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序章  

 1990 年代のバブル崩壊から、さらにサブプライムローン問題をきっかけに世

界金融危機が発生し、それによって起きた世界同時不況の２つにより、日本は

「失われた 20 年」という長期の経済停滞に陥った。しかしマイナス金利政策

をはじめとするアベノミクスや、2020 年の東京オリンピックに向けたインフラ5 

整備の需要や外国人観光客の増加により、近年、日本経済は緩やかな回復傾向

にある。そこで、これからさらに日本が経済成長を行うために必要なのは、日

本の全企業の 99.7％をも占め常時雇用者の 69.4%が働く中小企業や成長性のあ

るベンチャー企業のさらなる発展である。  

 中小企業は地域の伝統や生活に関係する産業にもかかわる企業も多く、地域10 

の文化や生活や伝統の継承にも貢献している。また、地域に根差している事業

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

な企業も多い。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、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、既存産業15 

に対して大きなリスクをもって事業に挑戦することから、既存産業には生み出

せ得ない技術・ビジネスモデルの大きな変化・革新を生み出す可能性を持って

いる。さらに、新しい技術や新しいビジネスモデルに基づくベンチャー企業は

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。  20 

 しかしながら、日本経済や地域経済にとって重要な役割を担っている中小企

業・ベンチャー企業もさまざまな問題を抱えている。その中で最も大きな課題

は中小企業・ベンチャー企業の「資金調達」である。事業を行う際に運用資金

や設備資金を調達せずには新しい事業やサービスを世に送り出すことはできな

い。しかし、中小企業・ベンチャー企業は大企業に比べ、経済の規模性、担保25 

の問題、情報の非対称性により信用力が低い事や実績が乏しく将来性が不明確

なため、「資金調達」が困難となることがある。そのため、十分な資金調達が行

えず成長ができない中小企業やベンチャー企業は数多く存在する。  

さらに、近年問題になっているのが、後継者問題である。現在の日本は少子

高齢化やグローバル化による海外移住によって労働人口が減少しているのが現30 
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状である。それに伴い、さまざまな産業において後継者がいないという問題が

生じている。この二つの課題を解決するためには、人材の確保という観点から

も、資金調達手段の拡張やその環境整備が必要になってくる。  

 本稿では、第１章、第２章で中小企業・ベンチャー企業のそれぞれの資金調

達の現状・課題、第３章で公的支援の現状・課題について触れ、中小企業・ベ5 

ンチャー企業の資金調達の実現に向けての提言を述べることにしたい。この提

言の実現により、それぞれの企業の成長や日本経済の成長が見込まれることを

期待したい。  
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第１章 中小企業の資金調達の現状  

 

図１、 中小企業資金調達状況体系図  

 

 15 

 出典 中小企業白書より筆者作成  

 

 中小企業の資金調達の構造として大まかに２つに分類することができる。ま

ず１つ目は、内部資金である。これらは企業経営から生まれた利益であり、中

小企業は大企業と比べると手元の資金に余裕がない。そのため中小企業にとっ20 

て内部資金には安定性の限界があり、あまり期待はできない。  
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次に２つ目は企業の外部から調達する外部資金である。この外部資金は、さ

らに直接金融、間接金融の２つに分類される。資本市場を通じて資本供給者か

ら直に資金を調達するのが直接金融であり、銀行などの金融仲介期間を通じて

資金を調達するのが間接金融である。現在、中小企業が利用するものとして多

いものが銀行通して借りることができる間接金融によるものと言える。以下で5 

は、この２つの分類から、中小企業の資金調達の現状についてみていく。  

 

1 直接金融  

中小企業の資金調達方法の手段として、直接金融がある。バブル崩壊以降、

米国ナスダック市場をモデルに、直接金融市場を充実させて、ベンチャー・ビ10 

ジネスや急成長企業に資金を供給していくことが、日本経済の活性化に不可欠

であると広く認識されるようになり、そのための制度の充実が図られた。しか

し、数々の施策にも関わらず、中小企業において直接金融が活発になっている

とは言いがたい。  

直接金融とは、有価証券を発行して投資家から資金を調達することであり、15 

具体的には株式の発行、社債券の発行、CP（コマーシャル・ペーパー）の発行

の三種類がある。ただし、CP は発行期間が一年以内の無担保約束手形であり、

短期の運転資金調達の制度である。そのため、自己資本の拡充による財務内容

の改善といった目的には使えない。しかも、CP が発行できるのは、格付会社か

ら一定の格付が取得できるような優良企業に限られ、買い手も主に機関投資家20 

であるため、一般の中小企業が発行することは現実的には不可能である。  

 株式の発行は、株式会社であれば規模の大小に関わらず実施できる。しかし、

資本市場から広く資金を調達しようとすれば、証券取引所に上場する必要があ

り、そのためには証券取引所の審査に通らなければならない。東京証券取引所

を例に上げると、株式の上場には形式要件と適格要件の二つがある。形式要件25 

は上場株式数が 4000 単位以上、時価総額が 20 億円以上、純資産が 10 億円以

上など、12 項目の条件を満たす必要があり、これは相当の成長力を持った企業

であっても並の企業にはとうてい満たせるものではない。  

次に、債券の発行についてだが、これも株式会社だけに認められた資金調達

方法であり、株式と同様に、証券取引所や店頭市場で取引できるが、それには30 
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株式同様一定の基準を満たしていなければならない。また、銀行などに社債の

管理を頼まなければならないし、財務大臣への届け出やディスクロージャーも

必要になる。ただし、社債券の販売先が 50 人未満である場合や、発行総額が 5

億円未満である場合には、証券取引法の規制を受けない。したがって、中小企

業でみられる社債券の発行は、この小型の私募債に限られているのが現実であ5 

る。  

 米国では、スタートアップ期の企業に投資し、経営陣を送り込んだり、コン

サルティングを行なって投資先を成長軌道に乗せるような役割を果たしている

ベンチャー・キャピタルが多いのに対し、日本ではこれまで投資だけを行い、

後は放置しておくケース（ハンズ・オフ）が一般的であった。  10 

 しかし、近年は東証マザーズやヘラクレスの開設によって、比較的短期間で

の株式公開が可能となったため、ベンチャー企業を中心に積極的に投資し、か

つ経営にも関わっていこうとするハンズ・オンという動きも出てきている。こ

の背景には 1998 年に成立したファンド法があり、今まで個人投資家とベンチ

ャー企業が出会う機会が無かったが、この法律によりそのような機会が増えた。 15 

 ベンチャー企業に投資したい個人投資家がベンチャー企業と出会うことがで

きても、その目利き能力やリスク負担能力には限界がある。こうした問題は、

投資ファンドが投資家とベンチャー企業の間に入ることで解消される。ベンチ

ャー企業の目利きは、専門能力をもった投資ファンドが行うため、投資家は資

金を供給するだけでよい。失敗のリスクも投資ファンドが複数の企業に投資す20 

ることで分散されるし、失敗した場合の負担もファンドに出資した投資家全員

が負担するため緩和される。  

 このように、直接金融の環境は改善されつつあり、中小企業にとっても利用

しやすい仕組みづくりが進められているが、実際の利用状況を見てみると、中

小企業にとって直接金融は主要な資金調達手段とはなっていない。  25 

 中小企業の直接金融に対する評価は低く、ほとんどの中小企業では直接金融

を資金調達の手段として考えていない。その理由としては間接金融で資金調達

は十分賄えている企業が多いからである。また、既存金融機関との良好な関係

を維持したい、外部の人間に経営を関与されたくないといった企業も多い。  

そもそも株式市場は、投資家を儲けさせられる、選ばれた企業のための資金30 
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調達先である。私募債であっても、有担保の場合は別として、利払いや元金の

償還能力が問われることになる。直接金融は、間接金融と比べ物にならないほ

ど企業の力が問われるものであり、ほとんどの中小企業にとっては、銀行など

に代わる資金調達の選択肢とはならない。  

ただ、直接金融が必要とされる中小企業も少なからずあり、例えば、研究開5 

発の資金などは、成果がいつどれくらい得られるかが不確実なため、定期的な

経済を要する銀行借入では資金調達が難しい。また、急成長企業なども、成長

が早過ぎるがゆえに、資金需要の大きさに担保が追いつかない。このような企

業の資金需要は、直接金融を通じた投資によって賄われるのが最適であると考

えられる。  10 

 

IPO について  

 上述の急成長企業のケースの資金調達の例として、近年、ナスダックジャパ

ンといった新興市場における、IT 関連企業を中心としたベンチャー企業の株式

公開の急増に伴い注目されている IPO について触れておく。IPO とは一般的に15 

新規公開株のことを指すが、これは具体的には企業が資金集めをする際に、一

般の投資家に向けて自社の株を売り出すことで株に保有させるこという。ある

企業が資金調達のために、オーナーやその家族といった特定の株主が保有し、

流通していない状態の株式を、不特定多数の投資家に発行株式を公開すること

である。例えば、公募価格と上場後の初値を比較すると『初値が高くなって』20 

いるケースが約 80％に登り、投資の初心者でも簡単に利益が出せる状態にあっ

た。このように利益が出しやすい IPO 株を買う権利は、厳正な抽選によって決

定され、当選率は極めて低い。企業にとっては上場することにより、直接金融

市場から広く資金調達することが可能となり、また上場することで知名度が上

がり、社会的な信用を高めることができるといったメリットがあるが、公開企25 

業の破綻も目立っている。上場基準の見直しや監督体制の再構築を求める声も

多い。  
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CLO（ローン担保証券）について  

近年、金融技術の進歩により、直接金融と間接金融の中間に位置する金融手

法として「市場型間接金融」とも呼ばれる、中小企業の資金調達手段が注目さ

れている。この「市場型間接金融」とは、金融機関が企業に貸付けた貸出債権

を裏付けとした証券（CLO）を発行し、投資家がそれを購入することで、金融5 

機関が負っていた貸出債権のリスクを投資家へ移転するものである。  

 CLO は、ローン債権を裏付け資産（担保資産）として証券化したもので、通

常、｢シニア｣、｢メザニン｣、｢エクイティ｣の３つのトランシェ分けられる。（図

２）  

 10 

図２ CLO イメージ図  

 

 

 

出典 ファイナンシャルスター「CLO 仕組み」より引用  15 

 

 これらは、支払優先順位の異なる数種類の債券であり、元利金は支払優先順位

の高い順に支払われる。このように３つのトランシェ分けすれば、リスクをあ

まり取れない投資家はシニアに投資ができ、リスクを取って高利回りを享受し

たい投資家はエクイティ、ミドルリスクミドルリターンの投資家はメザニンに20 

投資することが可能になる。このように担保資産を証券化しとすることで担保
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資産にアクセスできる投資家の拡大が期待できる。これこそが CLO の最も大

きな存在意義であるといえる。さらに、この CLO は中小企業の資本市場への

アクセスを促進し、従来の間接金融を補完して資金供給チャネルを複線化する

ものとなるため、経済や金融環境に左右されやすく、担保や保証人への依存が

大きい中小企業金融の課題の一つの解決策となりうるものと考えられる。  5 

 

図３ CLO 活用によるメリット  

 

各主体  メリット  

中小企業者  １無担保・第三者保証なしでの資金調達が可能に  

２市場からの資金調達  

金融機関  １担保・保証に依存しない融資の推進による顧客基盤の強

化・拡大やリレーションシップバンキング機能の強化  

２信用リスクコントロール、与信ポートフォリオ管理  

３その他の各種リスクコントロール（金利変動、地域集中

等）  

４各種経営指標改善（ROE 等）  

５資金調達の多様化  

投資家  運用対象の多様化  

 

出典 日本政策金融公庫「証券化業務」より筆者作成  10 

 

シンジケートローンについて  

次に、社債発行と似た面があり、「市場型間接金融」と呼ばれる仕組みの他の

一つとして、シンジケートローンについて述べておく。  

 シンジケートローンとは、資金調達のニーズに対し複数の金融機関が協調し15 

てシンジケート団を組成し、一つの融資契約書に基づき同一条件で融資を行う

資金調達手法である。参加金融機関を幹事金融機関が募集する点において社債
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発行と似た面があるが、シンジケートローンは金融機関からの借入取引である。

設備投資資金のような長期資金の調達を行う場合のみならず、コミットメント

ラインのような短期融資枠の組成においても有効な手法である。さらにこれま

で取引していた金融機関に加え、以前まで取引がなかった複数の金融機関から

の資金の調達を行うため広く財務内容を開示し、債権の流通可能性を高めるこ5 

とになるため「市場型間接金融」と言える方法である。シンジケートローンに

は企業と金融機関の双方にだけでなくアレンジャーやエージェントと呼ばれる

幹事金融機関にもメリットがあり、全国銀行協会の貸出債権市場取引動向によ

ると 2016 年時点では約 30 兆円の組成額と 3000 件の組成実績を上げており、

今後有力な資金調達方法である。  10 

 またシンジケートローンには３つの形態が存在する。  

①コミットメントライン  

 予め設定した融資枠金額・期間の範囲内で、借入人の請求に基づき、短期の

融資を実行することを約束する契約である。安定的な運転資金枠や緊急時の保

険的な資金枠として利用される取引である。  15 

②ターム・ローン  

 証書貸付形態とし、主に長期的な運転資金、設備資金、リファイナンス資金

として利用される取引である。  

③コミット型ターム・ローン  

 予め設定した融資枠金額・期間で、借入人の請求に基づき、長期の資金を実20 

行することを約束する契約です。資金調達時期が未確定な、長期的な運転資金、

設備資金、リファイナンス資金の資金枠として利用される取引である。  

 

 メリットとしては、資金調達手段が多様化、安定化し新たな取引金融機関の開

拓ができるため金融機関取引の強化が図られる。またバランスシートのスリム25 

化や金融コストの削減、柔軟な返済条件を設定できるため財務体質の強化がで

きる。さらには、強固な資金調達力のアピールをすることができ先進的な企業

イメージが定着できるため IR 効果ができる。  

デメリットは２つあり、１つ目はエージェントやアレンジジャーに対する手

数料、契約条件の変更をする際等に、手数料が発生するため、手数料が大きく30 
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なる点である。２つ目は複数の金融機関が多額の資金調達を行うため、融資判

断は金融機関側の多数決によって決定するため企業側は詳細な事業計画の策定

が必須となり、企業にとって契約条件が厳しくなる点である。  

 

 5 

2 間接金融  

 次に間接金融についてみていく。伝統的に中小企業の資金調達手段の中心を

担っていたのが金融機関からの借り入れであるが、この資金調達の重要な概念

として、まず、リレーションシップバンキングについて述べておく。  

 10 

リレーションシップバンキングについて  

 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シップバンキングと

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15 

報を手に入れ、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」、20 

「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

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25 

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

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30 
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収支状況が悪い」や、「既存借入の過多」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。そのため、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。5 

つまり、金融機関との信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。  

 次に、融資における担保の分散化の仕組みとしての、ABL 融資について触れ

ておく。  

 10 

ABL（動産担保融資）について  

 企業の商品や流動資産などを担保として融資をする仕組みである。小規模企

業は不動産などの担保となる資産が少ないため、ABL は有効な手段となってい

る。担保価値に重きが置かれる不動産担保融資などとは違い、ABL の動産担保

融資では事業継続が重視され、金融機関はコンサルティングやモニタリングを15 

しながら事業継続を重視する。これも ABL のメリットであるといえる。そのた

め、借り手である企業へ融資をして貸したままというのではなく、定期的なレ

ポートに対して的確にコンサルティングを行う必要性がある。借り手は担保物

件の状況を定期的に報告する一方、金融機関は経営状況や担保の動産の状況を

把握して、必要に応じてコンサルティングを行う形をとっているのである。在20 

庫などの動産は季節や販売状況、担保価値の変動など様々な要因によって変動

するため、金融機関は逐一モニタリングして状況把握している。さらに ABL は

動産を担保とするため、貸し手である金融機関としても、企業側が売り上げを

上げて在庫や設備を増やすことができれば、融資枠も広がり利益収入が増える

というメリットも存在する。また、小規模企業は不動産などの担保となる資産25 

金融庁は 2013 年、地域経済の活性化や貸し渋り対策になるとして ABL を積極

活用するように全国の地方銀行に求めた。  

 

 



13 

 

ノンバンクについて  

 次に、伝統的に中小企業の資金調達手段の中心を担っていた地方銀行や信用

金庫以外の、中小企業向け金融機関として、ノンバンクについて説明する。  

 ノンバンクは銀行などに比べると業務運営上の規制が少なく、ビジネスの自

由度が高い。一方銀行は、公共性、預金者保護、信用秩序の維持、金融の円滑5 

化などの観点から、業務上の制約を大きく受けている。銀行本体では行えない

周辺業務を行うために、ノンバンクは銀行や証券会社の子会社であることが多

い。  

ただし、銀行や証券会社に比べてビジネスの自由度は高いものの、法律や規

制は存在する。例えば「出資法」では、上限金利を 29.2%に制限したり、「貸金10 

業規制法」では、与信業務を行う業者に対して登録義務を課したりしている。

また、「利息制限法」では、出資法とは別に金銭貸借の利息を制限している。  

 ノンバンクの貸出の平均金利は千差万別であるが、貸出残高が 10 億円以上

の業者の 6 割近くが 9.9％以下となっているのに対し、貸出残高が 10 億円以下

の小さな業者の半数以上が 20％以上となっており、上限金利に近い金利で貸し15 

出しを行っている。中小企業庁「金融環境実態調査」によると、ノンバンクを

利用した中小企業は全体の 3.6％にとどまっているが、自己資本比率が低い企

業では 6〜7%が利用している。中小企業がノンバンクを利用する背景として、

銀行からの借り入れが難しいといった現状がある。また、必要なときにすぐ借

り入れができること、担保や保証条件が緩いことなども、中小企業がノンバン20 

クを利用する理由として挙げられる。こうした中小企業側のニーズを受けて、

銀行でもやや金利を高く設定して、一般の融資より実行までの期間が短く手続

きも簡便な商品を導入するところが増えている。  

 このようにノンバンクの簡便性が評価される一方で、やはり利用している中

小企業は少なく、その理由の多くは銀行からの借り入れで十分であるからとい25 

うものである。また、ノンバンクはいわゆる高利貸のイメージでみられやすい

ということから、ノンバンクを利用すると信用が落ちると考えている企業も多

い。  

 そこで最近では銀行との連携強化が行われている。銀行にとっては、ノンバ

ンクの融資のノウハウを活用して、これまで融資を断っていたような顧客に対30 
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して新しく融資を行うことや、既存の顧客に対して審査期間が短い、担保条件

が緩いなどといった新しい特性を持った商品を提供することができるというメ

リットがある。ノンバンクにとっても、銀行の営業力や知名度を利用して、新

しい顧客と関係を深めて行く事が可能になる。また、銀行をビジネスパートナ

ーにすることによって、顧客に安心感をもたらし、ノンバンクに対するマイナ5 

スのイメージを払拭する効果も期待できる。  

 

3 M&A 

 最後に、資金調達の仕組みそのものではないが、資金調達も含めた今後の中

小企業の在り方に深く関連すると考えられる M&A について述べておく。  10 

 M&A とは、「合併と買収」という意味を指すが、広義的には複数の会社が一

つの目標に向けて協力することを意味である。M&A は複数の企業がお互いの

利益のために協力するために行われるものであり、業務提携、資本提携、分割、

買収の 5 つの形態に分割される。それぞれの形態で異なるメリット・デメリッ

トがあり、目的によって使い分けられている。M&A が行われる主な理由は事業15 

の拡大・縮小のためであり、効率的な資源の利用を目的としている企業が大半

を占める。互いの利益のためにノウハウや技術を共有して特定の分野で協力す

る業務提携や、お互いが独立しながらも相手方の株式を持ち関係を強化してい

く資本提携、事業に関して有する権利義務を新たに設立する会社か相手の会社

に承継させる分割、一方の会社がもう一方の会社の経営権を買い取る買収、複20 

数の会社が一つの会社になる合併の５つが存在する。合併に参加した会社は消

滅するが、買収は買い取られた会社はそのまま存続するのが特徴である。目的

に合う M&A が行われることで国内および海外での競争力をつけることができ、

グローバル化が進み市場の競争がより激しくなっていくことが予想されるため、

今後も M&A は増加していくと考えられる。  25 

 M&A が注目されている背景には、日本企業の大半を占める中堅中小企業の

後継者不足が挙げられる。経済産業省、中小企業庁が発表している資料によれ

ば、2022 年には 30 万人以上の中小企業経営者が 70 歳になるにも関わらず、

後継者が未定する経営者が約 6 割にも及んでおり、中小企業の事業承継への課

題や問題が指摘されている。そのため、日本政府は中小企業向けの事業承継の30 
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支援体制を構築し、M&A による事業承継を促す動きを加速させているとのこ

とである。M&A 主なメリットとしては後継者問題の解決、雇用の確保、資金調

達事業の拡大などが挙げられるが、M&A は、事業の拡大を目的とした資金調達

の手段としても活用でき、将来性の高い技術やサービスを向上させ、事業を拡

大させることを可能にする。  5 

 

 

4 中小企業の資金調達の課題  

 

 中小企業の資金調達の課題として大きく２点を挙げる。まず１つ目は資金調10 

達に際し、担保や保証による融資形態に過度に依存しすぎているという点であ

る。これは企業側のみならず金融機関に対しても責任が十分にあると考えられ

る。つまり、経営内容や事業の成長性を踏まえた融資が十分に行われておらず、

担保や保証に過度に依存しているといことは、言い換えれば、融資後には、そ

の融資先のモニタリングすることにより、経営指導、経営支援を行うといった15 

対応が十分になされていないのではないかという危惧が考えられる。  

ここで中小企業の資金調達を考えるに際し、以下の２つの図を比較する。ま

ず、図 4 によると、中小企業が希望する資金調達方法において最も割合が多い

のが公的金融機関からの借入、続いて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と続く。次に実際の資金調達方法はどのよ20 

うになっているのか見ていく。図 5 を見てわかるように割合の多くを占めてい

るのは、代表者等の保証による借入である。つまりこのことから、中小企業が

希望する資金調達の手段と、実際の現状とでは大きく異なるということが分か

る。特に希望する資金調達手段の２番目に上がっていた、事業性を評価した担

保、保証によらない借入を現在実際に受けている企業は全体の約２割と少ない25 

結果となっている。保証なしでの融資が少ないという点が現在の資金調達にお

いての１つ目の課題であると考える。  

 

 

 30 
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図 4 中小企業が希望する借入れ  

 

 

 

出典 みずほ総合証券「中小企業の資金調達における実態」より筆者作成  5 

 

図 5 実際の資金調達方法  

 

 

 10 

出典 みずほ総合証券「中小企業の資金調達における実態」より筆者作成  
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この１つ目の課題、すなわち、この事業性を評価した、担保・保証によらな

い借入こそ、リレーションシップバンキング促進により改善していく余地があ

るものではないだろうか。担保や保証の融資形態に依存しすぎている現状をし

っかり把握し、金融機関と企業の間に親密な信頼関係を築き、通常の手段では

手に入れることができない借り手の様々な情報を手に入れ、その情報をもとに5 

融資を受けるというリレーションシップバンキングのメリットを十分に生かし

た融資形態により改善していくべきであると考える。  

 このような背景のもとで近年、リレーションシップバンキングについて様々

な形で見直され始めている。2002 年に公表された金融庁「金融再生プログラム」

において、多面的な尺度からリレーションシップバンキングのあり方を検討す10 

ることが明記され、これを受け、翌 2003 年に金融庁「リレーションシップバ

ンキングの機能強化に向けて」と題する報告書が作られ、地域金融機関はリレ

ーションシップバンキングの中心的な担い手となるべきであるが、その現状は

本来のリレーションシップバンキングから乖離しており、リレーションシップ

バンキングの機能強化を行う必要があるとされた。さらに、その報告書の提言15 

を踏まえて金融庁「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」において、リレーションシップバンキングの機能強化のため

に地域金融機関が取り組む具体的な項目等が打ち出されるなど、リレバンの推

進は中小企業金融の多様化・円滑化のためにも重要であると認識されるように

なってきている。  20 

 また、同様に政府系中小企業金融機関においても、さらなる中小企業金融の

多様化・円滑化を図るため、地域金融機関との連携強化等を図りながら、第一

に創業支援や中小企業の新事業進出・再生支援、第二に目利きを活かした、担

保や保証人に過度に依存しない融資、第三に地域金融機関に対する情報提供や

協調融資等を、さらに推進しようとする取り組みが見られるようになってきて25 

いる。  

 ２つ目は、後継者問題である。前述した通り、中小企業経営者の高齢化が進

み、66 歳の経営者の数が最も多いという現状がある。さらに、今後 5 年間で

30 万以上の経営者が 70 歳になるにもかかわらず、その約 6 割が後継者未定と

いうデータがある。高齢化が進行すると、企業の業績停滞が１番懸念される問30 
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題となる。70 代の経営者の中で承継準備を行っている経営者は半数と大変少

ないデータとなり、この後継者問題は現状をしっかりと把握し、早めの対策を

とっていくべきであると考える。地域の事業を次世代にしっかりと引き継ぐと

ともに、事業承継を契機に後継者が、ベンチャー型事業承継などの経営革新等

に積極的にチャレンジしやすい環境を整備することが求められる。  5 

またさらに、事業継続のために必要な後継者の存在はメインバンクからの借

入れにも大きく影響することが図 6 からも読み取ることができる。後継者が

いる企業よりも後継者がいない企業のほうが思うように借入れをすることがで

きないという結果になっている。  

 10 

図 6 後継者有無別借入れ状況  

 

 

 

出典 中小企業庁「資金調達状況実態調査」より筆者作成  15 

 

 また、経営者の年齢が上がるほど、投資意欲の低下やリスク回避性向が高ま

り、さらに経営者が交代した企業や若年の経営者の方が利益率や売上高を向上

させており、計画的な事業承継は成長の観点からも重要ということがわかる

（図 7）。  20 

  

 



19 

 

図 7 経営者交代による経常利益率の違い  

 

 

 

出典 中小企業庁「中小企業の事業承継に関する集中実施期間について  」  5 

 

これらのことからもこの事業継続のための後継者問題は、資金調達面におい

ても大きな影響を与え、課題となっていることが分かる。  

 

 10 

第２章 ベンチャー企業の資金調達の現状と課題  

 

 本章では、まずベンチャー企業の資金調達の現状について、ベンチャー企業

の成長段階、すなわち、アーリー期、シード期、エクスパンション期、レイタ

ー期という 4 つの期間に沿って、論じていく。  15 

 

1節  アーリー期  

 いわゆる「準備」の段階がここにあたる。コンセプトやビジネスモデルはあ

るのだけれど、具体的な製品（プロダクト）やサービスに落とし込めていない

という段階である。事業計画書は作ってあるが、まだ会社という法人にしてい20 

ないところや、試作品（プロトタイプ）や見本のレベルまでに到達していない

ところである。そのため、資金需要はそれほどない。けれども、人件費やマー
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ケットの調査費用、法人設立の登記費用など、資金が必要になる場合は色々と

ある。この段階は、「ビジネスが具体的に進められるのか？」、「ゴールするまで

の計画は完璧なのか？」を試行錯誤して進めていく必要がある段階である。こ

の時期は、以下で説明するエンジェル投資やクラウドファンディングなどが主

な資金調達の手段として用いられている。  5 

 

エンジェル投資について  

エンジェル（ビジネスエンジェル）は、創業間もない企業に対し資金を供給

する富裕な個人のことである。投資の見返りとして株式や転換社債を受け取る

ことが一般的である。エンジェル同士でグループを形成し、情報の共有や共同10 

出資を行う動きも見られる。エンジェルから出資を受けることは、金融機関な

どから信用を得るのが難しいこの時期のベンチャー企業にとって大きなメリッ

トとなる。また、エンジェル投資は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、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15 

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、20 

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。図 8 の通り、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25 

家はどちらかの措置を選ぶことができる。  
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図 8 エンジェル税制の優遇条件  

 

 

 

出典、経済産業省「エンジェル税制の財政条件」より筆者作成  5 

 

クラウドファンディングについて  

クラウドファンディングとは、不特定多数の人が通常インターネット経由で

他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うことを指す、群衆（ crowd）と資

金調達（ funding）を組み合わせた造語である。ソーシャルファンディングとも10 

呼ばれる。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である。

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

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15 

流である。  

 

少人数私募債について  

 アーリー期のその他の資金調達手段として、少人数私募債が挙げられる。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  20 

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。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。  
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図 9 少人数私募債に該当するための要件  

 

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  

 

出典、週刊  T&Amaster「“少人数私募債”のメリットと節税リスク」より  5 

  

 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、

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10 

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

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15 

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

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20 
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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

募債発行のメリッ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

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。  5 

 

2 節 シード期  

 会社設立後、立ち上げた事業が軌道に乗るまでが、この設立から５年程度の

時期である。当然のことながら、会社としては赤字である。けれども、通常の

事業活動を進めていく上で、必要となる運転資金や設備投資の資金が当然とし10 

て必要になる。特許権などの知的財産を活用する、研究開発型（大学発ベンチ

ャーなど）のベンチャー企業としては、それらの取得費用も必要となる。また、

他社のそのような知的財産権を使用する場合、そのライセンスの使用料も必要

となる。さらに、プロモーションなどが必要となる場合は、販売促進費（販促

費）も必要になる。  15 

 この時期、資金を提供してくれる者としては、通常、経営者自らが拠出する

か、その兄弟・家族・友人などである。いわゆる「スイートマネー」といわれ

るものがこれにあたる。けれども、キャッシュフローがこの時期はマイナスな

ため、追加で出資を実施するか、融資を受ける必要がある。日本政策金融公庫

など公的に近い金融機関でならば、融資に応じてくれることもありえるであろ20 

う。しかしながら、会社の事業リスクがとても大きいため、「出資」という形で

の資金提供が中心となるまた、ビジネスプラン自体が良ければ、後のエクスパ

ンション期の資金調達にあたる、エンジェル投資家と呼ばれる個人投資家や、

ベンチャーキャピタル（VC）が出資してくれることもある。  

 25 

スイートマネーについて  

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

徴がある。  

 30 
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3 節 エクスパンション期  

 この時期の特徴として、  

・サービス・製品にユーザーがある程度いる  

・収益モデルの仮説が検証され始めている  

・そこそこの人数のチームがある  5 

といった点が挙げられる。  

 

 売上げがメキメキと成長し、事業が軌道に乗り始める時期である。単年度損

益も黒字となり、損益分岐点を超える。その一方で、さらに売上高を上げ、事

業を回していくため、採用増に伴う運転資金の増加や、オフィスフロアの拡充10 

や会社の仕組み化をしていくための設備投資が必要となる。そのため、資金需

要としてはとても高くなる。この段階でも、場合によりキャッシュフローは赤

字なことがある。けれども、日本政策金融公庫など以外の、民間銀行などの金

融機関からは、前段階より、比較的融資を受けやすくなっている。資本政策と

しては、このような融資と出資とを組み合わせて、資金需要に応えるところが15 

多いであろう。少人数私募債やストックオプションなどを活用する場合もある。 

 主たる出資の引受先は、ベンチャー・キャピタル（VC）だ。この段階になる

と、ベンチャー・キャピタル（VC）も比較的出資しやすくなっている段階であ

る。けれども、創業者の持ち株比率の低下や、決議権ベースでの希薄化などの

影響を考えておく必要がある。このような場合、議決権制限株式など種類株式20 

を発行するという場合もある。ベンチャー・キャピタル（VC）からこのような

資金を入れた企業は、第 1 章で言及した株式上場（ IPO）を強く意識しての資

本政策を進めていく必要がある。近年では、東京証券取引所マザーズに、ある

意味チャレンジ枠として、この段階で株式上場（ IPO）をする企業もある。  

 25 

ベンチャーキャピタルについて  

 ベンチャーキャピタルとは、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30 
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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  。  5 

 

4 節 レイター期  

 ベンチャー企業の最終段階ともいえるこの時期の特徴としては、  

・勝利の方程式が見えてきた  

・組織が確立してきている  10 

といった点が挙げられる。  

  

この段階になるとキャッシュフローも黒字になり、累積損失も解消されている。

また、銀行など金融機関の融資条件も、これまでのステージと比較して、かな

り有利な条件になっている。非公開会社の選択をしている企業では、これら金15 

融機関からの融資が、資金調達のメインの方法になる。さらに、銀行などの金

融機関から、通常に借り入れをする方法の他に、第 1 章で言及した「シンジケ

ートローン」と呼ばれる、アレンジャーとして特定の金融機関を指定し、複数

の金融機関より資金調達を全てまとめて実施する方法や、 「ストラクチャード

ファイナンス」と呼ばれる不動産や債権を流動化する方法などが行われること20 

もある。  

 出資の面では、この段階でコーポレート・ベンチャー・キャピタル（ CVC）

やベンチャー・キャピタル（VC）の出資を受ける場合もある。しかし、一般的

には第三者割当増資を重要取引先や取引のある金融機関に対して行うこともあ

る。株式上場（ IPO）を前提とした、株主を安定化させるために行う場合が多25 

いと思われる。また、この段階で株式上場（ IPO）を行うこともある。  
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5 節 ベンチャー企業の資金調達の課題  

 

 ベンチャー企業の資金調達の課題としては、上述した様に段階によって変わ

ってくるのだが、まだ成熟していないことや、充分な成果をあげられていない

時期に信用が得られていないため、銀行などの金融機関などから思うように融5 

資を受けられない現状がある。また、図１0 のようにベンチャー企業の創出に

あたり、日本の VC 投資額の対 GDP 比率は米国の 1/7 以下であり、主たる資金

調達手段であるベンチャーキャピタル（VC）からのリスクマネー供給増加の必

要性が謳われている。  

 10 

図１0 VC 投資額の対 GDP 比率  

 

 

 出典、ベンチャーチャレンジ 2020 より引用  

 15 

 ベンチャーキャピタルによる投資額が少ない要因は 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 15 系20 

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、
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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 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5 

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、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。  10 

 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15 

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

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20 

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25 

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。  

 

 30 
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・「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

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5 

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。  

 

・「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  10 

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

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」  

  15 

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。  

  

 また、図１1 のように日米の時価総額上位 100 社の創業時期をみると、日本

では 8 割が 1950 年以前に創業されている。一方、米国では社齢の若い企業も20 

時価総額上位に位置しているほか、1960 年以降の各年代に創業した企業の割合

が日本を上回る。例えば Facebook、google、Amazon などが時価総額 10 位以

内に位置し、創業から 10~20 年程度と短期間で、高い時価総額を持つ企業へと

急速に発展している。また、近年においても「ユニコーン」と呼ばれる企業価

値 10 億ドル以上の未公開企業が続々と登場し、短期間で高い企業価値を持つ25 

会社に成長している。日本では十分に成長する前に上場することなど日米の資

金調達慣行の違いはあるが、日本にはユニコーン企業はほとんど存在せず、日

本の企業環境は課題を抱えていると思われる。  
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図１1、時価総額上位 100 社 創業年の日米比較  

  

 

 5 

出典、DBJ「近年の日米ベンチャー企業から見える日本の企業活性化に向けた

課題」より引用  

 

 それに加えて、日本の起業の現状として、開業・廃業率の低さは、生産性の

高い企業が参入し、低い企業が退出する活発な競争が行われていないことを示10 

すと考えられる。開業率・廃業率をみるにはいくつかの手法があるが、代表的

な統計の一つが厚生労働省の「雇用保険事業年報」である。開業率・廃業は 5%

前後と、米国と比べると低位で推移している。開業率は 2010 年代に入りやや

上昇しているが、景気の持ち直しが影響していると考えられ、政府が目標とす

る 10%台の開業率・廃業率には依然として距離がある。  15 

ただし、この統計は雇用保険が新規に開業・廃業した事業を対象とし、支店

や工場の開設などを含むあらゆるタイプの事業所新設を取り上げるため、すべ

てが VC の投資を受け、急成長を目指す企業ではない。そこで日本の VC 等に

よる年間投資先件数をみると、2008 年のリーマンショックにより落ち込み、そ

の後底打ち傾向はみられるものの、リーマンショック前の水準には復していな20 
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い。また、VC 等の Exit 手段としては IPO や M&A があるが、IPO の件数につ

いても、リーマンショック後の落ち込みから回復しているものの、2000 年代前

半と比べて低い水準にとどまっている。M&A の件数もここ最近は増加してき

ているが、年間数十社にとどまる。日本でのベンチャーの M&A の拡大を制約

している要因としては、買い手側の大企業での投資判断が慎重であり、ベンチ5 

ャー企業の潜在的な価値を高く評価し、思い切った価格で買収するような意思

決定を迅速に下していくのは難しいという点なども指摘されている。  

 

 さらに、エンジェル投資の場合、投資額は圧倒的に少ない現状にある。それ

を示したものが図 12 であり、アメリカと比較しても投資額、投資件数、投資家10 

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15 

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。  

 

図１2 エンジェル投資の日米比較  

 

  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 5000 万円  

投資件数  45 件（2011）  67000 件  

VC 投資額  約 1240 億円  約 2.5 兆円  

エンジェル投資件数  834 人（2010) 268000 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 (平成  26 20 

年度 )より筆者作成  



31 

 

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

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5 

かな要件が設けられている。  

 

 

第３章 公的支援の現状と課題  

 10 

 これまで民間機関による中小企業の資金調達について論じてきたが、本章で

は公的支援について取り上げる。より具体的には、会員や組合人の相互扶助を

基本理念とした非営利利益が運営し地域に根付いた企業の取引に向いている

「信用保証協会」の信用保証制度や、政府系金融機関であり中小企業の援助を

目的とした「日本政策金融公庫・商工組合中央金庫」による公的金融である。  15 

 本章では日本政策金融公庫と信用保証協会を中心に取り上げることにしたい。 

なお、日本政策金融公庫と相並ぶ、政府系中小企業金融機関である商工組合

中央金庫は、前者は政府が全額出資しているのに対し、後者は政府以外に一部

を商工組合等が出資しているという違いがある。また、二機関の違いは主に融

資対象の違いである。  20 

 

日本政策金融公庫  

 政府系金融機関は民業補完を原則に、低利での資金調達、出資、補給金、法

人税等の免除を享受しており、これを基にした低利かつ長期資金の供給を行う

ため多くの中小企業への融資実績を誇る。その代表的なものとして日本政策金25 

融公庫がある。日本政策金融公庫は、新事業育成、事業再生・事業承継、海外

展開など、リスクが高い分野に対して、国の重要な政策に基づいた金融支援を

行っているが、中小企業専門の政策金融機関としては、国民生活事業部・農林

水産事業部・中小企業事業部があり、民間金融機関を補完しながら、金融を通

じて中小企業の成長・発展をサポートし、セーフティネットの機能も果たして30 
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いる。  

日本政策金融公庫の中の国民生活事業部は基本的に誰でも行える小口の融資

が中心であり無担保での融資など魅力も大きい。そのため平成 27 年度の融資

金額合計は 2 兆 2,990 億円といったように、優れた融資実績を持つ。しかし現

在、日本経済は緩やかな回復が見込まれているが、中小企業・小規模企業や農5 

林漁業等の人にとってはその景気回復の実感がわいていない可能性がある。そ

こで日本政策金融公庫としてはまだ道半ばである東日本大震災や熊本地震復興

支援をはじめとするセーフティネットワーク機能を発揮させようとしている。

また、地域活性化に貢献する仕組みとして「地方版総合戦略」を策定したすべ

ての地方自治体に同戦略の実施・推進に係る協力の申し出を行い、策定をして10 

いるほか全国 152 支店のネットワークを活かし、「創業・新事業支援」・「早期

事業再生支援」・「証券化支援」・「経営相談支援」・「人材育成協力」の分野で地

域金融機関が行う地域密着型金融の推進を支援している。さらに、東北や九州

などの地域と連携した UIJ ターンセミナーを開催するなど地域との連携を強

化している。  15 

今現在、中小企業のうち 25.9％が地域経済を振興する活動に取り組んでいる。

特に相対的に規模が大きく、業歴が長く、業況が良好な企業、つまり地域にお

ける有力中小企業ではその割合が高い。また、商工会・商工会議所などの団体

に加入している企業、事業承継の見込みが高く将来にわたって地域経済に関与

する企業においても、地域経済振興活動への取り組み割合が高い。また、人口20 

規模が小さく人口減少率が高い市町村、地方圏といった、地域経済振興活動を

必要とする地域に立地する企業ほど、取り組み割合が総じて高い。一方、地域

経済振興活動に取り組まない企業では、その理由として「時間の余裕がないか

ら」「経済的に余裕がないから」など、余裕がないことをあげる割合が、主とし

て規模の小さい企業において高い。しかし、活動の成果は立地によって有意な25 

差はみられない。むしろ、企業の規模や業況など、活動に取り組む主体の特性

によって活動の成果は左右される。また、「明確なビジョン・活動目的の共有」

「適格なリーダー」「組織の持つ実行力」が不足していると、活動の成果はあが

りにくい状態になっている。  

 30 
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 日本政策金融公庫の資金融資の基準としては  

①自己資金の額  

②事業計画書の内容  

③事業主の能力・経歴・人柄  

④  担保  5 

この四つがある。それぞれ具体的に説明すると、  

①事業資金の半分が自己資産で賄えるかどうか  

②日本政策金融公庫に提出するたった一枚の書類である事業計画書で自分の頭

の中にある開業計画を説明し、融資をしてもきちんと返済することができると

いう信用を与えなければならない  10 

③面接を行う  

④担保があれば融資を受けやすい  

ということになる。  

 

図 13、日本政策金融公庫の仕組み  15 

 

 

 

出典、日本政策金融公庫より引用  

 20 
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以上のような日本政策金融公庫をはじめとする政府系中小企業金融機関の役

割として、セーフティネットとしての役割がある。金融の引き締めや、不況に

よる金融機関の貸出態度の硬化のような事態が生じた時に、中小企業に対して

資金を供給するという役割である。しかし、こうした救済的融資について、一

部では否定的な意見もある。それは、市場から退出すべき非効率な企業が温存5 

されてしまうことである。返済能力のない企業に融資し、非効率な企業が温存

されてしまうと、経済の構造調整は遅れ、それだけ経済の活力は低下してしま

う。  

 融資の量的な補完の必要性は低下しているとはいえ、依然として民間金融機

関からの資金調達が困難な企業群は存在する。中小企業白書によると、規模の10 

小さい企業では新規事業の資金調達を政府系中小企業金融機関に依存する割合

が高くなっている。小規模で、しかも成功するか不透明な新規事業に取り組ん

でいるリスクの高い企業は、民間金融機関だけでは十分に資金を調達できない

のが現状である。つまり、金融市場から全く調達することができないという中

小企業は少なくなったが、担保などの不足から必要な資金を十分に調達するこ15 

とができない企業は、依然としてかなりの数にのぼる。このような企業にとっ

ては、日本政策金融公庫をはじめとする政府系中小企業金融機関の必要性は大

きい。  

 

信用保証協会  20 

  中小企業に対する資金調達支援として、直接に資金を供給しているわけでは

ないが重要な役割を果たしている信用保証がある。我が国では信用保証協会が

その任にあたっており、現在全国に 52 の信用保証協会がある。信用保証協会

の目的は「中小企業者等に対する金融の円滑化を図ること」と規定されている。

具体的には、中小企業が金融機関から融資を受ける場合などに、その借入債務25 

などを保証することで資金供給を円滑化する。  

 金融機関側の視点で見ると、大企業と比べた中小企業の一般的な特性として

「情報の非対称性が大きい、担保力が弱い、借入額が小さいため審査コストが

割高になる」といった点があげられる。そこで、保証をつけることで金融機関

の信用リスク負担を取り除き、金融機関から中小企業への資金供給をスムーズ30 
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にしようということが必要となってくる。信用保証協会は中小企業者が事業資

金を金融機関から借り入れる際に，信用力・担保力が不足していることから必

要な資金の借り入れが困難な場合，それら不足を補完することによって，中小

企業金融の円滑化に多くの役割を果たしている。つまり、中小企業と金融機関

を結びつける「かけはし」となっている。  5 

信用保証協会から受けられる資金調達方法としては、保証付き融資とプロパ

ー融資の二つがある。  

 

保証付き融資とは  

 信用保証協会の「信用保証」には，中小企業総合事業団の保険が設けられて10 

いる。利用できる保証の種類は，一般の事業資金を目的とした普通保証のほか，

資金使途にそった各種の制度保証がある。金融機関との取引が浅い中小企業・

小規模事業者の方が融資を受けようとすると、「信用保証協会」の保証を求めら

れることもある。信用保証協会が保証をしている融資は「保証付き融資」と呼

ばれている。  15 

また保証付き融資を利用するには「規模」・「業種」・「区域・業歴」の 3 つの

基準を満たしている必要がある。図 14 が具体的なものである。ほとんどの商

工業の業種が対象となっているが、農林漁業や金融業などの一部の業種は保証

対象外となっている。また、各信用保証協会の管轄区域で事業を営んでいる必

要があり、申込先の信用保証協会が管轄する都道府県において事業実態がある20 

ことが条件となっている。  

 

図 14、保証付き融資の審査基準  

 

業種  資本金  従業員数  

製造業など（建設業・運送業・不動産業な

ど）  

3 億円以下  300 人以下  

ゴム製品製造業  3 億円以下  900 人以下  
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卸売業  1 億円以下  100 人以下  

小売業・飲食業  5 千万円以

下  

50 人以下  

サービス業  5 千万円以

下  

100 人以下  

ソフトウェア業 /情報処理サービス業  3 億円以下  300 人以下  

旅館業  5 千万円以

下  

200 人以下  

医業を主たる事業とする法人  ― 300 人以下  

 

出典、全国信用保証協会連合会より引用  

 

 保証付き融資の現状としては、図 15 からもわかる通り、保証債務残高は、

1990 年頃から増加のペースを速め、1998 年の特別保証導入後に 40 兆円超ま5 

で急増した。その後、 2003 年頃からはその水準が一度落ち着きを見せるが、

2008 年の緊急保証開始で再び規模が増加し、2011 年度末には 34 兆円規模と

なっている。保証利用率は、特別保証制度導入までは 5～10%の範囲で推移し

ていたが、その後急増し、2011 年度末には 15%超に及んでいる。これは、中小

企業向け貸出残高が年々減少してきている一方で保証債務残高は高止まりを続10 

けていることが主な要因である。以上からこの保証付き融資は中小企業の資金

調達において大きな役割になっているが、バブル崩壊以降、その規模を拡大さ

せてきた保証付き融資は中小企業の資金制約を緩和し、倒産防止に効果を発揮

する一方で、制度に係る収支状況は大きく悪化し、軽視できない財政負担を生

じさせる結果にもなっている。信用保険の収支は、過去をさかのぼっても恒常15 

的な赤字が続いており、その原因は、政策的に抑えられた保険料水準や、求償

権に対する回収率の低下である。特に、特別保証や東日本大震災によって生ま

れた緊急保証などの特別措置が行われて以降は、保険収支が大幅に悪化してお
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り、事業の財務基盤強化のために、毎年度政府から多額の出資金が措置されて

いる。この状況は、我が国が多額の財政赤字と先進国中で大の政府債務残高を

抱える中にあって、軽視できず、信用保険制度については、財政コストの観点

から同制度を将来にわたって持続可能なものにできるかが課題である。  

 5 

図 15 保証債務残高と保証利用率の推移  

 

 

出典、国立国会図書館（2013）「信用保証制度をめぐる現状と課題」より筆者

作成  10 

 

プロパー融資とは  

 信用保証協会の保証付き融資を受け資金を調達して銀行との実績を重ね、そ

して会社の規模や実績が積み重なっていくうちにプロパー融資を受ける対象に

なってくる。プロパー融資とは信用保証協会の保証なしで、直接銀行の信用を15 

得て、融資を受けることをいう。保証協会付きの融資に関しては、企業が倒産

した場合に銀行の負担額を減らすことができるので、銀行としてもプロパー融

資よりは安心して融資をするが、プロパー融資に関しては、全ては銀行の責任

になるので、企業が倒産した場合は 1 円も回収することが出来なくなる。その

ため、プロパー融資は銀行としてのリスクが高く、大口の融資に関してはプロ20 

パー融資を避けるようになってきた。また審査基準が厳しく、審査の期間がと

ても長くなる。審査基準としては、税引き後の当期利益が一番重視される。こ
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の当期利益が大きければ大きいほど有利になってくる。また、現預金残高や流

動比率は多いに越したことはない。さらに、自己資産が多いほど有利になって

くる。そして、最後に重要になってくるのは、融資を受ける人の雰囲気や人柄

だ。これは数値やデータから得られる情報ではなくその人の目利き力が重要視

されてくる。昔から付き合いがあるかどうかや金融機関側の人間の経験がある5 

かどうかが問題視されてくる。プロパー融資を利用する場合のメリットは信用

保証協会を利用した場合、保証料の額は融資の額や返済期間にもよるが、例え

ば、1,000 万円の融資を受けると約 5～50 万円もの保証料を払うことになる。

しかし、プロパー融資を利用できれば、この保証料が不要になる。またプロパ

ー融資ではその限度額がない。創業時にはそんなにお金がかからなくとも、会10 

社が大きくなるにつれて費用が必要になってくる。例えば、会社の規模が大き

くなった際に、保証協会付きの無担保融資だと 8,000 万円、有担保融資だと 2

億 8,000 万円の上限があるが、それ以上の融資を受けることが可能なことであ

る。ただし、プロパー融資を利用できる企業は、業績が良い企業に限られてく

る。デメリットとしては、先にも述べたが、金融機関がリスクを 100％負うた15 

め審査基準がとても厳しいことだ。さらに、保証付き融資に比べてプロパー融

資の方が返済期間が短くなる。  

返済期間が長くなれば会社の経営も変動するため、金融機関側からしたら「金

額の回収ができなくなるかもしれない」と、判断され返済期間が短くなってし

まう。ただし、業績がよく、何度もプロパー融資を利用している会社であれば、20 

返済期間も長くなってくる。  

 

信用補完制度  

 上述のように、全国に 52 ある信用保証協会は融資保証の実務を担っている

が、その保証に対しても、日本政策金融公庫の信用保険部門が運営を担当して25 

いる信用保険制度により再保険される仕組みがとられている。この両制度を合

わせて公式には「信用補完制度」と呼ばれている。すなわち、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ために、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おおむね

8 割をカバーしている。  30 
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現在の信用補完制度は二つの保証制度を軸としている。それは、一般保証と

セーフティネット保証である。一般保証とは融資額の 80%を信用保証協会が保

証し、20%を金融機関が負担する保証である。ただし、小規模事業者や創業者

等に対する保証は、融資額の 100%を信用保証協会が保証する。セーフティネ

ット保証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5 

額の原則 100%を信用保証協会が保証する制度である。  

図 16 には、信用補完制度の概略が示されている。中小企業は金融機関から

資金を借り入れる際、信用力が乏しい場合、信用保証協会の保証付き融資をも

って資金調達をする。もし、企業が倒産し金融機関に返済できなった場合、信

用保証協会が代位弁済する。  10 

 

図 16、信用補完制度とは  

 

 

 15 

出典、中小企業庁「信用保証協会の見直し」より引用  

 

 

 

 20 
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経済産業省の「信用補完制度のあり方に関する検討小委員会とりまとめ」に

よると、中小企業の 4 割が信用保証協会を利用しており、また中小企業向け貸

出残高の 12%に保証協会の保証が付いている。このように、中小企業の資金調

達において保証協会は大きな役割を果たしている。  

 しかし、信用補完制度の収支は、この数年大幅な赤字となっている。その要5 

因としては、第一に代位弁済が増加したこと、第二に無担保・第三保証人なし

での保証が増えたため、回収率が低下したこと、第三に収支の悪化に対応して

保証料をひきあげることができなくなったことがあげられる。  

代位弁済の増加には、既述の通り、特別保証や景気の後退といった循環的な

要因だけではなく、モラルハザードの問題がある。つまり、信用保証協会の保10 

証があれば、金融機関は貸倒れを考慮する必要がなくなるので、質の悪い融資

案件ほど信用保証を利用しようと考えるようになる。特に日本のように全額を

保証するのであればなおさらである。  

 さらに、先の「とりまとめ」は審査や債務管理を適切に行わないというモラ

ルハザードの存在も指摘している。すなわち、「保証制度にリスクヘッジするこ15 

とで審査等の事務を簡素化し、融資コストを下げている」のである。これは保

証協会の損失を増やすだけでなく、保証協会を利用する必要のない企業にまで

信用保証をつけることで、企業の資金調達コストを引き上げることになりかね

ない。  

 20 

 

 

 

 

 25 
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終章 中小企業の望ましい資金調達•実現に向けて  

 

これまで見てきたように、中小企業の資金調達手法については、伝統的な金

融機関による貸出し以外の、新たな金融仲介手法の拡充がなされており、その

意味では、中小企業の資金調達の資金調達の環境は大いに改善されてきている5 

と言える。  

根源的に考えれば、中小企業の資金調達に伴う課題とは、貸出債権の回収が、

安定した大企業と比べると相対的に不確実であるという意味での「リスク」性

のある資金をいかに供給するかという問題である。この観点からは、本論文で

取り上げた新たな金融仲介手法の拡充、すなわち、CLO や ABL、シンジケート10 

ローンなどの手法は、様々な「リスクの分散」を推し進め、上述の根源的な課

題に対処するという方向でその拡充が図られてきたと言えよう。  

 

しかしながら、「リスクの分散」という方向性を極限にまで推し進め、そのこ

とが結果的には金融危機をもたらすことになった、サブプライム・ローン問題15 

は、我々の記憶に新しい。このことは、一方的に「リスクの分散」を推し進め

れば万事うまくいく、ということには必ずしもならないことを示している。  

 

こうした観点から、我々は、狭い意味での「リスクの分散」という方向性と

は異なる、中小企業の資金調達に対する金融仲介機能の拡充として、第 1 章で20 

取り上げた、地域金融機関によるリレーションシップバンキングのさらなる強

化が必要であると考える。その際、地域金融機関は、優良な貸出先の中小企業

がない、と嘆くのではなく、優良な貸出先そのものを、ともに創り上げていく

ような姿勢を持つことが重要である。そのためには、単なる資金の提供のみな

らず、人的支援や経営支援も含めた総合的支援を金融機関は担う必要がある。  25 

実際、東京商工リサーチ株式会社「企業活動における資金調達実態調査」に

よると、「優秀な研究開発人材の確保」や「経営層人材の確保」を問題視してい

る中小企業は多い。今後、少子高齢化などにより、さらにそうした課題は深刻

化してくると思われる。また、図６から見てもわかるように後継者の有無によ

って金融機関からの借り入れ状況に差があり、人材（ヒト）の問題は資金（カ30 
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ネ）の問題に直結していることが分かる。さらに技術職や特定のノウハウを必

要する中小企業の場合、後継者問題は企業の存続にかかわるシビアな問題であ

る。  

このような地域金融機関による人材支援も含めた総合的支援は、かつての大

企業を中心とするメインバンク・システムを中小企業向けに再構築することと5 

も言える。大企業のいわゆる銀行離れが進む以前の、かつてのメインバンク・

システムにおいては、銀行は資金調達面での安定性をもたらすだけでなく、貸

出先企業の経営上の問題が生じた際には、銀行から役員を派遣するなど、人的

支援や経営支援を積極的に行っていたとされる。  

 再び、リスク資金の供給という問題に立ち返れば、そもそも日本の場合、10 

本源的な資金の供給源となる資金余剰主体部門である家計においては、依然と

して預金の占める割合は大きい（図 17）  

 

図 17 家計の金融資産構成  

 15 

 

 

出典、日本銀行調査統計局「資金循環の日米欧比較」（ 2018 年 8 月 14 日）

より引用  

 20 
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この点において、本源的な資金となる預金の受け入れ先である銀行等が、そ

の融資力をもって、家計部門の預金をいかに効率的にリスク資金に転換できる

かという問題が、中小企業の資金調達の問題の根底にもあると言えよう。この

意味で、銀行等の地域金融機関が担うべき役割は依然として大きいと言える。  

バブル崩壊以降、いわゆるバーゼル規制による貸出抑制、安定資産としての5 

国債運用が勧められてきた中、近年の金融緩和政策の影響によって国債運用に

よる安定収益確保が難しくなっている現状では、銀行等の地域金融機関の運営

自体が厳しくなっていると言われるが、そうだからこそ、地域金融機関の本来

の役割、すなわち、家計部門の預金として還流してくる資金を貸出しという形

でリスク資金に転換する金融仲介機関の本来の役割に立ち返って、地域金融機10 

関はその総合的な融資力を高めていく必要がある。  

そのためのリレーションシップバンキングの強化であり、そこでは、地域金

融機関と中小企業との間のネットワークをより緊密なものにし、さらには、地

域金融機関同士の連携やネットワークを強化しながら、中小企業の抱える問題

を見極め、適切な支援を行うべきであると我々は考える。  15 

 

上記のようなネットワーク、いわば「絆」の重要性を再確認した上で、地域

金融機関だからこそできる長期的で深い関係を築き、支援をしていくことが、

中小企業の活性化、そして日本経済の活性化へと繋がっていくだろう。  

 20 
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