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序章 

 

現在、世界はグローバル時代である。ヒト・モノ・カネが国境を越え自由に行

き来しており、一国の政治・経済が、世界に良くも悪くも大きな影響を与えてい

る。近年では、イギリスの EU 離脱や、アメリカのトランプ大統領就任など、世5 

界の情勢が日本にも大きな影響を与えている。また、IS・北朝鮮・難民問題など

世界規模での課題も見受けられ、これらも世界に大きな影響を与えている。グロ

ーバル化は、未だ発展途上と言え、今後更なるグローバル化が予想される。この

ような状況の中、多くの日本企業は世界に進出しており、また、海外進出を視野

に見据えている企業も多い。逆に、海外企業も日本に参入してきており、アップ10 

ルやアマゾンなどの大手企業の名を聞いたことのない人はいないだろう。また

近年では、中国や韓国をはじめとするアジア地域において、経済面での競争が激

化している。昨年、シャープが台湾の企業に買収されたことが大きな話題となっ

た。さらに、アメリカの TPP 離脱や、今後の日米間での経済連携協定により、

日本経済はますます複雑になっていくと予想される。 15 

その日本経済をこれまで牽引してきたのは、日本企業である。その中で、全企

業数の 99.7%を占めているのは中小企業であり、日本の雇用、生産性の大半を担

ってきた。中小企業は、主に B to B の分野で活躍しており、卓越した技術や繊

細さを武器に、世界シェア 1 位となるような部品などを製造している企業もあ

る。また、ベンチャー企業は、主に新たな分野への挑戦、新しい時代を切り開く20 

可能性のある企業であり、斬新なアイディアを武器にしている。近年では、特に

IT の進化による技術革新、技術進化が多くみられ、多くのベンチャー企業が参

入している。 

世界のグローバル化がますます進行する中、日本経済における大企業の役割

が大きいことは言うまでもないが、その根の部分である中小企業、ベンチャー企25 

業の成長がなければ、大企業も成長せず、日本経済も衰退してしまうだろう。し

たがって、日本経済において、中小企業とベンチャー企業の成長は重要である。

しかし、そこにはさまざまな課題が見られる。たとえば、「2016 年度に倒産した
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544 社のうち半数以上が最終決算で黒字を計上した企業1」であった（東京商工

リサーチ（2017）『「倒産企業の財務データ分析」調査』 

http://www.tsr-net.co.jp/news/analysis/20170511_07.html）。このように、たと

え企業が黒字を計上していたとしても、円滑な資金繰りができなければ企業は

倒産してしまう。企業にとって、利益を計上することは重要であるが、それだけ5 

でなく、円滑な資金繰りができるか否かが、企業の存亡に懸かっていると言える。

また、長期の資金繰りにおいて、「企業の資金創出能力―企業が事業を通じてど

れだけの資金量を獲得できるか―を高めることが大切であること、また企業の

価値は資金創出能力で決定されるという考え方が主流になりつつあり、資金創

出能力を企業の経営目標として掲げる企業も増えている」（村形聡（2003）『小10 

さな会社の資金繰り・資金調達のすべてがわかる事典』p.178）。これらを踏まえ

た上で近年、キャッシュフロー経営が注目されている。キャッシュフロー経営と

は、「現金資産の増加を重視した経営のことで、会計上の黒字にとらわれずに現

金の最大化を意識決定の基準とし、資金繰りを安定的にする」ことである（井上

健太郎（2005）『日経情報ストラテジー』p.29）。 15 

本稿では、中小企業とベンチャー企業の資金調達方法について、現段階での課

題を挙げ、大企業との比較を通し、中小企業とベンチャー企業の望ましい資金調

達のあり方について考察していく。 

 

第一章 中小企業とベンチャー企業を取り巻く環境 20 

第一節 中小企業 

中小企業とは、大企業と比べて資本金や従業員数が小さい企業のことを指す

が、日本で中小企業・小規模事業者の定義として使われるのは、図表 1－1 に

示す、1999 年に改訂された中小企業基本法に基づいたものである。更に、中

小企業庁 HP の中小企業基本法では、「製造業その他」では従業員 20 人以下、25 

「商業・サービス業」では 5 人以下であれば小規模事業者と定義される2。  

                                                   
1 本調査は、東京商工リサーチが保有する財務情報から 3 期連続データのある 2016年の

倒産企業 544社（個人企業を含む）と生存企業（32 万 2,056社）を無作為に抽出、比較

した。最新決算データは 2016年 12 月期まで。 
2 中小企業庁 HP「中小企業・小規模事業者の定義」

http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html 
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図表 1－1 中小企業基本法による業種別中小企業の定義 

業種 中小企業基本法の定義 

製造業・その他 資本金 3 億円以下、従業員数 300 人以下  

卸売業 資本金 1 億円以下、従業員数 100 人以下  

サービス業 資本金 5 ,000 万以下、従業員数 100 人以下  

小売業 資本金 5 ,000 万以下、従業員数 50 人以下  

（出典：中小企業庁（2017）「中小企業白書 2017 概要『中小企業基本法の定

義』」 p.1 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/chusho/00Hakusyo

_zentai.pdf） 5 

 

日本企業のうち中小企業の割合は、図表 1－2 によると、2017 年 4 月現在で

は 99.7%で、約 380 万者である。そのうち 85%の約 325 万者は小規模事業者

である。大企業の割合はわずか 0.3%であり、中小企業が日本経済の良し悪し

を担っているといえる。バブル景気で多くの中小企業が景気の大きな波に乗っ10 

ていたが、バブル崩壊後は、日本経済の急行下による衰退、低迷続きで企業倒

産は 2 万 9,661 件に上った。その後、倒産を免れた中小企業が建て直しを始め

経済が右肩上がりになろうとしたところ、2008 年のリーマンショックが重な

った。日本経済が再び大きく後退し、中小企業にも大きな影響を与えた。現在

は、アベノミクス効果により、中小企業の経常利益は過去最高水準にある。中15 

小企業の景況は緩やかな回復傾向にあるが、新規開業の停滞、生産性の低迷に

加えて、高齢化や人材不足といった構造的な課題が挙がっている。 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 
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図表 1－2 日本の大企業、中小企業数 

 

（出典：中小企業庁（2017）「中小企業白書 2017 概要」p.1 より筆者作成 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/PDF/h29_pdf_mokujityu

uGaiyou.pdf） 5 

 

第二節 ベンチャー企業 

 本稿では、大会主旨文にある通り、ベンチャー企業の定義を「創業からあまり

時が経っておらず、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。しかしながら、ベンチャー企業には明確な定義がなく、10 

様々な意味で用いられる。たとえばベンチャー企業は「リスクを恐れず新しい領

域に挑戦する起業家に率いられた若い企業で、製品や商品の独自性、社会性、さ

らに国際性を持った企業」（松田修一（2014）『ベンチャー企業 第 4 版』p.17）

と定義される。また、ベンチャー企業は性別、年齢、学歴に関係なく、長期に渡

って社会に貢献したいという使命感を持った起業家によって成り立っており、15 

起業家は「環境変化やビジネスに対するリスクをギリギリまで計算しながら、新

規の成長領域を選択し、高い緊張感に長期的に耐えながら、高い志（夢・ロマン）

や目標を掲げ、果敢に挑戦するリーダーシップの強い自立独創型の創業者」（松

田修一（2014）『ベンチャー企業 第 4 版』p.18）といえる。このようなことを

踏まえると、ベンチャー企業は高い志を持って生き生きとした人達が多く存在20 

することが特徴的である。 

 ベンチャー企業は戦後の日本経済に大きな影響を与えてきた。我が国では、戦

後 3 回のベンチャーブームが起きている。第 1 次ベンチャーブームが起こった
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のは 1970 年代前半で、高度経済成長最後の時期に該当する。この時期の代表的

な成功例は、大塚家具、ぴあ、モスフードサービスなどである。しかし、73 年

の石油ショックにより第 1 次ベンチャーブームは終焉した。第 2 次ベンチャー

ブームは80年代前半、米国で起こったベンチャーブームを背景として起こった。

その後、店頭登録市場の公開基準の緩和や、証券会社、地銀系のベンチャーキャ5 

ピタルの創設などの後押しもありブームはさらに拡大した。この時期の代表的

な成功例は、ジャストシステム、ソフトバンク、スクウェアなどである。しかし、

85 年のプラザ合意後の円高不況の到来により、第 2 次ベンチャーブームは終わ

りを迎えた。第 3 次ベンチャーブームは 90 年代半ばに低迷した経済状況を打開

するために、国、地方自治体、大学、研究機関が連携して、ベンチャー企業支援・10 

育成に取り組み始めたことが背景にある。この時期の代表的な成功例は NOVA、

楽天、アンジェス・MG などである。これらの企業は現在では大企業であるが、

元々はベンチャー企業から発展をしてきたのである。 

また、アメリカの代表的なベンチャー企業の成功例を見てみると、インテルや

マイクロソフト、アップル、ヤフーなど、今や知らない人はいないほど大規模な15 

企業名が挙げられる。これらのベンチャー企業も日本のベンチャー企業同様、小

さな企業から始まったのだ。 

これらのベンチャー企業は、独自性や国際性を持って次の時代を切り開き、世

界に大きなインパクトを与えてきた。そして、現在は大企業として世界に大きな

インパクトを与えている。このように、ベンチャー企業は新たな経済の波を起こ20 

す鍵として欠かせない存在なのである。また、現在はグローバル時代であり、時

代の変化が激しい。そのような中で、ある程度経営方針が固まった中小企業や大

企業の代わりとして、新しい事業に挑戦できるベンチャー企業の存在は重要で

ある。ベンチャー企業の台頭なくして新しい時代は切り開けないといっても過

言ではない。このように、ベンチャー企業が担う役割は大変重要である。しかし、25 

ベンチャー企業の抱える課題はさまざまであり、特に創業時には資金調達が難

しいという大きな課題が存在する。どんなに革新的で斬新なアイディアを持っ

ていたとしても、資金が調達できなければそのアイディアは水の泡である。日本

経済の要となるベンチャー企業を成長させていく為には、創業時における資金

調達が重要なのである。 30 
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第二章 日本企業の資金調達の現状 

第一節 大企業：直接金融・間接金融 

 日本の大企業数は、第一章の図表 1－2 で示したように約 1.1 万者ある。大

企業が資金調達を行う場合は、エクイティファイナンスとデットファイナンス5 

に分けられ、それぞれ直接金融、間接金融に分類ができる。 

図表 2－1 直接金融と間接金融3 

エクイティファイナンス 

直接金融 間接金融 

・普通株式 ・優先株式 

・新株予約権付社債（ワラント債） 

・転換社債（転換社債型新株予約権付社債） 

 

該当なし 

デットファイナンス 

直接金融 間接金融 

・社債発行 ・金融機関からの借入 

（出典：菅野正泰（2017）『実践コーポレート・ファイナンス』p.96） 

 

大企業の資金調達では、直接金融、間接金融を併用している。特に、株式を10 

発行して投資家から資金を募る出資、社債を発行して投資家から資金を調達す

る出資を中心とした直接金融の資金調達が多くみられる。最近では社債発行に

よるデットファイナンスでの資金調達には減少傾向がみられ、銀行からの借入

による資金調達はこれまでと変わりなく横ばいと推移している。それは、内部

金融による資金繰りの影響によって負債が減少したと考えられる。大企業は信15 

用力も高く、銀行からの借入（融資）による安定的な資金調達ができている。 

 

第二節 中小企業：銀行融資 

中小企業の資金調達の現状を表す指標として、中小企業庁が発表している業

況判断 DI4がある。図表 2－2 の業況判断 DI 推移から、日本企業が 2008 年の20 

リーマンショックで落ち込んでから、大企業は 2010 年以降プラス推移がほと

                                                   
3 菅野正泰（2017）『実践コーポレート・ファイナンス』p.96 
4 DI とは日銀短観で使われている Diffusion Index（ディフュージョン・インデックス）

の略で、企業の業況感や設備、雇用人員の過不足などの各種判断を指数化したもの 
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んどである一方、中小企業は、ここ 3 年間でプラスに推移してきたが、大企業

と比べて、業況がいいとは言い難い。 

 

図表 2－2 企業規模別業況判断 DI の推移 

 5 

（出典：中小企業庁（2017）「中小企業白書 2017『中小企業の動向』p.3」 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H29/h29/index.html） 

 

 以下、間接金融である銀行融資、さらに売掛債権等の流動資産を用いた資金調

達について述べる。 10 

中小企業の多くにとって、証券市場からの株式発行といったエクイティファ

イナンスによる資金調達の方法を用いるのは困難である。理由として、上場でき

る市場が限られている、上場条件に満たすことができない点などが挙げられる。

図表 2－3 の日本企業の上場数を見て取れるように、日本企業数が約 382 万者あ

る中で 3,566 者のみ上場していることから、中小企業のほとんどが未上場であ15 

り、株式発行による資金調達は困難であると言える。 

 

 

 

 20 
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図表 2－3 上場企業数5 

 

（出典：日本取引グループ HP「上場会社数・上場株式数」より筆者作成 

http://www.jpx.co.jp/listing/co/index.html） 

 5 

しかし、社債という形でのデットファイナンスによる資金調達は行われてい

る。なかでも少人数私募債は、金融機関に頼らず、縁故者から直接資金調達する

ために発行する「確定利付の債務証券」である。 

少人数私募債のメリットとしては、安定した中長期資金の確保が可能であるこ

と、担保が不要であること、企業信用度の向上、行政手続きなどが不要、経営自10 

由度が奪われないこと、利息の補助も受けられる可能性があることなどが挙げ

られる。しかしながら、少人数私募債の発行のみでは募集先が限られることなど

から十分な資金調達を行うことは難しい。現在、中小企業にとっての主な資金調

達方法となっているのは間接金融である。本節では、主に間接金融での資金調達

と、売掛債権を活用した資金調達法であるファクタリングについて述べる。 15 

 

1. 間接金融 

中小企業は、間接金融による資金調達が主流であり、具体的には図表 2－4 が

示すように、銀行からの借入の方法として、不動産担保や保証による借入、また

第四章でも挙げる公的金融機関からの借入の割合が大きい。しかし中小企業は、20 

大企業と比べて資金調達が困難である。理由として、信用力が大企業と比べて低

いということ、特に「情報の非対称性」があるということが挙げられる。この「情

報の非対称性」を特徴とする中小企業による銀行からの借入は、主にリレーショ

ンシップバンキングとトランザクションバンキングの 2つの方法に分けられる。

更に、借入とは別の資金調達法としてファクタリングについても述べていく。 25 

                                                   
5 日本取引グループ「上場会社数・上場株式数」2017 年 9 月 30 日現在の上場企業数であ

る。 

取引証券所 上場企業者数（社）
東証一部 2,032
東証二部 534
マザーズ 242
JASDAQスタンダード 708
JASDAQグロース 41
Tokyo pro Maeket 19
合計 3,566
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図表 2－4 中小企業の資金調達方法 

 

（出典：みずほ総合研究所（2016）「中小企業における資金調達の実態」 

https://www.mizuhori.co.jp/publication/sl_info/working_papers/pdf/report2

0160715.pdf） 5 

 

1－1. 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とは、中小企業と金融機関との長期的に継続

する取引を可能にし、情報の非対称性を緩和する方法である。リレーションシッ

プバンキングのメリットとして、①貸し手である金融機関が、情報の非対称性の10 

問題を緩和し、長期的な金融取引が可能になること、②業況悪化の際の資金調達

におけるリスク軽減、過度な担保の請求がないこと等が挙げられる。一方、デメ

リットとして、ホールドアップ問題やコントラクティング問題がある。ホールド

アップ問題とは、特定の金融機関が独占的に取引や情報を手に入れ、それを利用

して中小企業の経営悪化時に追い貸しするという問題である。コントラクティ15 

ング問題とは、融資の意思を決定するにあたって、貸し手の組織が大きいほど、

企業情報の共有が困難になっていく問題であり、大規模な金融機関にはデメリ

ットである。 

 

1－2. トランザクションバンキング 20 

トランザクションバンキングとは、中小企業が公表する財務諸表等による情

報に基づき蓄積される情報を重視して、融資等の金融取引を行う方法である。

トランザクションバンキングの代表的な方法として、以下の 3 つの種類があ
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る。 

 

1－2－1. クレジットスコアリング融資 

クレジットスコアリング融資は、クレジットスコアリングモデルを用いた手

法である。スコアリングモデルとは、定性的な評価項目のそれぞれに対して重5 

み付けをして、一つの数式で表現し定量化する方法である。クレジットスコア

リング融資の特徴として 

① 倒産確率等の母集団による審査 

② 融資の融資先（債権）についてのポートフォリオの全体でリスク管理 

③ 短期間の審査で融資限度を決める 10 

④ 審査の自動化、短期化による取引コストの削減 

などがある。 

 

1－2－2.  Asset Based Lending（動産・債権担保融資） 

Asset Based Lending（動産・債権担保融資：以下、ABL と表記する）と15 

は、企業が保有する在庫、売掛債権等の流動資産を担保とした融資を指す。こ

れは、従来の不動産等の担保に依存しない、またはそのような担保を保有しな

い企業に対しての融資方法である。売掛金や棚卸による在庫などの価値に対し

一定の掛目をし、融資の上限等の与信枠を決定する。したがって売掛金などが

動産（担保）として返済財源になる。これは従来の不動産担保のみの形態との20 

大きく異なる点である。しかしデメリットとして、これらの動産は短期間で増

減することから、随時チェックをする必要があり、金融機関は頻繁にモニタリ

ングする必要性があるためにコストがかかるという側面を持っている。近年で

は、以下の図表 2－5から読み取れるように ABL による資金調達が増加傾向に

ある。  25 
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図表 2－5 ABL の融資金額と融資件数の推移 

 

（出典：中小企業庁（2016）「中小企業白書 2016『資金調達の多様化に向け

て』http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/index.html） 

 5 

1－2－3. 財務諸表準拠融資 

財務諸表準拠融資は、財務諸表に見られる信用力、返済能力を基準に行われ

る融資を指す。一定の規模があり信頼性が高く、監査済みの財務諸表の提出が

できる企業に対しての融資である。中小企業では、長い業歴を持ち、財務諸表

作成を行っている企業が利用可能である。つまり、中小企業でも限られた企業10 

になってしまうというデメリットがある。 

 

2. ファクタリング 

ファクタリングは、借入や融資ではなく、商品販売契約等に基づいた債権の

譲渡という形で行われる資金調達法である。すなわち、これまで挙げてきた資15 

金調達法とは異なる性質をもつ。 

 序章にてキャッシュフロー経営について述べたが、その具体策のひとつとし

て、債権の支払サイトおよび回収サイトの短期化が挙げられる。そのための方

法として、売掛債権を流動化することによる資金調達が有効である。企業の保
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有する売掛債権は流動資産ではあるものの、現金化されるまでに期間を要する

ため、決して流動性が高いとはいえない。この売掛債権を流動化し活用するこ

とで、企業の資金繰りを改善できると考察する。債権流動化の方法には、売掛

債権から生み出されるキャッシュフローを裏付けとして証券を発行する売掛債

権証券化、先述した流動化資産に基づく融資である ABL、そしてファクタリン5 

グがある。この中でも短期における資金調達を円滑に行える特徴をもつのがフ

ァクタリングである。 

まず、ファクタリングの基本的な仕組みについて述べる。ファクタリング

は、売掛債権を保有する企業（以下、オリジネーターと表記する）、売掛先企

業、そしてファクターと呼ばれる第三事業者によって成り立つ。ファクタリン10 

グは、オリジネーターとファクターが売買契約を結び、オリジネーターが保有

する売掛債権をファクターに譲渡することで、資金を調達することができる。

そして後日、ファクターが売掛先企業からの売掛金を回収する。つまり企業は

ファクタリングによって、売掛債権を早期に資金化することができ、円滑な資

金繰りを可能にするのである。この枠組みをまとめたものが以下の図表 2－615 

である。 

 

図表 2－6 ファクタリングの基本的な仕組み 

 

（出典：経済産業省 HP「売掛債権流動化とは」より筆者作成 20 

www.meti.go.jp/report/downloadfiles/ji26.ppt） 
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基本的な仕組みは同じであるが、ファクタリングの形態には 3 社間ファクタ

リングと、2 社間ファクタリングがある。これらの違いとともにそれぞれの概

要を示す。 

 

2－1. 3 社間ファクタリング 5 

 ファクタリングの契約方式として基本的なものは 3 社間ファクタリングであ

る。3 社間ファクタリングでは、図表 2－6 の矢印 a のように、最終的に売掛

先企業が売掛金を支払う先はファクターである。そのため、売掛債権を得たフ

ァクターは売掛先の企業に通知あるいは承諾を得て、契約を結ぶことによって

実行される形となる。このプロセスを経ることで、ファクターにとって売掛金10 

の回収リスクが軽減されるため、安い手数料で資金調達をすることが可能にな

る。 

 

2－2. 2 社間ファクタリング 

 2 社間ファクタリングでは、矢印 a の流れではなく矢印 b のように、売掛先15 

企業からオリジネーターに売掛金が支払い、その後、矢印 c のように債権を保

有していた企業がファクターへ売掛金を引き渡すという仕組みとなっている。

つまり、オリジネーターとファクター間での取引（c）、そしてオリジネーター

と売掛先企業での取引（b）といった個別での取引が行われる。3 社間ファクタ

リングとは違い、ファクターと売掛先企業が直接取引を行う機会はないため、20 

売掛先企業の信用調査は行うものの、売掛金買収契約について売掛先への通知

や確認などが行われない。これによって、3 社間ファクタリングよりも迅速な

資金調達を可能にするのである。しかし、さまざまなリスクが発生するため、

3 社間ファクタリングよりも高い手数料がかかるというデメリットがある。 

 25 

3. ファクタリングと他の金融機関を介した資金調達方法との比較 

次にファクタリングと、ABL を含む金融機関を介した他の資金調達方法を比

較していく。なかでも、売掛金を活用した資金調達法であるという点では先述

した ABL と共通しているが、二つは異なる資金調達方法である。 

これらの大きな相違点は、先述した通り「借入」であるか「売買取引」かで30 
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ある。この点から、資金調達のプロセスでさまざまな違いが生まれている。 

まず、前節で述べた ABL を含む金融機関からの資金調達方法では、融資実行

に係る手続きや審査に時間がかかる。一方ファクタリングにおいてはファクタ

ーによる信用調査が行われる。この信用調査にかかるのは最短で即日というケ

ースも存在し、早期資金化という点はファクタリングのメリットであるといえ5 

よう。とくに、先述した 2 社間ファクタリングにおいてその利点が発揮される

といってよい。また、ファクタリングにおいては、信用度を問われるのはオリ

ジネーターそのものではなく、売掛債権および売掛先企業についての比重が大

きい。このことからも、ファクタリングは中小企業、なかんずく担保を十分に

持たない中小企業にとって有効な資金調達法であるといえる。 10 

また、バランスシート上の記載も異なる。金融機関を介した資金調達方法で

は、バランスシート上で借入金や負債が増加する。一方ファクタリングは売掛

金を売買する取引であるため、負債が発生しない。これによって、オリジネー

ターが今後銀行からの融資を受ける際に影響が及ばないという利点が生まれ

る。 15 

 

第二節 ベンチャー企業：ステージごとの資金ニーズとリスク 

ベンチャー企業の資金調達方法は、他の中小企業や大企業と異なる。その理由

は、ベンチャー企業は新規性の高い技術やビジネスモデルを武器としており、将

来に対する不確実性が高く、資金提供者にとってベンチャー企業への資金供給20 

はハイリスクであるためである。 

また、ベンチャー企業はその各成長ステージにおいても資金調達方法が異な

る。まず、ベンチャー企業の成長ステージは発展段階に応じて 4 つに分類され

る。それは、企業初期から順番にシードステージ、アーリーステージ、エクスパ

ンションステージ、レイターステージの 4 つである。シードステージは、商業的25 

事業がまだ完全に立ち上がっておらず、研究および製品開発を継続している企

業を指し、アーリーステージは、製品開発および初期のマーケティング、製造お

よび販売活動に向けた企業、エクスパンションステージは、生産および出荷を始

めており、その在庫または販売量が増加しつつある企業、レイターステージは、

持続的なキャッシュフローがあり、IPO 直前の企業を指す。各ステージの定義30 
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を以下の図表 2－7 にまとめた。 

 

図表 2－7 ベンチャー企業の成長ステージ 

ステージ 定義 

シード 商業的事業がまだ完全に立ち上がっておらず、研究および製品開発を継続

している企業 

アーリー 製品開発および初期のマーケティング、製造および販売活動に向けた企業 

エクスパンショ

ン 

生産および出荷を始めており、その在庫または販売量が増加しつつある企

業 

レイター 持続的なキャッシュフローがあり、IPO 直前の企業等 

  （出典：VEC（2016）『ベンチャー白書 2016』Ⅰ₋106 より筆者作成 

http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-5 

content/files/2016_VECYEARBOOK_JP_VNEWS_09.pdf） 

 

ベンチャー企業の資金調達方法が各ステージにおいて異なる理由は、シード

からアーリーステージにかけては、創業当初であり売上や担保になるような資

産もなく、エクスパンション・レイターステージと比べると、より信用度が低い10 

ためである。したがってこの時期では、親族・友人・知人・エンジェルなどから

資金調達をしている。エンジェルとは、創業間もないベンチャー企業への資金提

供を行う個人投資家のことをいう。エンジェルのバックグラウンドは、起業家の

成功者や特定分野の経験者など多様である。また、このシード・アーリーステー

ジにおいては国や大学などの公的機関も支援を行っている。次に、アーリーステ15 

ージからレイターステージにかけては、ベンチャーキャピタル（以下、VC と表

記する）が資金供給を幅広く行っている。VC とはベンチャー企業の成長を評価

し、成長性が高いベンチャー企業に投資をすることで、そのベンチャー企業が株

式上場を果たした後に、その株式を売却しキャピタルゲインを得ることを事業

の主たる目的とした組織を言う。VC はエンジェルと比べると利益により敏感な20 

ため、株式上場の可能性がより高い、アーリーステージからレイターステージに

位置するベンチャー企業への資金供給の比重を高めている。ベンチャー企業に

とってこの VC からの資金調達は、企業がさらなる成長をする上で欠かせない

存在となっている。その他、大企業などの民間投資もベンチャー企業の資金調達

法として上げられる。レイターステージ以降の株式上場を果たしたベンチャー25 
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企業は、資金調達の多くを株式により行っている。この株式上場が、ベンチャー

企業の一つの大きな目標と言っても過言ではなく、多くのベンチャー企業が株

式上場を目指している。その他、大企業に買収される M&A もベンチャー企業の

成功例と言えよう。 

また、ベンチャー企業の成長ステージには、いくつかの危機が存在する。シー5 

ドステージからアーリーステージに成長する段階では、一つの研究開発プロジ

ェクトが基礎的な研究から出発しなければならず、製品化を目指す開発段階へ

と進めない「魔の川」と呼ばれる危機が存在する。また、アーリーステージから

エクスパンジョンステージに成長しようとする段階では、製品開発や製造準備

により費用がかさみ、資金が尽きて倒産しそうになる「死の谷」と呼ばれる危機10 

が存在する。さらに、エクスパンションステージからレイターステージに成長し

ようとする段階では、開発した製品やサービスが市場に受け入れられず、倒産し

そうになる「ダーウィンの海」と呼ばれる危機が存在する。ベンチャー企業はこ

れらの障壁を乗り越えなければならない。以上のことを図表 2－8 にまとめた。 

 15 

図表 2－8 ベンチャー企業の成長段階における障壁と主な資金調達先 

 

（出典：松田修一（2014）『ベンチャー企業』p.70・信用キャピタル株式会社 

HP「創業・成長支援投資業務」より筆者作成 

 http://www.shinkin-vc.co.jp/invest/business/） 20 

 

 このように、ベンチャー企業は、各成長ステージによって、資金調達先が大き

く異なることが特徴的である。 



20 

 

 次にベンチャー企業の主な資金調達先について述べる。ベンチャー企業の資

金調達先は様々であるが、本節では、ベンチャー企業にとって主要である直接金

融（3F・エンジェル・VC・IPO）と間接金融（銀行融資）に分けて現状を述べ

ていく。 

 5 

1. 直接金融 

ベンチャー企業の資金調達における直接金融は、親族・知人、エンジェル、VC

などからの調達が該当する。 

 

1－1. 3F 10 

3F とは、Founder（創業者・自分）、Family（親族）、Friend（友人）の 3 つ

の頭文字の事を指し、ベンチャー企業の創業時（シードステージ）における一番

の資金調達先である。多くの起業化が起業資金をこの 3F から調達しており、起

業資金の調達先として 3F がかなりの割合を占めている。図表 2－9 に起業資金

の調達先をまとめた。 15 

 

図表 2－9 起業資金の調達先6 

 

                                                   
6  複数回答であるため、合計は必ずしも 100 にならない。 

中小企業庁委託「企業に関する実態調査」企業：株式会社帝国データバンク 

帝国データバンク（2011）「『経済成長の源泉たる中小企業に関する調査に係る委託事

業』報告書」 p.18 http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2011fy/0023223.pdf 
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（出典：中小企業庁（2011）「中小企業白書 2011」p.207 

http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/h23/h23_1/110803Hakusyo_p

art3_chap1_web.pdf） 

 

1－2. エンジェル 5 

  エンジェルとは、先にも述べたが、創業間もないベンチャー企業への資金提

供と経営アドバイスを行う個人投資家のことを言う。エンジェルのバックグラ

ウンドは、起業化の成功者や特定分野の経験者など多様である。日本国内のエン

ジェルの状況は、図表 2－10 によると、2008 年度のエンジェル投資家の数は約

1 万人であり、エンジェル投資家による投資案件 1 件あたりの平均投資額（年10 

間）は 100～300 万円、また、日本のエンジェル投資家の年間投資額は 200 億円

である。 

 

図表 2－10 エンジェル投資家の日米比較 

  日本 アメリカ 日本/アメリカ 

投資家数 約 1万人 約 23万人 約 4% 

年間投資額/件 約 100～300万円 約 5000万円 約 2～6% 

年間投資総額 約 200億円 約 2.5兆円 約 0.8% 

（出典：株式会社テクノリサーチ研究所（2009）「エンジェルネットワークの15 

形成促進に関する調査報告書」p.1 より筆者作成 

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angelnetworkhoukokusyo.pdf） 

 

エンジェルは、シードステージ以降、VC からの投資を受けるまでのベンチャ

ー企業の資金調達先として欠かせない存在である。それにも関わらず、図表 2－20 

10 の通り日本のエンジェル投資家の数は少なく、年間投資総額も投資 1 案件あ

たりの年間平均総額も少ない。アメリカと比べると、日本のエンジェル数・投資

額の少なさは一目瞭然である。 

 国もこのような状況の打開のために、エンジェル投資拡大に向けての政策に

取り組んでいる。その政策のひとつに、1997 年に施行されたエンジェル税制が25 

ある。エンジェル税制とは、個人投資家が投資時点、株式売却時点のそれぞれの

時点において、税制上の優遇措置を受けられるものである。具体的には、個人投
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資家はベンチャー企業へ投資した年に、ベンチャー企業への投資額から 2000 円

を引いた額を、その年の総所得金額から控除できる（ただし、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ほう）という優

遇措置 A と、ベンチャー企業への投資額全額を、その年の他の株式譲渡益から

控除できる（控除対象となる投資額の上限なし）という優遇措置 B のどちらか5 

を選択して受けることができる。その仕組みを図表 2－11 にまとめた。 

 

図表 2－11 ベンチャー企業へ投資した年に受けられる優遇措置 

 

（出典：経済産業省 HP「エンジェル税制の仕組み」 10 

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/structure/index.html） 

 

優遇措置 A の対象となるベンチャー企業は創業 3 年未満であり、優遇措

置 B の対象となるベンチャー企業は創業 10 年未満である。また、それぞ

れ以下のような要件がある（図表 2－12）。 15 

 

図表 2－12 優遇措置対象企業の要件（左：措置 A 右：措置 B） 

 

（出典：経済産業省 HP「エンジェル税制の対象要件」
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http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/subject/index.html） 

 

エンジェル税制は、個人投資家のその年の所得やキャピタルゲインを控除

することができ、その控除されたお金をその年、または来年に投資すること

もでき、エンジェル投資拡大に向け有力な政策となっている。しかし、この5 

制度は「平成 9 年度に導入されたが、平成 24 年度末までの累計の利用額は

88 億円にとどまり、ベンチャー企業の育成効果は限定的なまま」（産経ニュ

ース（2014 年 4 月 9日）「ベンチャー育成へ『エンジェル税制』拡充 成長

戦略の“起爆剤”に政府」 

http://www.sankei.com/economy/news/140409/ecn1404090015-n1.html ）10 

となっている。 

 

1－3. VC 

 日本の VC は主に 4 つの形態・社会に分類される。1 点目に金融系キャピタル

で、証券・銀行・生損保・外資などの金融機関を母体に設立されている。2 点目15 

は事業系キャピタルで、商社・製造業・サービス会社などの事業会社を母体に設

立されている。また、事業系キャピタルは、コーポレートベンチャーキャピタル

（CVC）とも呼ばれ、特に大手企業がシナジー効果を期待してベンチャー企業

に投資する傾向がある。3 点目は専門系キャピタルで、VC のみを業務としてお

り、ベンチャー支援専門家によって設立されている。そして 4 点目に公的キャ20 

ピタルで、日本政策金融公庫や地方自治体などの公的機関によって設立されて

いる。 

 日本国内の VC における投資社数・投資額は、「2008 年度のリーマンショック

により大きく落ち込んだが、2010 年度以降は回復傾向にあり、2011 年度の投資

は 1017 社、1240 億円に回復している。また、投資先企業の段階については、25 

シードステージが 2010 年度の 4.4%から 2011 年度の 15.7%に増加しており、

ベンチャーキャピタルが将来性のある企業に対し、早い段階で投資する方向に

シフトしている」（総務省（2013）「平成 25 年度版 情報通信白書」p.59 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h25/pdf/n1200000.pdf ）

となっている。それを示したのが以下の図表 2－13 である。 30 
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図表 2－13 国内 VC における投資件数・投資額推移と投資額ステージ 

 

（出典：総務省（2013）「平成 25 年度版 情報通信白書」p.59 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h25/pdf/n1200000.pdf

） 5 

 

 また、図表 2－14 によると、2013 年には海外向け投資金額が国内向け投資金

額を上回ったが、2014 年度以降は国内向け投資額が上回り、リーマンショック

前ほどではないが、投資金額・投資件数ともに数字が伸びていることがわかる。 

 10 

図表 2－14 ベンチャー投資額・投資件数の推移 

 

（出典：VEC（2017）「2016 年度ベンチャーキャピタル投資動向調査 年度速
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報」p.2http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-

content/files/20170822_07_VECNEWS_H29_No21_YEAR.pdf） 

 

1－4. IPO 

 IPO とは、ベンチャー企業等の未上場企業が、新規に株式を証券取引所に上5 

場し、投資家に株式を取得させることを言う。新たに株式が公募される上場前に、

VC などの株主が保有している株が売り出される。VC はこのキャピタルゲイン

を事業の主たる目的としている。ベンチャー企業にとって IPO は、直接金融市

場から広く資金調達をすることを可能にし、また知名度も上がり社会的な信用

を高めることができるので、銀行からの融資なども受けやすくなるといったメ10 

リットがある。ベンチャー企業にとって、VC からの資金調達を受けるためにも、

この IPO がひとつの指標となっている。日本国内の新規上場会社数の推移を図

表 2－15 にまとめた。これより、近年は増加傾向にあることがわかる。 

 

図表 2－15 新規上場会社数の推移（単位：社） 15 

（出典：赤木 啓輔（2016）「2015 年 IPO 市場の動向」p.11  

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/get-

connected/pub/atc/201603/jp-atc-kaikeijyoho-201603-03.pdf） 

 20 
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 株式公開は従来、ある程度の規模があり、安定した収益を確保している企業が

行うものとされており、高い技術力を保有している、あるいは独自のサービスを

提供しているなど、大きな成長を秘めた企業であっても、一定の基準を満たすこ

とができずに公開を断念せざる得ないケースもあった。しかし、近年では店頭

（ジャスダック）市場が改革を推し進めてきたことや、マザーズ、ヘラクレスと5 

いう新興企業向けの新市場が相次いで創設されたことにより、新たな可能性が

開かれた。現在では、これまで以上に多くの企業に株式公開のチャンスが与えら

れている。 

 ベンチャー企業にとって、IPO はひとつの大きな資金調達源となる。したが

って、証券市場での新たな動きは有意義なものである。しかし、シード・アーリ10 

ーステージにおいては、株式上場による資金調達はまだまだ敷居が高いことが

現状である。 

 

2. 銀行融資 

 一般の中小企業と異なり、ベンチャー企業にとって、銀行からの融資はとても15 

高い壁である。なぜなら、先述したように、ベンチャー企業は新規性の高い技術

やビジネスモデルを武器としているので、将来に対する不確実性が高く、また、

創業当初は売上や担保になるような資産もないためである。銀行は、審査項目の

定量評価と定性評価、この 2 つの評価スコアから格付を行っており、各銀行に

より配点基準に差異がある。定量評価の項目には自己資産比率や流動比率など20 

が含まれており、定性評価では、経営状態、競合状態などの項目が存在する。ベ

ンチャー企業にとって、シード期は自己資産を獲得できず、銀行の融資を受ける

事が困難である。 

 その反面、銀行はベンチャー企業支援にも力を入れている。三井住友銀行は

2005 年 9 月に SMBC ベンチャーキャピタルを設立し、完全子会社とした。25 

SMBC ベンチャーキャピタルは 2010 年以降、累計 300 件以上の投資を行って

いる（図表 2－16）。その他、三菱 UFJ や、みずほなど大手銀行の子会社もベン

チャー企業への投資で実績を上げている。 

 

 30 
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図表 2－16 SMBC ベンチャーキャピタル 投資実績 

 

（出典： SMBC ベンチャーキャピタル HP「投資実績」 http://www.smbc-

vc.co.jp/） 

 5 

第三章 日本企業の資金調達の課題 

第一節 中小企業：流動資産の活用に関する課題 

 中小企業の資金調達は、第二章で述べた通り、不動産担保や信用保証協会の

保証による銀行からの借入が中心で、その他の借入としては公的金融からの借

入が多い。不動産を担保として資金調達を行うのは、多くが中小企業の小規模10 

事業者である。そのほかの中規模事業者、または十分に担保を保有していない

小規模事業者にとって、無担保で銀行からの借入は困難であるため、信用保証

協会の保証によって、それを元に銀行からの借入をすることができる。2014

年 3 月時点で「保証協会を利用する中小企業は 146 万企業あり、その 99%が小

規模事業者」となっている。（JFG 一般社団法人全国信用保証協会連合会15 

（2014）「初めての融資と信用保証」

http://www.zenshinhoren.or.jp/basic/index.html）。しかし、第四章で後ほど述

べるが、信用保証協会には大きな負担がかかっている。信用保証協会の負担軽

減、不動産以外での担保で銀行から借入をするために、ABL やファクタリング

といった、流動性資産の活用が望ましい資金調達方法の一つであると考える。20 

本章では、特に ABL とファクタリングによる資金調達に関するそれぞれの課

題について検討する。 
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1. ABL におけるコストと市場規模 

第二章で示したように、従来の不動産担保融資に比べ、ABL において担保と

する資産は短期間で増減することから、随時チェックする必要があり、金融機

関は頻繁にモニタリングする必要性があるためにコストがかかるということに

加えて、日米の ABL 市場規模を比べると、図表 3－1 のように日本の ABL 市5 

場は小さいという課題がある。動産担保融資による貸付の普及率は低いことが

わかる。図表 3－2 では、ABL の融資対象先検討時における課題について「物

件の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

管理状況について把握ができていない」、「ABL に対する企業の認知度が低い」

等の項目が高い割合を占める。企業の商流については把握ができているが、企10 

業が保有する売掛債権や在庫等の動産が担保として適正かどうか判断できない

ことや、そうした資産を企業がしっかり管理できているのかを把握できていな

いことも理由として挙げられる。 

 

図表 3－1 ABL 市場規模日米間比較 15 

 

（出典：経済産業省（2014）「ABL の普及促進の政策的意義について」P.5 

http://www8.cao.go.jp/kisei-

kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg2/sogyo/140224/item2-3.pdf） 

 20 
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図表 3－2 ABL の融資対象先検討時における課題 

 

（出典：中小企業庁（2016）「中小企業白書 2016『資金調達の多様化に向け

て』http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/H28/h28/index.html） 

  5 

2. ファクタリングによる資金調達の課題 

ここではファクタリングの課題として、手数料が高額になりやすいことを取

り上げる。融資による資金調達での負担費用となるものは金利であるが、ファ

クタリングにおいては手数料のみとなる。手数料は、基本的に売掛先の与信状

況や 2 社間か 3 社間かの取引形態の違いなどによる、ファクターが負担するリ10 

スクの高さに応じて決まるのである。本稿ではそのリスクについて、フロード

リスクとコミングリングリスクを取り上げる。 

1 点目にフロードリスクとは、取引する予定の債権そのものが存在していな

いか、または債権が存在したとしても、既に第三者へ譲渡されており売掛金が

回収できなくなるというリスクである。2 点目にコミングリングリスクとは、15 

回収した売掛金がオリジネーターの口座を経由する場合、すなわち 2 社間ファ

クタリングの際に想定する必要のあるリスクである。コミングリングリスク

は、オリジネーターが売掛先から回収した売掛金をファクターに引き渡す前に

他の目的に使用してしまい、資金の流れが把握できなくなるリスクである。こ

れらのリスクを背景として、手数料が高額となっている。 20 



30 

 

この手数料の掛け目や割引率に対する法規制はなく、ファクターは利用企業

に対して自由な価格を設定でき、2 社間ファクタリングにおいては特に高く設

定されるのが現状である。融資の場合は「元本 100 万円を超えるときは年率

15%までと決まっており、月利では 1.25%である。一方、ファクタリングは債

権のリスクを査定した上で請求額面を減額して買い取る。請求額面の 90%で買5 

い取ったときの手数料は 10%となる。ファクタリングの契約から決済日までの

日数が 30 日とすると、月利 10%となり、年利に換算すると 120%に相当」す

る（株式会社 MEDS JAPAN HP「ファクタリングについて」

http://medsjapan.jp/what-is-factoring/factoring_manual#i-27）。また、仮に高

額な手数料を請求する悪質な業者と契約した場合には、売掛先を巻き込んだ問10 

題になることも十分に考えられる。それによって取引先の信用を失ったとすれ

ば、その後の取引にも影響を及ぼす危険性があり、中小企業にとっては大きな

打撃となるであろう。 

このような手数料を規制するものはないのであろうか。貸金業法では貸金の

定義を、「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭15 

の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む」としている（福岡

県庁（2015）「貸金業の登録」

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/tourokunituite.html）。しかし貸金業

法は、元来貸金事業者と個人による取引（B to C）を想定し定められている点

に留意する必要がある。すなわち、ファクタリングは事業者間での取引（B to 20 

B）であるため、同法の規制の対象とはならない。以上のことから、ファクタ

リングにおける手数料はファクターが自由に決定できるのである。 

この手数料を比較的抑えることができるのは 3 社間ファクタリングである

が、売掛先企業への通知があるため、企業の経営状態が芳しくないことを疑わ

れるといった風評被害を受ける可能性がある。このような風評被害は、中小企25 

業にとって信用低下につながりかねないため、避けたい問題である。以上のこ

とから、ファクタリングによる資金調達における手数料は、不十分な法整備に

よって自由に決定できるため、時に高額に上り結果として融資を受けるよりも

コストがかかることがわかる。 

第二節 ベンチャー企業：創業時における課題 30 
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 ベンチャー企業の資金調達の課題として、ベンチャー企業の創業期（シードス

テージ）における資金調達が挙げられる。先にも述べたが、多くの起業家が起業

資金を自己資金で調達している。また、たとえ創業でき、アーリーステージへと

成長したとしても、新たに資金調達ができなければ自己資金が底をつき、ベンチ

ャー企業は倒産するであろう。よって、シード、アーリーステージのベンチャー5 

企業の資金調達が大きな課題である。シードステージにおける資金調達の課題、

ダーウィンの海の課題も重要であるが、本稿では主に、本大会主旨文に記載され

ているベンチャー企業の定義に従い、アーリーステージ付近の死の海を乗り越

えるための資金調達の課題について現状を踏まえ、考察していく。 

 10 

1. エンジェル税制の認知不足 

 第二章でエンジェル税制について述べたが、エンジェル税制導入による

エンジェル投資の拡大の効果は、未だに限定的である。そのような背景に

は、エンジェル税制について、あまりエンジェル投資家に知られていない

事実がある。また、名前は知っていても内容までは知らないというエンジ15 

ェル投資家も存在する。さらに、エンジェル税制について知っているが、

利用したことがないというエンジェル投資家も存在する。図表 3－3 の左方

によると、エンジェル税制の内容を知っている個人投資家の割合は 32.8%

であった。また、図表 3－3 の右方によると、エンジェル税制の内容を知っ

た上で、エンジェル税制を利用した個人投資家の割合は 29.5%であった。 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

図表 3－3 エンジェル税制の認知状況と活用状況 30 
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（出典：野村総合研究所（2013）「個人投資家によるベンチャー企業等へ

の投資活動の実態に関する調査 —報告書—」p.42 より筆者作成 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2013fy/E003176.pdf） 

 5 

また、図表 3－4 によると、エンジェル税制について認知していたとしても、

利用しない人も存在し、その理由として、エンジェル税制によるメリットよりも、

そもそもベンチャー企業への理解が低いことがわかる。 

 

図表 3－4 エンジェル税制を利用しなかった理由（複数回答可） 10 

 

（出典：野村総合研究所（2013）「個人投資家によるベンチャー企業等への投

資活動の実態に関する調査 —報告書—」 p.47 より筆者作成 

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2013fy/E003176.pdf） 

 エンジェルは、ベンチャー企業のシード・アーリーステージの資金調達におい15 
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て重要な役割を果たすが、エンジェル数は少ない。また、エンジェル拡大に向け

た国の政策であるエンジェル税制も、上手く活用されていないといえる。 

 

2. 個人投資家数の規模 

 日本の個人投資家数は、アメリカと比較すると規模が小さい。図表 2－10 に5 

あるように、日本のエンジェル数は、約 1 万人であるのに対し、アメリカのエン

ジェル数は約23万人である。また、ベンチャー企業への投資国際比較において、

図表 3－5 によると、日本は、投資金額、投資件数共に、アメリカや中国、欧州

に劣っている事が分かる。また、図表 3－6 によると、日本、アメリカ、ユーロ

エリアの各家計の金融資産構成は、アメリカ、ユーロエリアと比べ、日本は、株10 

式保有が 10%と低く、51.5%が現金・預貯金で金融資産を保有している事が分か

る。また、個人株主数に関しては、「2016 年度の全国 4 証券取引所上場会社の個

人株主数は、前年度比 23 万人（0.4%）増加して 4967 万人」（東京・名古屋・福

岡・札幌証券取引所（2017）「2016 年度株式分布状況調査結果の概要」p.3 

https://www.fse.or.jp/files/sta_dis/report2016.pdf）となっている。それを示した15 

のが図表 3－7 である。具体的な個人投資家数は分からないが、個人株主数は、

年々増加し続けているので、個人投資家数も増加していることが予想される。し

かし、これは上場企業に対しての個人株主数であるので、これに該当しない個人

投資家数は上記の理由から、横ばいの状態であることが予想される。以上の事か

ら、上場企業への投資は、ある程度増加しているが、ベンチャー企業への投資は、20 

未だ活発ではないことがわかる。したがって、ベンチャー企業への投資促進、ま

たそもそも個人投資家をより増やしていくことが課題である。  
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図表 3－5 ベンチャー投資実行額の国際比較 

 

（出典：VEC（2016）「ベンチャー白書 2016」I-4  

http://www.vec.or.jp/wordpress/wp-

content/files/2016_VECYEARBOOK_JP_VNEWS_09.pdf） 5 

 

図表 3－6 家計の金融資産構成 

 

（出典：日本銀行調査統計局（2017）「資金循環の日米比較」p.2  

https://www.boj.or.jp/Statistics/sj/sjhiq.pdf） 10 
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図表 3－7 個人株主数（延べ数）の推移 

 

（出典：東京・名古屋・福岡・札幌証券取引所（2017）「2016 年度株式分布状

況調査結果の概要」p.3 から筆者作成 

https://www.fse.or.jp/files/sta_dis/report2016.pdf） 5 

 

第四章 公的金融のあり方 

 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であり、政

府が経済発展や国際協力、産業の育成、国民生活の安定等といった「一定の政策」

を実現することを目的とした機関である。現在日本には、以下の図表 4－1 のよ10 

うに、政策金融機関（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（沖縄振興開発金融公庫）、独立行政法人（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。 

 

図表 4－1 公的金融機関の種類 15 

 

（出典：商工総合研究所 （2013）「中小企業各政府系金融機関の役割」 

file:///C:/Users/kakoy_000/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/

TN8SV1SH/25-7.pdf） 
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本章では、これらの機関のうち、中小企業、ベンチャー企業の資金調達におい

て主要である、日本政策金融公庫と信用保証制度について述べる。 

 

第一節 日本政策金融公庫 

日本政策金融公庫は、100%政府出資の政策金融機関であり、今後の日本経済5 

の発展のため、創業・新事業、事業再生、ソーシャルビジネス、海外展開、農林

水産業の新たな展開への支援など、成長戦略分野に融資をしている。融資先対象

は個人、ベンチャー企業、中小企業・小規模事業者等が対象であり、国民生活事

業、中小企業事業、農林水産事業の 3 つの機能をもつ。以下の図表 4－2 より、

日本政策金融公庫が行っている融資は、2015 年度には 40 万件、融資総額は10 

22990 億円であり、多くの企業に融資をしていることがわかる。 

 

図表 4－2 日本政策金融公庫の融資実績の推移 

 

（日本政策金融公庫 HP「日本政策金融公庫の融資実績の推移」 15 

https://www.jfc.go.jp/n/company/national/condition.html）  

 

日本政策金融公庫が行う他の融資には、セーフティーネット貸付や資本性ロ

ーンがある。 

資本制ローン制度は、無担保・無保証人で最大 2000 万円 まで融資を受ける20 

ことができる仕組みをもつ。この制度の特徴は、借入金を自己資本と財務諸表に

計上することができる点である。すなわち自己資本が強化されることで、企業の

信用力が向上し、金融機関からの資金調達をしやすい環境を整えることができ

る。 
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第二節 信用保証制度 

日本企業の多くは十分な不動産担保、不動産の代わりになる資産を保有して

いない。したがって、銀行からの借入の際に担保になる資産がない、または借入

に対しての担保が足りていないため、借入が困難であった。そこで、公的機関が

保証人として債務を保証することで、企業が資金調達をしやすくする信用保証5 

制度を設けた。信用保証制度は、信用保証協会が企業の債務を金融機関に保証す

る保証制度である。図表 2－4 が示すとおり、この制度を利用した資金調達は最

も多く利用されている方法である。特に中小企業、ベンチャー企業は、不動産に

よる担保、担保にする資産を十分に保有している企業が少ないため、この制度が

多く活用されている。 10 

 以下の図表 4－3 は、信用保証制度のしくみを示す。企業が金融機関の窓口を

通して、保証を申込み、信用保証協会が受理することで、企業が信用保証協会の

保証を得て、金融機関からの融資を受けることができる。企業は、金融機関から

の融資を受けた際、金利とは別に、信用保険料を信用保証協会に払う。もし、企

業が倒産、債務不履行等に陥った場合に、金融機関に対して保証協会が弁済する15 

仕組みとなっており、これを代位弁済と言う。一部地域では、自治体が保証協会

に対して損失補償をするところもある。 

 

図表 4－3 信用保証制度の仕組み 

 20 

（出典：岩手県信用保証協会 HP「信用保証制度とは」 

http://www.cgc-iwate.jp/01_what/index.html） 
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ここで信用保証制度の一つとして、本稿で述べてきた流動化資産を用いた資

金調達を促進する、売掛債権担保融資保証制度について取り上げる。売掛債権担

保融資保証制度とは、中小企業の保有する売掛債権や在庫を担保とした融資に

対して、信用保証協会が保証を行い、個人保証や不動産担保に過度に依存しない

資金調達を支援するものである。2001 年 12 月からこの制度が開始された。保5 

証額は借入額の 90%で、制度上での保証上限額は 1 億円、借入上限額は 1 億 

1,100 万 円である。借り手が借用証書の代わりに約束手形を振り出して金融機

関に差し出す、手形借入れの形式をとる。融資の返済期日は、売掛債権の入金予

定日に設定することが基本となっている。また、利用企業には、金融機関に対し

て売掛債権の状況を定期的に報告することなどが求められる。 10 

政府は、本制度がこれまでの金融実務から見て、中小企業、民間金融機関の両

者にとってなじみがないことから、第三章で挙げたファクタリング等の風評被

害を防止し、正しい認知と理解を拡大するための活動を行っている。具体的には、

経済産業省が「全国の商工会等を通じた 200 万部のパンフレットの配布や、テ

レビ番組において本制度の紹介、全国紙での 4 回にわたる広告」等、広報活動を15 

行っている（経済産業省（2002）「売掛債権担保融資保証制度の創設の背景と現

状」p.8 www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/uri_haikei_genjo.pdf）。また、

「全国 9 ブロックにおいて、2002 年 3 月から 4 月に経済産業大臣、副大臣又は

大臣政務官の出席の下、金融機関、商工団体、信用保証協会等の関係者を一堂に

会した会議を開催し、意見交換を行うととともに、本制度の理解を深めるために20 

「ユーザーマニュアル」、「活用事例集」等を配布」を行った（経済産業省（2002）

「売掛債権担保融資保証制度の創設の背景と現状」p.8  

www.chusho.meti.go.jp/kinyu/download/uri_haikei_genjo.pd）。 

 

第五章 中小企業とベンチャー企業の資金調達に関する提言 25 

第一節 中小企業の資金調達に関する提言  

 第三章で挙げたように、ABL やファクタリング等の売掛債権を用いた資金調

達は、不動産担保を保有していない中小企業にとってメリットのある資金調達

法である。しかしこれらの資金調達法には、さまざまな課題があることを第三章

で示した。本節では、売掛債権を用いた資金調達法の課題への提言を述べていく。 30 
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1. IT の活用による売掛債権を利用した資金調達にかかるコスト削減 

 売掛債権などの流動資産はその増減が激しいことから、金融機関は融資に際

して常にモニタリングをする必要があり、売掛債権を用いた資金調達ではコス

トが多くかかる。加えてファクタリングについては、リスク等に裏付けされた高

額な手数料を課題として挙げた。 5 

これらの解決策として、金融機関が合同でモニタリングコストを捻出し、流動

資産の変動やリスクをモニタリングするソフトウェア及びシステムの開発をす

ることを提言する。金融機関が合同でコストを捻出することで負担を軽減でき、

加えて人工知能やクラウドコンピューティング等最新の IT を活用することで、

金融機関同士での高質な企業の情報分析及び提供を行えるようになると考える。10 

多くの金融機関が対象企業についての情報をもつことにより、企業にとっては

資金調達しやすい環境づくりができ、金融機関にとっても情報の非対称性が軽

減され、明確化した担保があることによって ABL による融資及びファクタリン

グでの取引が行いやすくなり、金利や手数料といったコストが低下することが

期待される。 15 

 

2. ファクタリングに関する法整備の強化 

 第三章では、ファクタリングの高額な手数料に加え、それを規制する法律がな

いことを課題として述べた。日本ファクタリング業協会によると「貸金業法は、

貸金業者の健全経営をはかるとともに個人消費者を保護するためのものである20 

ことから、ファクタリングを行う事業者間の取引において貸金業法による規制、

貸金を受ける者らの保護を目的とした規制の必要性は乏しい」ものと考えられ

る。しかし、先に述べた手数料の課題解決には、ファクタリングを利用する企業

の保護が不可欠である。今後は、B to C の取引を規制する法律だけでなく、フ

ァクタリングのような B to B の取引、なかでも手数料に関してファクターを取25 

り締まるような法整備が必要である。それによって、ファクタリングを利用する

企業の負担が軽減され、中小企業にとって資金調達の環境が改善されると考え

る。 

 このように、特に売掛債権を利用した資金調達法の課題解決には、最新技術を

活用したコストの削減や、法規制を整えていくことが重要である。 30 
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第二節 ベンチャー企業の資金調達に関する提言 

本節では、ベンチャー企業にとって望ましい資金調達方法を提言する。第三章

で述べた通り、ベンチャー企業への資金調達は円滑に機能していない。第三章で

挙げた 2 つの課題に対し、それぞれ提言を述べていく。 5 

 

1. YouTube を利用したエンジェル税制認知向上 

 日本国内のエンジェル投資家数の増加に向け、エンジェル税制の認知の拡大

と共に、資産を持っているが投資をしたことがない、眠っているエンジェルの発

掘や、学生など将来的にエンジェルになりうる可能性のある、潜在的なエンジェ10 

ルへの教育が重要であると筆者は考察する。 

 そこで、筆者は上記の課題を解決するために、SNS を利用しエンジェル投資、

エンジェル税制について、より多くの人、特に若い世代に知ってもらう施策を提

案する。 

 現在、エンジェル税制について経済産業省のホームページで閲覧することが15 

可能であるが、経営者ならともかくエンジェルが閲覧する機会はあまりない。ま

た、経済産業省は YouTubeにもエンジェル税制に関する動画を投稿しているが、

平成 29 年 10 月 13 日時点で、視聴回数は 1,309 回に留まっている。さらに、経

済産業省の Twitter では 2016 年 3 月 28 日を最後に、エンジェル税制に関して

のツイートは無かった。このように、経済産業省によるエンジェル税制に関する20 

情報はあまり世間に発信されていない。したがって、エンジェルや一般の投資家、

特に若い世代の目や耳に自然にエンジェル税制の情報が入ってくるような対策

が必要である。 

 そこで筆者は、SNS、特に YouTube の動画広告に着目する。図表 5－1 によ

ると、YouTube の利用率が高いことがわかる。  25 
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図表 5－1 主なソーシャルメディアの利用率（全年代・年代別） 

 

（出典：総務省（2017）「平成 28 年情報通信メディアの利用時間と情報に関す

る調査」p.8  http://www.soumu.go.jp/main_content/000492875.pdf） 

 5 

まず、YouTube の動画広告については、視聴者が見ようとした動画の再生前、

もしくは再生途中で流れる動画の事を指し、テレビで例えるならばコマーシャ

ルのようなものである。YouTube は図表 5－1 に示した通り多くの人が利用する

ので、宣伝には格好の媒体であるといえる。最近では、SUNTORY やリクルー

ト、SONY などの企業による動画広告を目にする機会が増えた。さらに、人気10 

の高い YouTuber の動画に動画広告を掲載することで、大きな宣伝効果が期待

できる。図表 5－2 によると、視聴者の 4 割以上が、YouTube の動画広告をスキ

ップできるのにしなかったことがあると分かり、約 2 割の人が動画広告を見た

後に、広告元サイトへ訪問したことがあることが明らかとなった。  
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図表 5－2 動画広告に関するアンケート 

 

（出典：株式会社ジャストシステム（2015）「動画広告に関するアンケート」 

https://marketing-rc.com/report/report-dougakoukoku-20150115.html） 

 5 

 このように、YouTube の動画広告に影響を受けている人は存在し、エンジェ

ル税制の認知の拡大、あるいは眠っているエンジェルの発掘に大きく期待でき

る。また、若者の YouTube の利用率が高いことから、潜在的なエンジェルへの

教育にも大きく期待できる。 

さらに、エンジェル税制について知ってもらえるような、話題性のある動画の10 

作成も重要である。動画による PR に関して、最近話題になったのが、昨年、大

分県別府市の市長が発表した「湯～園地（ゆうえんち）計画」で、今年の 7 月に

実際に実施されたものである。この「湯～園地（ゆうえんち）計画」は温泉と遊

園地を組み合わせ、町の活性化を図ろうとしたものである。この計画の実施には

条件があり、YouTube で PR 動画の視聴回数が 100 万回を超えることであった15 

が、見事達成され実施に至った。このように、経済産業省などが、話題となるよ

うなエンジェル税制動画の作成に力を入れることも、多くの人にエンジェル税

制の認知の拡大、眠っているエンジェル、及び潜在的なエンジェルの採掘につな

がると言える。 



43 

 

 

2. “投資”のイメージを変える教育  

ベンチャー企業を支援していくために、まずエンジェルや VC などの個人投資

家の数の規模を大きくすることが重要である。そのためには、投資に対しての

イメージを払拭しなければならない。日本人は投資に対して、負のイメージを5 

持っている人が多い。それは、日本はかつてから、農耕民族であり、リスクよ

り安定性を求める特性があるからである。また、日本は株式投資に対する教育

のレベルが低いことも理由として挙げられる。図表 5－3 によると、新規投資

家が抱く投資のイメージとして、「素人には難しい」が 51.2%、「不安・心配で

ある」が 47.8%、「リスクが高い」が 45.9%と投資に対しての理解が低いこと10 

がわかる。投資に対する十分な教育を受けることがないまま社会に出ると、そ

の結果、投資詐欺事件や、投資に失敗して困窮した生活を送る人の情報に触れ

るなどし、投資というイメージが危険や悪、金儲けなど、悪いイメージを形成

することになる。 

 15 

図表 5－3 新規投資家の投資に対するイメージの変化（複数回答） 

  

（出典：野村総合研究所 HP（2014）「NISA の利用実態調査（第 6 回）」 
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https://www.nri.com/jp/news/2015/150212_2.aspx ） 

 

したがって筆者は、高等教育での、金融商品の活用に関する学習内容の拡充が

重要であると考察する。平成 26 年度時点で、「高等学校では金融教育が実施さ

れているが、金融の仕組みと働きや、為替相場の理解が学習すべき内容とされて5 

おり、マクロ的観点を中心としている」（文部科学省（2014）「文部科学省にお

ける金融経済教育の取組について」p.13  

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/saimu/kondankai/dai04/siryou7.pdf）となっ

ている。よって金融商品については、あまり授業で触れられていないことがわか

る。高等学校においては、投資が日本経済における重要な役割を担っているとい10 

う事を教えていくことが重要である。その中で、もちろん資産を増やすといった

視点も重要であるが、個人投資家が日本経済の発展に寄与しているといった視

点を、生徒に持たせることも重要である。高等教育でこのような教育を実施する

ことで、投資に対して肯定的なイメージを持つ人の増加につながると期待でき

る。その際、投資先は大企業が全てではなく、ベンチャー企業への投資もひとつ15 

の選択肢としてあることを教えていく必要がある。具体的には、ベンチャー企業

の重要性や、ベンチャー企業の資金調達先などを教えていけるとよい。その結果、

ベンチャー企業への投資の理解も深まり、エンジェルや VC の数の増加につな

がると期待できる。 

 20 
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終章 

 

本論では、中小企業とベンチャー企業の資金調達の現状、課題、その課題に対す

る提言を述べた。 

まず、中小企業の資金調達に関して、中小企業が間接金融の不動産担保によ5 

る銀行借入中心で資金調達を行っていることを述べ、流動資産による資金調達

が今後、資金調達として重要であると述べた。流動資産を用いた方法のうち、

ABL とファクタリングを取り上げ、モニタリングにかかるコストや手数料に関

する課題について検討した。そして、IT を活用することによるコスト削減と、

ファクタリングを取り締まる法整備について提言した。 10 

ベンチャー企業の資金調達に関しては、第二章で、ベンチャー企業は 4 つの

成長ステージにより、それぞれ異なった資金調達が行われていることについて

述べた。具体的には、魔の川や死の谷、ダーウィンの海といった、ベンチャー

企業が乗り越えなければならない危機が存在する。更に、魔の川や死の谷が存

在する、ベンチャー企業の創業期において、重要な役割を占めるのはエンジェ15 

ルであるが、エンジェルは十分に拡大していな現状があるということについて

述べた。最後に、エンジェル投資拡大に向け、国の制度であるエンジェル税制

が、あまり認知されていないということを課題と捉え、SNS の利用によるエン

ジェル税制の認知向上についての提言を述べた。また、そもそも日本は、投資

に対してのイメージが悪いという事から、高等学校での金融教育において、金20 

融商品の項目、さらに、ベンチャー企業の項目を加えるべきであると述べた。 

 グローバル化がますます進む中、日本経済の将来を担うのは、中小企業やベ

ンチャー企業である。もちろん、大企業も重要であるが、中小企業やベンチャ

ー企業が成長しなければ、日本経済は衰退してしまう。そうさせない為にも、

中小企業、ベンチャー企業の資金調達の課題に対して、より一層の議論が重要25 

であると思われる。 

 

 

 

 30 
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