投資を促進する補助金や税制優遇などの

支援策のなかで、主に中小企業等経営強化法、IT導入補助金がある。そのほかにも中小企

業に対する支援策があった。中小企業投資促進税制は期間が平成31年３月３１日まで延長

され、特別償却(30％)または特別控除(7％)の優遇措置がとられている。また、中小企業

経営強化税制は即時償却または取得価格の10％の税額控除の措置がとられている。2018年

4月現在、活用できる制度は、 中小企業投資促進税制 と中小企業経営強化税制の二つに

なる。中小企業等経営強化法の具体的な活用ポイントは2点あり、中小企業経営力強化税

制による税制優遇と金融支援になる。税制優遇では生産性を高めるための設備を取得し

た場合、固定資産税が3年間半分に軽減されるのと中小企業経営強化税制による即時償却

または取得価格の10％税額控除の優遇が受けられる。金融支援では政府金融機関の低利融

資、民間金融機関の融資に対する通常とは別枠での信用保証、債務保証等の資金調達に関

する支援などを受けることができる。経営力向上計画の策定・認定（商品やサービスを開

発し新たな販路拡大による収益向上によって経営力向上）そして商工中金による低利融資

を受けやすくなる。補助金等の採択（審査）時に加点要素となり、例として３次元設計デ

ータの作成及び重機との連動を可能とするソフトウェアを補助金で導入し、これは経営力

向上計画の策定・認定（ＩＣＴ対応のソフトウェアを導入しＩ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏ

ｎの推進による生産性の向上をもって経営力向上）→経済産業省所管の補助金制度（今年

度終了・次年度未定）「サービス等生産性向上ＩＴ導入支援事業補助金」における審査時

の加点要素になる。→サービス・ソフトウェア導入費に対し、１／２以内で上限５０万円

になる。もうひとつの例が、ウェアラブル端末を利用し、遠隔地の熟練工のスキルを若手

社員に技術継承で経営力向上計画の策定・認定（ウェアラブル端末を活用し、技能者育成

による社員一人あたりの生産性向上をもって経営力向上）→経済産業省所管の補助金制度

（今年度終了・次年度未定）「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」におけ

る審査時の加点要素になる。そして→機械装置導入費等に対し、２／３以内で上1,000万

円又は500万円になる。 

「補助金」サービス等生産性向上 



 

生産性向上にはIT投資が有効だが、資金面・ITリテラシー不足などにより浸透が(遅れて

いるとされている。しかし近年の技術進歩によりさまざまな業種における利用ポテンシャ

ルが高まっている。(財務会計・飲食・小売)こうしたIT導入支援にあたり単なる導入支援

だけでなくIT投資を加速させ、国の生産性向上を濃く敵とされている。 

 

 

最後に 

 以上のことから、中小企業やベンチャー企業特有の問題を解決するための、独自の資金

調達方法があることが、論文を作成していく上で理解できた。これを踏まえ、さまざまな

企業に目を向けていきたい。 
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