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はじめに  

 近年、我が国の経済状況は緩やかに改善が続いており、2017 年においては実

質 GDP 成長率がプラスとなり、直近では 2013 年の 2.0％に次ぐ水準となった。

これに伴い、生産年齢人口が減少する中でも就業者数が増加するなど所得・雇

用面で経済の好循環が見られる。その一方で、担保不足や多様な資金調達方法5 

の未活用などといった資金調達面における課題も懸念されている。  

 我が国の労働市場を支えているのは、中小企業であるといっても過言ではな

い。2014 年 7 月時点における中小企業庁の調査によると、中小企業は日本の全

企業の 99.7％を占めており、全従業員の７割以上が中小企業に勤めている。し

かし、日本の経済を支えている中小企業の資金調達が円滑に進んでいないのが10 

我が国の現状である。その原因は、前述したような担保不足、多様な資金調達

方法の未活用など多岐にわたる。  

また、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・拡大の意欲がある企業であるベンチャー企業は、大企業や中小企業に比

べ規模は小さいが、抱えた成長意欲はイノベーションの原動力であり、日本の15 

さらなる経済発展に貢献している。しかし、ベンチャー企業においても資金調

達が円滑に進んでいないのが現状である。創業期における担保や信用力の不足、

クラウドファンディングをはじめとする資金調達方法の未活用の問題などによ

り、満足な資金調達ができていない。  

このように、日本の経済成長を支える主軸であり、今後の発展のためにも欠20 

かせない中小企業やベンチャー企業の資金調達が円滑に進んでいない現状は、

大きな問題であると我々は考える。そこで我々は、中小企業とベンチャー企業

のそれぞれの現状・特徴に合わせ、今後の成長の助けとなるような資金調達方

法をいくつか提案することで、現状の問題を改善する効果的な資金調達が行わ

れることを目指す。  25 

本論文では、まず初めに第１章で出資と融資の違い、そして現在中小企業・

ベンチャー企業においてどのような資金調達方法が使われているのかを直接金

融と間接金融に分けて述べ、最後に公的支援のあり方について説明する。第２

章では中小企業、第３章ではベンチャー企業の資金調達における現状、そして

資金調達の際に直面する課題点について述べる。そして最後に第４章では、中30 
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小企業とベンチャー企業の資金調達における課題点をもとに、資金調達がより

円滑、効果的になるための提案を述べていく。 

 

第 1 章 中小・ベンチャー企業の資金調達について  

本章ではまず、第 1 節において出資と融資の違い、第 2 節において中小・ベ5 

ンチャー企業の主な資金調達手段について直接金融と間接金融に分けて述べて

いく。第 3 節においては、公的支援のあり方について示していく。  

 

第 1 節 出資と融資の違い 

本節においては、資金調達の際に前提となる出資と融資の違いについて論述10 

していく。企業の資金調達の手段は大きく分けて「出資」と「融資」があげら

れる。それぞれの目的やメリットについて、下記の図 1-1 をもとに記載してい

く。 

図 1-1）出資と融資の違い 

 出資  融資  

目的  投資先事業の成長のため 利益を得るため  

重視される項目  将来性  安定性  

返済の必要性  なし あり 

利息  基本的にかからない  基本的にかかる  

メリット  担保・保証人なしで借りられ

る 

経営の自由度を保てる  

公的 金融 から は低 金 利で

融資を受けられる  

デメリット  経営の自由度が下がる  

高度な経営判断が必要  

場合 によ って は担 保 や保

証人が必要  

出典)筆者作成  15 

最大の違いはやはり返済の必要性の有無である。出資の場合は出資先が後述

する IPO や M&A によって Exit した際に、出資者側が保有株式を売却すること

で資金を回収するため、直接的な返済の必要性はない。一方、融資の場合は利

益を得ることが目的となっており、その利益を金利によって獲得しているため

返済の必要性がある。またメリット・デメリットとしては、出資の場合は株式20 
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の保有率によって経営の自由度が下がってしまうというリスクがあるが、融資

の場合は株式を譲渡することがないため、経営の自由度に関しては保たれてい

る。反面、担保や保証人の必要性という面で見ると、出資はそれらの要素が必

要ないというメリットがあるのに対し、融資は場合によって担保や保証人を必

要とすることがある。どちらの資金調達方法も用途が差別化されているため、5 

企業が円滑な資金調達を実現するためには、その規模や性質によって出資と融

資を使い分ける必要がある。  

 

第 2 節 中小・ベンチャー企業の資金調達手段 

中小企業、ベンチャー企業の資金調達手段の多くは直接金融と間接金融に分10 

類することができる。  

⑴  直接金融  

直接金融とは、借り手と貸し手の間に銀行などの第三者機関が仲介せず、直

接的に資金を調達する方法のことである。以下、直接金融に分類される資金調

達手段について、いくつか論述していく。  15 

a.) 株式公開  

 株式公開とは、未上場企業が自社の株式を証券取引所に上場し、第三者が自

由に取引できるようにすることである。   

 次に株式公開のメリット及びデメリットについて述べていく。株式公開にお

ける企業のメリットは大きく分けて二つあげられる。1 つ目は多様な資金調達20 

が可能になるという点である。株式を公開することにより証券市場を通じた直

接金融が可能になるため、未上場のときに比べ大規模な資金調達が可能となる。

また、上場することで企業の信用度が上がり銀行融資も受けやすくなる。2 つ

目のメリットは、会社の信用度や知名度の向上である。株式公開には厳しい審

査基準があるため、株式公開を行うことができた企業は経営体制や財務状況が25 

健全であるとみなされる。信用度の向上は、前述したように銀行融資が受けや

すくなるだけでなく、新規顧客の増加や販路の拡大にもつながっていく。さら

に、上場した企業の株価は毎日、新聞に掲載されるため必然的に社名が多くの

人目につき、知名度が飛躍的に向上していく。 反面、デメリットとしては 1 つ

目に株式公開準備の負担があげられる。前述したように株式公開には厳しい審30 
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査があるため、内部体制の改編や必要となる書類の作成など人的・金銭的コス

トが莫大にかかる。また、株式公開後には株主総会の準備や開示資料の作成な

ど未上場企業に比べ様々な雑務が増えるため人件費なども増える。 2 つ目のデ

メリットは買収の危険性が上がることである。株式を公開することで証券取引

所での株式の売買が自由になる一方、競合他社や買収ファンドに買収されてし5 

まうという可能性がでてきてしまう。  

最後に近年の株式公開の事例を説明するうえで、株式会社メルカリについて

論及していく。メルカリは 2013 年に設立され、2018 年 6 月に東証マザーズに

上場した。上場の際には、3000 円の公開価格に対して 5000 円の初値がつき、

取引金額は円市場でトップとなったのち、終値での時価総額は 7172 億円とな10 

るまでに至った。また、メルカリに投資を行っていたユナイテッド株式会社は

東証マザーズ上場に伴い、保有していたメルカリ株を売り売却し 126 億円の営

業利益を得た。 1
 

b.) エンジェル投資家  

エンジェル投資家とは主にベンチャー企業の創業期(シード期・アーリー期)15 

に資金の提供を行う個人投資家のことである。エンジェル投資家は個人資産を

投じて企業を支援する代わりに、株式や社債を受け取ることが一般的である。

エンジェル投資家となるのは元起業家や経営者に多いため、経営ノウハウが蓄

積されているという特徴があげられる。エンジェル投資家から出資を受けるメ

リットとしては資金繰りが困難な創業期において資金調達ができることに加え、20 

経営上のアドバイスを享受することができるという点があげられる。対してデ

メリットとしては、エンジェル投資家が企業運営に過剰に関わることによって

自由な経営が立ち行かなくなるという点が考えられる。  

 後にも述べるが、エンジェル投資が盛んにおこなわれているアメリカと比較

すると日本では投資件数・金額ともに低くなっている。ベンチャー企業への投25 

資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上

                                                      
1 「UNITED、メルカリの IPO で株式売却益を計上  最大 120 億円強に」日本
経済新聞(2018) 
〈https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL14HPU_U8A510C1000000/〉  
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の優遇を行うエンジェル税制という制度があるがその認知度・利用率ともに高

くないのが現状である。日本国内の著名なエンジェル投資家としては、メルカ

リの社長である小泉文明氏や同社の会長である山田進太郎氏、コロプラの元副

社長の千葉功太郎氏などがあげられる。  

c.) ベンチャーキャピタル (VC) 5 

ベンチャーキャピタル（以下、VC）とは、ベンチャー企業への資金提供と引

き換えに未公開株式を取得し、投資先企業を Exit させたのち、株式売却によっ

て発生するキャピタルゲイン獲得を目的とする組織のことである。VC の業務の

流れとしては、まずファンドを設立し、そのファンドに出資する企業や個人投

資家を募るところから始まる。次に出資先となるベンチャー企業を選定し、フ10 

ァンドに集めた資金をもとに出資を行う。出資先の企業に対しては財務的な支

援のみならず、経営・人的支援など、出資先企業を Exit させるためにあらゆる

面で援助していく。そして、出資先企業が実際に Exit したのち、株式売却を行

い、キャピタルゲインの一部を最初に出資してくれた企業や個人投資家に分配

するという流れである。 15 

VC を利用するメリットとしては、VC には投資家から集めた潤沢な資金があ

るため、成長の見込みがあると判断された場合は大規模な資金調達が可能にな

る。また、VC から出資を受けることで、信用性の担保に繋がり、その後の資金

調達面で優位に働く可能性がある。これは、VC の出資を受ける際の審査が厳し

く設定されているため、その審査を突破したという事実が信用力向上に結び付20 

いているからである。最後に VC からの経営支援や事業提携先の紹介などの人

的サポートが期待できるというメリットもある。  

反面デメリットとして、エンジェル投資家からの投資同様 VC からの出資に

伴い、経営の自由度が低下する可能性があげられる。VC は投資先企業を Exit

させることが大きな目的となっているため、利益獲得に繋がるよう、経営に対25 

して口出しをしてくる場合がある。これに対し、資金調達を受けている企業側

は早期に資金を回収されてしまう恐れがあるため、拒否することが難しい状況

にあるという問題がある。また、Exit に到達する期待値の高い企業に投資する

ため、前述したように出資の審査が厳しいというデメリットもあげられる。  

d.) コーポレート・ベンチャーキャピタル (CVC) 30 



8 
 

VC のなかでも近年成⻑しているのがコーポレート・ベンチャーキャピタル

(以下 CVC)である。CVC とは事業会社が社外のベンチャー企業などに投資する

こと、またその投資活動をする組織のことである。  

  CVC と VC の異なる点はその⽬的にあり、投資家から資金を集めキャピタルゲ

インを狙う一般的な VC とは異なり、CVC では協業や本業とのシナジー効果を狙5 

って設立・運営されるケースが多い。ニッチながらも独創的な技術やアイデア

を持つベンチャー企業との連携は、企業に製品開発期間の短縮化や新製品・新

市場開拓をもたらす可能性がある。シナジー効果を狙う手段として CVC のほか

に M&A があるが、ベンチャー企業は様々なリスクを抱えており、想定通りに事

業が進捗しないことがあるため初めから M&A によって自社内に取り組むことに10 

は大きなコストやリスクを伴う。そのため、 M&A に比べ CVC はリスクが低く取

り組みやすいといえる。  

 また、従来の CVC といえば、通信や IT 業界というイメージがあったが、ここ

1,2 年の間に新聞、不動産、鉄道など、かつてはベンチャー投資とは無縁だっ

た業種の参入が相次いでいる。(図 1-2)  15 

図 1-2）国内 CVC 産業別割合  

  

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

PwC（2017）P.7 より筆者作成  
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次に、CVC を行う主なメリットとしては有望ベンチャーに早い段階からコン

タクトできることや、前述した新規事業立ち上げや新しい市場への参入リスク

軽減があげられる。 対して CVC を行う主なデメリットとしてはベンチャー企業

の調査や人件費、または投資が失敗した際にコストがかかってしまうことや投

資先の目利きができる人材が不足しているため、優良な投資先の選定が難しい5 

ことがあげられる。  

このように CVC にはデメリットも複数存在するが、潤沢な資金を持った⼤企

業とベンチャー企業がつながる有効な手段であるため、今後もその利⽤は増え

ていくと考えられる。  

e.) クラウドファンディング   10 

クラウドファンディング(以下 CF)とは、「こんなモノやサービスを作りた

い」「世の中をこんなふうに解決したい」といったアイデアやプロジェクトを

持つ起案者、またはベンチャー企業が、専用のインターネットサイトを通じ

て、世の中の不特定多数の人々に呼びかけ、共感した人から広く資金を集める

方法である。出資をした個人投資家には、利子や製品・サービスなどの様々な15 

リターンが返ってくる。特別な手続きは不要であり、完全報酬型で目標金額達

成時のみ手数料が発生するため利用申し込みは無料である。そのため、比較的

気軽に利用できる資金調達方法といえる。また、CF はいくつかの種類が存在

し、主なものとして「融資型」「購入型」「寄付型」「株式型」の４つがあげら

れる。その中でも、融資型は最も市場規模が大きく、2017 年度では 1,569 億20 

円にまで及んでいる。 2 

 CF のメリット・デメリットについて述べていく。メリットは主に２つある。

１つ目は、他の資金調達方法に比べ幅広く簡単に出資を募れる、という点であ

る。これにより、起業家はいままで埋もれていた夢や目的を実現することも可

能となる。２つ目に、成功した際に事業の達成だけでなく企業の宣伝にもなる、25 

という点である。事業性を評価され個人投資家から注目されれば知名度向上に

                                                      
2「2017 年度の国内融資型クラウドファンディング市場データの公表につい
て」  一般社団法人日本クラウドファンディング協会 (2018) 
〈http://safe-crowdfunding.jp/20180426/〉  
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もつながり、今後の経営に良い影響を及ぼす。デメリットは主に３つある。１

つ目は、調達できる資金の額が少ない、という点である。このことから、CF を

資金調達の主軸とすることは難しく、他の資金調達方法と併用する必要がある

だろう。２つ目に、CF 自体の認知度が低い、という点である。認知度が低いこ

とから、CF に投資する個人投資家の母数が少ないため多額の資金調達が望めな5 

い。３つ目に、信用力が低い、という点である。CF にて出資を募る企業は、創

業してあまり時の経っていないベンチャー企業が多いため、個人投資家として

は成功するかどうかの判断がしづらい、つまり信用性が低いため投資に踏み切

りづらい。このことから、CF が思うように活用されていない現状がある。最後

に、前述した「融資型」「購入型」「寄付型」「株式型」についてそれぞれ説明し10 

ていく。                                         

まず融資型とは、個人投資家へ利子などの金銭的なリターンを提供するもの

である。前述したように、CF の型の中で最も市場規模が大きいため個人投資家

としても投資しやすいものであるといえる。次に購入型とは、個人投資家へ出

資先企業の製品・サービスをリターンとするものである。実際に製品・サービ15 

スを提供するため、個人投資家に評価されやすくなり、知名度向上につながる

可能性もある。続いて寄付型は、個人投資家が事業に対しお金を寄付し、基本

的にリターンとしての金銭や製品・サービスなどは発生しない。寄付型は、被

災地支援など社会貢献性の強いプロジェクトに使われることが多い。最後に株

式型とは、出資先企業が個人投資家に自社の未公開株を提供することで資金を20 

募るものである。  

f.) 少人数私募債  

少人数私募債とは、企業が親族・従業員・取引先などの 50 名未満の縁故者を

対象として発行する社債のことである。社債管理者の設置や有価証券届出書の

提出は不要で、銀行等の審査も必要がないため、社債を引き受けてくれる縁故25 

者がいれば資金を調達できる。したがって、少人数私募債は、銀行などから融

資を受けることが困難な会社にとって、有効な資金調達手段である。他にも償

還期間や利率を決められること、経営権を支配されないなど、比較的自由な経

営がしやすいことが、メリットとしてあげられる。  
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 その一方で、少人数私募債は勧誘段階で 49 名以下にしか声をかけてはなら

ないこと、また、半年以内に再発行する際も、前回の人数と足して 50 名以上の

人数に勧誘してはいけないという複雑な決まりが存在する。このように社債権

者の募集や少人数私募債の発行の際には様々な条件があるため、確認が必要で

ある。その他の注意点としては、日頃からの人付き合い、事業の現実性、具体5 

性などを意識して経営を行うことがあげられる。なぜなら、少人数私募債は、

社債権者になってくれる人、つまりお金の拠出者がいなければ成立しないから

である。良好な人間関係を築くこと、そしてしっかりとした事業計画を立て、

情報開示をしていくことが社債権者確保のために求められる。  

 10 

⑵  間接金融  

間接金融とは、借り手と貸し手の間に、銀行などの第三者機関が仲介したう

えで行われる資金調達の方法である。以下、間接金融に分類される資金調達手

段について記載していく。 

a.) 都市銀行  15 

都市銀行とは、大都市に本店を置き全国に多数の支店を展開して業務を行う普

通銀行のことを指す。「メガバンク」と言い換えられ、三井住友銀行、みずほ

銀行、三菱 UFJ 銀行を総称して 3 大メガバンクと呼ばれている。また、りそな

銀行を加えて 4 大メガバンクとも呼ぶ。  

都市銀行から融資を受けるメリットとしては、地方銀行、信用金庫、組合と20 

比較して、業績が評価されると低金利での融資受け取りが可能になることや、

融資可能金額が高いことがあげられる。このようなメリットがあげられるため、

大企業の多くは都市銀行から融資を受けている。  

都市銀行から融資を受けるデメリットとしては、業績が悪化に伴う融資姿勢

の変動が大きいことがあげられる。また、銀行員 1 人あたりの 1 企業へ対応す25 

る時間が短いことから細かな対応が難しいため、地方銀行と比較して関係構築

が難しいこともあげられる。このようなデメリットが考えられるため、銀行と

の親密な関係を求める中小企業としては、利用しづらいと考える。   

b.) 地方銀行  
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 地方銀行とは「地方の中核都市に本店を置き。通常 1 つの県を営業基盤とし

ている」3銀行のことである。地元の企業や住民との取引がメインとなっており、

地域経済に対して大きな影響力を持っている。地方銀行は第一地方銀行と第二

地方銀行に分けられ、第一地方銀行は全国地方銀行協会に所属しており、第二

地方銀行は第二地方銀行協会に加盟している。地方銀行の総数は平成 30 年現5 

在で 104 行（うち第二地方銀行が 40 行）ある。 4 

 地方銀行の理念に「地域社会の発展への貢献」とあるように、都市銀行に比

べ融資の敷居は低くなっている。都市銀行の取引先は大手上場企業がメインと

なるが、地方銀行は地域の中小企業や個人事業主への小口融資を主に行ってい

る。地方銀行は対象地域が限られており顧客数も都市銀行に比べ少ないため、10 

企業と密に取引を行うことが可能となっている。さらに、長年の融資業務で培

った莫大な地域の情報をもとに適切な判断が行われるため中小企業の資金調達

に適した金融機関である。  

c.) 信用金庫・信用組合 

信用金庫及び、信用組合は非営利の協業組織金融機関であり、互いに融資する15 

対象を会員のみ、組合員のみというように限定している組織である。また、ど

ちらの組織も後述する信用保証協会による信用保証付き融資が中心となってお

り、融資する対象は比較的小規模な中小企業が多い。特に信用金庫においては

会員登録できる資格として、事業者が従業員 300 人以下又は、資本金 9 億円以

下というように限定されているため、会社の規模が大きくなると融資を受けら20 

れなくなってしまう。信用金庫・信用組合を利用するメリットとしては、なに

より丁寧なサービスがあげられる。両組織は共に「face to face」を信条とし

ており、営業の際に 1 人の担当者が担当する企業数が少なめに設定されている

ため、丁寧なサービスを提供することが出来る。反面、デメリットとしては金

利の高さがあげられる。信用金庫及び、信用組合はプロパー融資の際の金利が25 

                                                      
3「金融読本」島村高嘉 /中島真志(2017) P.72 より引用  

4 「銀行免許一覧」金融庁 (2018) 
〈https://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/ginkou.pdf〉  
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都市銀行と比べると 1％程度、地方銀行と比較しても 0.5％程度高く設定され

ていることからも、他の金融機関と比べた際の金利の高さがうかがえる。  

 

第 3 節 公的支援のあり方について  

本節においては公的支援のあり方について論述していく。公的支援とは、一5 

般的に国や政府系金融機関などが企業に対して行う支援をさし、そのあり方は

企業のニーズに応じて適切な支援を提供することである。公的支援は大きく分

けて公的金融機関が行う支援と、国や地方自治体が行う支援との 2 つに分類す

ることができる。  

 10 

⑴公的金融機関の行う支援 

公的金融機関とは政府の出資のもとに設立された機関であり、民業補完の原

則に従って運営されている。この民業補完とは民間金融機関のみでは対応困難

な部分を補填するという意味合いである。以下、主な公的金融機関及び、その

支援内容について論述していく。  15 

a.) 日本政策金融公庫  

日本政策金融公庫は、2008 年に国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、農林

漁業金融公庫、国際協力銀行（国際金融等業務）の４つの機関の統合により設

立された、政府出資 100%の政府系金融機関である。日本政策金融公庫の中でも

特に中小企業に深く関わるのは「国民生活事業」と「中小企業事業」である。  20 

 国民生活事業の主な業務は、87 万を超える小規模事業者への小口融資や、資

金繰りにおけるセーフティネット機能の発揮、そして創業企業や事業再生の支

援である(図 1-3)。特に創業企業支援において、平成 29 年度では 28116 もの事

業者に対して融資を行なっている（図 1-4）。創業企業は、営業実績が乏しい

などの理由により資金調達が困難な場合が少なくないが、これに対し国民生活25 

事業は多くの創業企業に積極的に融資をし、支援している。 5 

                                                      
5 「国民生活事業の業務の概要」日本政策金融公庫  
〈https://www.jfc.go.jp/n/company/national/summary.html〉  
 



14 
 

 中小企業業務の主なものとしては、中小企業に対する長期固定金利融資や新

規事業育成などの金融活動があげられる。民間金融機関ではまかないきれない

中小企業への長期資金の共有を行い、中小企業の資金調達を補完的な立場で支

援している。  

 日本政策金融公庫から融資を受けるメリットは、他の金融機関と比べ低金利5 

で、審査の可決率が高いこと、そしてノウハウを生かして融資のアドバイスな

どを受けられることである。  

 一方デメリットとしては、審査に時間がかかることがあげられる。銀行が一

週間程度で融資を実行するのに対し、日本政策金融公庫の審査は 3 週間から 1 

ヶ月ほどかかってしまうので、緊急で資金を必要とする場合には適していな10 

い。  

図 1-3)国民生活事業における事業資金の融資の実績の推移  

 
出典）「業務の概要」日本政策金融公庫 より筆者作成  

 15 

 

 

 

 

 20 
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図 1-4）創業前及び創業後 1 年以内の企業に対する融資実績（件数）  

  

出典）「業務の概要」日本政策金融公庫 より筆者作成  

b.) 商工業組合中央金庫  5 

商工組合中央金庫(以下、商工中金)とは政府と民間団体が共同で出資する唯

一の政府系金融機関であり、その目的は、「中小企業等協同組合その他主とし

て中小規模の事業者を構成員とする団体及びその構成員に対する金融の円滑化

を図るために必要な業務を営むこと」6と設定されている。他の政府系機関に対

して民間金融に近い性質を持つとされ、多くの政府系金融機関が融資のみに特10 

化した機能を持つなか、預金の受け入れ、債券の発行、国際為替、手形を通じ

た短期金融など、幅広い総合金融サービスを行っている。融資対象は主に、商

工中金に出資する中小企業団体の構成員などに限られている。商工中金から融

資を受けるメリットとしては、公的金融のため民間金融に比べ金利が低いこと、

そのうえで他の公的金融と異なり預金・決済機能があるため、手形割引や短期15 

融資が可能な点があげられる。反面、デメリットとしては、資金の 90％以上を

                                                      
6 「商工中金の概要」商工中金(2018) 

（https://www.shokochukin.co.jp/about/corporate/index.html） 
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自己調達している影響で、日本政策金融公庫などに比べ融資審査が厳しい点が

あげられる。  

c.) 信⽤保証協会    

信⽤保証協会とは信⽤保証協会法に基づき、担保や信⽤が⼤企業よりも少な

い中⼩企業や小規模事業者の資⾦調達を円滑化させるために設立された公的機5 

関である。創業からあまり時が経っていない、決算書の内容が芳しくない、担

保にできるものが少ないなどの理由から銀行からプロパー融資を受けられない

中小零細企業は多く存在する。信用保証協会は、そのような企業の「信用」を

保証することで銀行から企業への融資を受けやすくし、資金調達を円滑化させ

ている。信用保証協会による保証なしで銀行から融資を受けるプロパー融資と10 

は異なり、信用保証協会による保証を受けたうえで受ける融資を「保証付き融

資」と呼び、万が一企業の返済が滞った場合に、信用保証協会が代位弁済を行

う。信用を保証してもらう企業は、信用保証料を信用保証協会に対し支払うこ

ととなるが、プロパー融資が受けにくい企業にとっては資金を円滑に調達する

うえで欠かせない存在である。実際に、平成 26 年時点で、約 385 万社の中小企15 

業のうち、約 146 万社もの企業が信用保証制度を利用している。7前述した内容

は信用保証協会を利用するうえでのメリットとして考えられるが、信用保証協

会を利用するにあたって、長い審査時間を有してしまうというデメリットも現

状、存在している。  

また、信用保証協会が関与しているものとして、「制度融資」がある。この20 

制度融資とは、自治体と信用保証協会と金融機関が連携して、中小企業の資金

調達の円滑化を図るものである。各機関が連携し、中小企業への負担を減らし

融資をすることができる。主な特徴として、金利が低い、審査が通りやすいと

いったものがあるため、担保や信用力が乏しい中小企業にとって比較的利用し

やすい制度であるといえる。  25 

                                                      
7 「【保存版】信用保証協会から借入できる！あなたも融資審査を 100％通す 3

つのコツ」資金調達プロ(2018) 

〈https://shikin-pro.com/guide/4343 〉 
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これらに加え、信用保証協会に関するものとして、「責任共有制度」という

ものがある。責任共有制度とは、前述した制度融資を行った際に借り手である

企業や個人の返済が滞った場合、信用保証協会が全額ではなく最大で 80％を保

証、残りの 20％を貸し手である金融機関が負担する制度である。平成 19 年の

法改正前は、信用保証協会が全額負担していたが法改正以後はリスクを金融機5 

関と分担することとなった。  

 このように信用保証協会は中小企業やベンチャー企業の信用補完という面

で、役割を担っている。 

 

⑵国や地方自治体の行う支援  10 

国や地方自治体は、地域や社会の発展につながる企業及びその事業に対して

支援を行っている。以下、国や地方自治体が行う主な支援について記載してい

く。 

a.) 税制優遇   

 税制優遇とは、日本の 99.7％を占める中小企業に対して中小企業庁が行って15 

いる税制措置の総称である。その目的は各税制優遇措置によって、事業継承、

新規事業開拓、設備投資など多岐にわたる。また、税制優遇措置を受けるため

には、経営力向上計画を策定し、これを申請しなければならない。加えて、会

計士・税理士の投資計画の事前確認書や所轄の経済産業局の確認書も必要とな

るため、手続きは複雑である。これは補助金のシステムにも通ずるところがあ20 

る。 主な税制優遇措置は以下の 3 つである。  

図 1-5)税制優遇  

中小企業経営強化税制   機械装置、器具・備品工具、ソフトウェア等に対して

即時償却。又は、取得価格の 10％を控除する。  

中小企業投資促進税制   機械装置、器具・備品工具、ソフトウェア等に対して

特別償却(30％)。又は、特別控除(7％）。  

固定資産税の特例  固定資産税が 3 年間半額になる。  

出典）「補助金・税制優遇措置のご案内」Broadleaf より筆者作成  
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 上記の税制優遇措置以外にも、法人税率の軽減や、欠損金の繰越控除（赤字

が出た場合、来事業年度以降の所得から欠損金を控除することで、法人税の負

担を軽減する）などの税制優遇措置が敷かれている。    

 また、前述したような法人向けの措置だけでなく、個人投資家に向けた税制

優遇措置も用意されており、例としてはエンジェル税制があげられる。エンジ5 

ェル税制は個人投資家によるベンチャー企業への投資を促進するという目的で、

投資する際と、取得した株式を売却する際の両方で税制上の優遇措置を受けら

れるというものである。エンジェル税制も法人向けと同様に中小企業庁の管轄

となっており、対象となる個人投資家とはエンジェル投資家や、CF の出資者な

どがあげられる。  10 

b.) 助成金・補助金  

助成金・補助金は基本的に国や地方自治体から支給される資金であり、その

支給目的は多岐にわたる。例として助成金は労働や雇用改善に関して支給され、

補助金は地域や経済の活性化を目的として支給される。銀行融資と違い返済義

務がないことや、株式発行と違い株主への配当が必要ないことなど、助成金・15 

補助金共に似ている特徴はあるが、助成金は用件を満たしていれば基本的にど

の会社であっても申請は認められるのに対し、補助金は、用件を満たしていた

としても審査が必ず通るわけではないという違いもある。さらに補助金の種類

は 1 万種類以上と言われており業種も多岐にわたるため、自社の要望に合う補

助金を見つけることができる。しかし予算が限られており審査が厳しいため、20 

採択率は１割とも言われている。  

次にそれぞれのメリット・デメリットについて述べる。助成金のメリットは

労働環境の整備、信頼度の向上があげられる。国から助成金を交付されるため

に企業は労働環境を改善するが、これは助成金交付以外にも会社の良い成長に

欠かせないため、助成金獲得以上の恩恵となる。また、助成金を交付されたと25 

いうことは、国により労働環境が整っていると認められたことになるため、公

的融資、そしてその他金融機関からの融資が受けやすくなる。デメリットとし

てはコストがかかることがあげられる。メリットで労働環境が整備されると述

べたが、それに付随してコストが余分にかかってしまう。これはつまり、労働
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環境を改善するための就業規則の作成や人件費など、結果として助成金以上の

コストがかかってしまう場合があるということである。  

補助金のメリットは前述したような種類の豊富があげられる。補助金は業種

にかかわらず様々な用途で用意されている。そのため、希望する事業に最適な

補助金をみつけることができる。対してデメリットはランニングコストがかか5 

ることである。使用用途を選べる助成金と違い、補助金は対象事業の総費用の

一部に対して支払われるため、自己負担額が大きくなる。さらに補助金は後払

いとなっており、事業を始める際は全額自己資金で始めなければならない。こ

れらのことから、補助金を得たとしても結果として事業を圧迫する可能性も浮

上してしまう。  10 

 

第 2 章 中小企業について  

本章では、第 1 節で中小企業の定義に基づき資金調達の現状を説明する。そ

して第 2 節では中小企業が資金調達の際に直面する課題点について述べていく。 

 15 

第 1 節 中小企業の現状 

 はじめに、中小企業基本法による定義について確認する。(図 2-1) 

図 2-1)中小企業基本法における中小企業の定義 

 

業態分類  

下記の条件を満たす会社および個人  

資本金の額または  

出資の総額  

常時使用する従業員の

数 

①製造業、建設業、運輸

業、その他業種 (②～④

を除く) 

 

3 億円以下  

 

300 人以下  

②卸売業  1 億円以下  100 人以下  

③サービス業  5000 万円以下  100 人以下  

④小売業  5000 万円以下  50 人以下 

出典)「中小企業・小規模企業者の定義」中小企業庁より筆者作成  

現在、日本国内にある企業全体数の 99.7％以上が中小企業となっており従業20 
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員の 70.1％、つまりおよそ 3 人に 2 人が中小企業に属している。このように中

小企業は、日本経済の基盤を形成しているだけでなく、雇用機会の創出・地域

経済の活性化・新産業の創出としての役割を担っており、日本経済のさらなる

発展に欠かせないものとなっている。 8 

中小企業の資金調達の現状について(図 2-2)の資金繰り DI のグラフを見る5 

と「楽である・良い」と回答した企業は 2016 年、2017 年と大企業が低下する

中、中小企業は横ばいに推移している。しかし、依然として大企業に比べ中小

企業の資金繰りは苦しいことがわかる。  

図 2-2)企業規模別資金繰り DI による資金調達動向  

 10 
出典)「3 月日銀短観から読み解く企業の資金繰り」大和総合研究所（2018.4）

より引用  

第 1 章で論述したように、資金調達方法は様々あるが、日本の企業は銀行か

らの借入の割合が高い。(図 2-3)そのなかでも中小企業は大企業に比べ、金融

機関からの借入の割合が高いことが特徴としてあげられる。(図 2-4) 15 

 

                                                      
8「政府広報オンライン」内閣府大臣官房政府広報室(2013)  

〈https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201311/2.html#anc01〉   
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図 2-3）民間非金融企業の金融負債額構成日米欧比較  

 

出典)「資金循環の日米欧比較」日本銀行調査統計局(2018)より筆者作成  

 

図 2-4)中小企業の資金調達構造  5 

 

出典)「中小企業白書 2016 中小企業の成長を支える金融」中小企業庁 p.285

より筆者作成  

今日のような、中小企業の銀行依存が強まったのは 1980 年代後半から大企

業が直接投資による資金調達を増やしたことに起因しており、これにより大企10 

6.1％

22.6％

13.2％

4.1％

24.2％

19.2％

アメリカ

日本

借入 債務証券 その他計
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業と中小企業の自己資本比率の差は広がっていった。 9中小企業は一般的に銀

行融資を受ける際に保証や担保が必要となる。保証・担保には様々な種類が存

在するが、そのなかでも代表者等の保証による借入、信用保証協会の保証付借

入、不動産担保による借入の割合が多いことが図 2-5 からわかる。一方、中小

企業が希望する借入手法としては事業性を評価した担保・保証によらない借入・5 

公的金融による借入となっている。これらのことから中小企業が希望している

借入方法と現実の借入方法には大きな差があることが分かる。この理由につい

ては第 2 節で詳しく述べていく。  

図 2-5)中小企業の現状の借入方法・希望する借入方法  

 10 

                                                      
9「中小企業金融のリスクの偏在を考える」大和総研調査季報(2013)  

〈 https://www.dir.co.jp/report/research/capital-

mkt/securities/20130301_006839.pdf 〉  
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出典)「中小企業における資金調達の実態」みずほ総合研究所（2016.7）より

引用 

第 2 節 中小企業の課題 

 第 1 節でも述べたように、中小企業の資金調達方法は銀行借入に偏重してい5 

る。貸し手である銀行側としては融資先を増やしたいが、現状として前述した

資金繰り DI の推移からもわかるように中小企業に対する融資は受けやすくな

っているとは言い難い。これは 3 つの要因により満足に融資先を増やせず、貸

し渋りという問題が起きているからである。貸し渋りが起こる 3 つの要因につ

いて、以下に記述していく。  10 

1 つ目の原因は規模の経済性である。中小企業は大企業に比べ、融資額が少

ないにもかかわらず貸し手側からすると審査コストは変わらないため、単位当

たりの審査コストの差から、銀行は取引額の大きい企業の融資を優先させてし

まうという問題がある。  

2 つ目の原因は情報の非対称性である。情報の非対称性とは融資の貸し手側15 

と借り手側、つまり銀行と融資先企業の保有している情報量に大きな差が生ま

れてしまうことである。日本の法律上、負債額が 200 億円を超える企業には会

計監査人による監査が義務付けられているが、大半の中小零細企業は対象外と

なるため会計情報の管理が大企業に比べ不十分であることが多い。そのため銀

行が融資判断をする際、財務状況が不透明になってしまう。それにより適切な20 
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企業に適切な金利で融資をすることが困難となり「逆選択」という問題が起き

てしまう。また融資後には、資金が銀行の望まない使われ方をする「モラルハ

ザード」という問題が起きてしまう。このような逆選択やモラルハザードとい

った問題が情報の非対称性によって引き起こされてしまうため、銀行側は中小

企業に対する融資を躊躇してしまうという現状がある。  5 

3 つ目の原因は信用力の不足である。前述したように、中小企業は銀行から

の融資を受ける際に規模の経済性や情報の非対称性といった問題が起こる。さ

らに、債務履行能力が低く貸し倒れリスクが生じるため、大企業と比較すると

信用力が劣ってしまう。この信用力を補うために銀行融資では信用保証協会に

よる保証や担保が求められる。一般的に担保には不動産が使われるが、中小企10 

業は不動産担保を有していないことが多く、また、有する土地は地方に点在し

ておりバブル崩壊ののち、地価が下がってしまったため十分に信用力を補えて

いない状況である。そのため中小企業の代表者やその親族による個人保証が求

められること場合が多く個人への負担が大きくなってしまっている。 

図 2-6)メインバンクからの借入にある企業における担保や個人保証提供比率15 

の推移  

 
出典)「中小企業の競争力」独立行政法人経済産業研究所 2018.3 より筆者作成  

そこで、近年では動産の活用にも目が向けられている。動産とは、不動産以

外の財産のことをいい、具体的には売掛債権や棚卸資産などがあげられる。図20 

2-7 をみると、動産の市場規模は企業全体の場合、土地・その他建物機械設備

等より大きいことがわかる。また、中小企業においても不動産と同等あるいは
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それ以上の市場規模を備えていることがわかる。そのため私たちは不動産担保

や個人保証を必要としない、動産担保による融資が銀行借入を補填する役割を

担うと考えており、動産担保の中でも、売掛債権の活用を伸ばすことが最適で

あるといえる。詳細については第 4 章で述べることとする  

図 2-7)中小企業のバランスシートから見た担保になりうる資産の規模比較  5 

 

 

出典)「ファクタリング」資金調達プロより筆者作成  

以上の 3 つが一般的に中小企業への融資の貸し渋りの原因とされているが、

私たちはこの問題に付随して、銀行員の目利き能力不足という問題があるので10 

はないかと考えている。第 1 節でも述べたように中小企業は事業性評価による

融資を希望している一方で、それが実現されていない現状がある。この理由と

して銀行融資がバブル崩壊後の金融検査マニュアルによる定量的考えにより、

信用保証協会による保証や、担保を基準とした審査が行われていることがあげ

られる。 10この結果、定性的な要素による評価や目利き能力が欠如してしまっ15 

                                                      
10「組織の目利き能力による事業性評価融資の実現」白石悠香 赤堀杏奈 伊

藤太壱 細谷洸介(2016) 
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たと考えられる。また、上記の内容に加えて、定性情報による評価には時間が

かかるという問題も存在している。この理由としては、事業内容によって評価

基準が異なるため、銀行に専門的な知識が必要になること。加えて、企業との

ヒアリングによる評価を行うため、融資 1 件当たりにかかる銀行の負担が増大

することがあげられる。以上の要因により、費用対効果の観点から事業性評価5 

による融資があまり行われていない現状があるのではないかと考えられる。  

 

第 3 章 ベンチャー企業について  

 本章では、第 1 節においてベンチャー企業が直面している現状について論述

し、第 2 節においてベンチャー企業が抱える問題点について述べていく。  10 

第 1 節 ベンチャー企業の現状  

本節ではまず、ベンチャー企業の資金調達額やその企業数について述べ、続

いて Exit の現状について、IPO と M&A に分けて論及していく。その後、成長段

階ごとの資金調達手段やその現状についても記していく。  

ベンチャー企業の資金調達額は図 3-1 から分かるように、2009 年から 201315 

年の期間で横ばいに推移し、その後 2014 年を境に年間資金調達総額は増加傾

向へと転じている。また、2017 年度の資金調達総額は過去 10 年間で最高額を

記録し、年間 2717 億円の資金調達に成功している。その背景として、近年の金

融と IT を組み合わせたフィンテックや AI、IoT やロボットなどの分野への資

金提供が増加していることが要因としてあげられる。  20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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図 3-1)国内未上場企業 資金調達額と社数の推移  

 

出典 )「ベンチャー企業資金調達速報レポート」ジャパンベンチャーリサーチ

（2018.2）より筆者作成 

また、資金調達を行った企業数に注目してみると、年度別の資金調達を実施5 

したベンチャー企業総数は 2009 年以降、2015 年まで毎年増加している。対し

て、2015 年を境に資金調達を実施したベンチャー企業総数は減少傾向になって

いる。具体的には、2015 年度に資金調達を行ったベンチャー企業総数の 1382

社から 2017 年度は 1003 社となり 379 社も減少していることがわかる。このこ

とから、資金調達の総額は増加傾向にあるが、資金調達を実施した企業数が減10 

少していることがわかり、1 社あたりの資金調達額が増加していることが現状

としてあげられる。実際に（図 3-2）からも、2012 年度以降 1 社あたりの資金

調達額が増加傾向にあることが見てとれるうえ、2017 年時点での 1 社あたりの

平均資金調達額は 3.3 億円と５年前の 2012 年と比較し 3 倍にまで増加してい

る。このような近年の動向から、資金提供者がベンチャー企業を厳選し、集中15 

して投資を行っていると考えられる。  

 

 

 

 20 
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図 3-2）1 社あたりの平均資金調達額  

 

出典 )「ベンチャー企業資金調達速報レポート」ジャパンベンチャーリサーチ

（2018.2）より筆者作成 

続いて Exit の現状について述べていく。前提として、ベンチャー企業の主な5 

Exit 方法としては IPO(株式公開)と M&A の２つがあげられる。IPO とは、ベン

チャー企業が初めて株式公開することであり、M&A は企業によるベンチャー企

業の買収のことである。これら２つの Exit 方法の現状について、ベンチャー企

業の動向を交えながら論述していく。  

近年の IPO 数の動向としては、図 3-3 から分かるように、2006 年から 200910 

年までの期間で大幅減少し、それ以降回復傾向に転じてから 2016 年まで毎年

増加している。しかし依然として、2007 年度以前の水準まで回復していないの

が日本のベンチャー企業の IPO における推移の現状である。  

 

 15 
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図 3-3)国内における IPO 社数の推移  

 
出典)「ベンチャー白書 2017」ベンチャ一般社団法人ベンチャープライズセン

ターより筆者作成  

図 3-4 より近年 M&A 件数は増加しており、2014 年から 2016 年の 2 年間で倍  5 

近く増加していることがわかる。要因として、若い企業家の M&A への抵抗感が

薄れてきたことや、人材獲得や事業シナジーを目的とした M&A が行われるよう

になってきたことがあげられる。一方でアメリカと比較すると M&A 件数の圧倒

的少なさが顕著に表れているため、増加傾向とはいえ、まだまだ M&A が盛んに

なったとはいえない現状にある。  10 

図 3-4)M&A 件数推移 日米比較  

 

出典）「ベンチャー白書 2017」一般社団法人ベンチャーエンタープライズセン
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ターより筆者作成  

総括すると、日本のベンチャー企業の Exit 方法として M&A は増加傾向にあ

るが、日本のベンチャー企業の Exit 手段は依然として IPO に偏っていること

がうかがえる。  

 最後に、各成長段階におけるベンチャー企業の資金調達について述べていく。5 

図 3-5 は各成長段階の主な資金調達方法をまとめたものである。シード・アー

リー期にはエンジェル投資による資金調達、アーリー期には制度金融による資

金調達、エクスパンション・レイター期には VC による資金調達が一般的に行わ

れる成長段階ごとの主な資金調達手段である。以下に、各資金調達方法の現状

についてそれぞれ記載していく。  10 

図 3-5)ベンチャー企業の成長段階に応じた資金調達手段  

 

出典）「ベンチャー企業の資⾦調達」⼤和証券（2012.3）より引用  

まずはエンジェル投資家について述べていく。創業期の資金調達が困難な状  

況において、エンジェル投資は重要な資金調達源となっており、エンジェル投15 

資家側も会社の発展や若い起業家の育成を目的としていることが多いため、シ

ード期やアーリー期に適した資金調達手段だと考えられる。加えて、日本のエ

ンジェル投資家をまとめたウェブサイトの開設なども進んでいるため、エンジ

ェル投資家と起業家のマッチングは少しずつ改善に進んでいる。しかしながら、

図 3-6 からもわかるように、エンジェル投資家の数及びエンジェル投資件数は20 

アメリカと比べても、現状低い値となっている。これは、そもそもエンジェル

投資家となり得る元起業家や資産家の数が、日本では少ないことに起因してい
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るため、エンジェル投資家自体の数を飛躍的に向上させることは難しいと考え

られる。  

図 3-6）エンジェル投資家数 日米比較  
 

日本  アメリカ  

エンジェル投資家数  834 人(2010)  268,000 人  

エンジェル投資額  約 9.9 億(2011)  229 億ドル(約 2.3 億)  

エンジェル投資件数  45 件(2011)  67,000 件  

出典)「平成 26 年 起業・ベンチャー支援に関する調査」野村総合研究所より  

筆者作成  5 

次に制度融資の現状について論述する。制度融資は利子補給や保証料の補助

があることが多いため、創業者向けの資金調達手段であるといえる。しかしそ

の融資限度額は 800 万～2500 万円程であり、日本政策金融公庫の融資などと比

べても少額であるため、自己資産が少ない創業者にとっては十分な額とはいえ

ない。また、制度融資を受けるためには自治体の斡旋書が必要になり、その受10 

け取りに 1 ヶ月以上かかる場合もあるため、短期で資金を調達したい事業者に

は向いていないという現状がある。 11 

最後に VC による資金調達の現状について述べていく。VC によるベンチャ  

ー企業への投資金額は、リーマンショック翌年の 2009 年に過去最低額 875 億

円を記録したが、2010 年以降は回復傾向にある。2016 度の投資総額は 1529 億15 

円、投資件数は 1387 件となっており、前年比で投資額 17.4％増加、件数 19.4％

増加となっている。(図 3-7)また、国内向けの投資額は 2013 年度以降少しずつ

成長している。さらに近年の投資額の内訳としては、国内のベンチャー企業へ

の投資額が大きく増加していることがわかる。第 1 章で記載していたように VC

からの出資を受けるためには審査に通る必要があるため、キャッシュフローが20 

安定し、Exit への展望がみえてきたエクスパンション・レイタ―期に利用する

のが一般的である。  

 

 

                                                      
11「専門家のための資金調達の実務」赤沼慎太郎（2015）P.214 
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図 3-7）国内 VC のベンチャー企業への投資推移 

 
出典）「ベンチャー白書 2017」一般社団法人ベンチャーエンタープライズセン

ターより筆者作成  

 5 

第 2 節 ベンチャー企業の課題  

 本節ではベンチャー企業が抱える課題の中で、1 つ目に Exit 手段の IPO 偏

重、2 つ目に創業期支援の不足、3 つ目に多様な資金調達の未活用という問題に

ついて順次、論及していく。  

まずは、Exit 手段の IPO 偏重について。ベンチャー企業は Exit を行うこと10 

を１つの目的として活動し、投資家もリターンを得るためベンチャー企業に

Exit を求める。しかしながら現状、前述したような Exit 手段の IPO への偏重

が見受けられることも事実である。IPO と M&A は投資分が回収可能になるとい

う点では同じだが、個人投資家や VC など、資金提供者側の立場によってそのメ

リットは変わってくる。例えば IPO は株式を証券市場で自由に取引することが15 

可能になるが、その価値は株価によって左右されるため、必ずしも売却できる

とは限らない。特に VC が出資の大半を占めている場合は、一気に株式を売却し

て資金を回収しようとすると株価が下がってしまうため、あまり望ましい Exit

手段とはいえなくなってしまう。対して M&A の場合は会社売却の際に取り決め

た株式数・株式価格で一気に株式を売却できるため、資金を回収するという目20 

的に即した場合、M&A の方が有用な Exit 手段であるといえる。一方で、IPO は
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株価が上昇すれば、資金提供者は投資分の回収のみならず、莫大な利益を得る

可能性を秘めているが、M&A の場合は会社を売却してしたのちに企業価値が向

上することはないため、追加の利益を望むことはできないという性質がある。

このように資金提供者側からみた場合、IPO と M&A は一長一短であり、一概に

どちらが良いとはいえない。その中で、Exit 手段が IPO に偏重してことはやは5 

り、ベンチャー企業が抱える課題の 1 つであると、私たちは考えている。  

 次に、ベンチャー企業の創業期支援について。現状として創業期の主な資金

調達方法としてはエンジェル投資や制度融資があげられる。しかしながら、前

節で示した通り、エンジェル投資は出資してくれるエンジェル投資家の数が少

なく、支援を受けるには十分な数がいないことがわかる。また制度融資に関し10 

ても、融資額の少なさや手続きの複雑さなどが問題点として考えられる。この

ように創業期における資金調達手段は充足しているとは言い難いため、日本の

シード期のベンチャー企業は、経営支援やビジネスプランの支援を十分に受け

られないことが多くなっている。結果、死の谷を越えることができずに廃業し

ていってしまう。もちろん企業淘汰が起こることは必然だが、成長可能性の高15 

いベンチャー企業が十分な支援を受けられずに廃業していくことは大きな問題

であると、我々は考えている。  

最後に、多様な資金調達手段が未活用である問題について。ベンチャー企業

の資金調達手段は多様化しており、具体的には前述したエンジェル投資、制度

金融、VC などがあげられる。今後もこれらの資金調達手段を活用して資金調達20 

を行っていく必要があるが、一方で各資金調達手段には問題も存在しており、

ベンチャー企業の資金調達における課題を解決するうえで十分に活用できてい

るとはいえない。この活用を促すうえで我々は、近年成長が著しく、いまだ成

長余力を残していることが推察できる CF が重要になると考えている。CF の活

用を促進するうえで、第 1 章で論述したデメリットのうち、信用力の低さを是25 

正することが最も重要であると、我々は考えている。信用力の低さとは、CF を

行う企業とお金を集めるファンド会社の両方を指している。企業側の信用力の

低さとは、お金を集めたあとに事業が頓挫してしまい、投資家にリターンが届

かないというケースに起因している。また、ファンド会社の信用力の低さと、

海外で CF による詐欺が起こっていることに起因している。このように信用性30 
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が低いと、当然の事ながら投資家が投資を行わないため、CF の活用を妨げてし

まう。裏を返せば、信用性を向上させることは、CF に対する投資家の抵抗感の

是正につながるため、ベンチャー企業が資金調達において、CF を十分活用でき

るようになると考えられる。  

 5 

第 4 章 望ましい資金調達のあり方、ならびに実現に向けた方策  

 本章においては望ましい資金調達のあり方を「資金の借り手と貸し手の双方

が満足し、中小企業・ベンチャー企業の発展が日本経済の活性化につながるこ

と」と定義する。そのうえで、実現に向けた方策として第 1 節で売掛債権×

Fintech、第 2 節で創業期支援の拡充、第 3 節でベンチャーキャピタルによる新10 

たなクラウドファンディングについて論述していく。  

 

第 1 節 売掛債権×Fintech 

本節では売掛債権を担保とした融資、いわゆる ABL をより普及させるために、

Fintech サービスを用いた新たな融資方法について提案を述べていく。 15 

 第 2 章で述べたように、中小企業の資金調達において問題とされているのが、

一般的に金融機関で融資を受ける際に求められる不動産担保を十分に所有して

いないという点である。そのため不動産担保に代わり、中小企業が有している

流動資産（集合動産・在庫担保、売掛債権など）を担保として融資を行う ABL

つまり動産担保融資の活用に目が向けられている。ABL の中でも動産担保と売20 

掛債権担保に分けられるが、全体の比率として動産担保に偏っており、売掛債

権が十分に活用できていないのが現状である。図 4-1 は ABL における動産担保

と売掛債権担保の内訳である。  

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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図 4-1）主要行の ABL への取り組み  
  

貸 出 実 行 額

（単位・億円） 

 

 

22 年度中 23 年度中 24 年度中 

ABL 8,629 6,987 8,127 

うち動産担保融資  5,275 3,502 5,152 

うち債権譲渡担保融資  3,354 3,485 2,975 

出典）「専門家のための資金調達の実務」赤沼慎太郎(2015)P.62 より筆者作成  

 図 4-1 からわかるように、動産に比べ、売掛債権は担保として十分に活用さ

れていない。原因としては、売掛債権の評価ノウハウが確立されていないこと

や、売掛債権の価値が変動し、不安定であるため、融資の際の信頼性が低いた5 

めであると考えられる。さらに、ABL 全体として、金融機関が資産の評価に時

間がかかってしまうことも問題としてあげられる。しかし第 2 章でも論述した

ように、中小企業全体が保有する資産として売掛債権は 75.6 兆円と非常に大

きな割合を占めており、その規模の大きさがみてとれる。このように、売掛債

権が担保として機能するにも関わらず十分に活用されていない現状を改善し、10 

中小企業の担保不足により適切な融資を受けられていない問題を解決するため

に、我々は売掛債権担保融資と Fintech を掛け合わせた、新しい融資方法を提

案する。Fintech とは、金融を意味する Finance と技術を意味する Technology

を組み合わせた造語であり、IT 技術を活用して提供する金融サービスを意味す

る。 15 

 提案の詳細を論述する前に、従来の売掛債権担保融資保証制度について述べ

ていく。売掛債権担保融資保証制度とは、売掛債権担保融資に信用保証協会が

保証を行う制度である。中小企業が保有する売掛債権を担保として金融機関か

ら借入を行う際に、金融機関を通じて信用保証協会に保証の申し込みを行う。

審査を経て保証することになったら、中小企業が借入金を返済できない場合に20 

信用保証協会が金融機関に貸付残高９割を代位弁済するとともに、金融機関及

び信用保証協会は売掛債権から回収するという仕組みである。  
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図 4-2)売掛債権担保融資保証制度の仕組み  

 

出典）「売掛債権担保融資制度」中小企業庁より筆者作成  

一方我々の提案する売掛債権担保融資は、信用保証協会は利用せず、中小企

業の所有する売掛債権をトラスト＆グロース社の「T&G 売掛保証」のサービス5 

が保証するというものである。T&G 売掛保証とは、中小企業があらかじめ支払

いに不安のある取引先に対して保証をかけ、その取引先が倒産した場合や支払

い遅延が起こった場合に、損害分を保証枠の中で支払ってもらえるサービスで

ある。サービスの申し込みから利用状況の確認まで web 上で行うことができる

利便性の高さが特徴であり、審査に際して取引先に直接的なヒアリングや取引10 

先からの申し込みは一切不要である。2017 年時点では 8000 社を超える企業が

利用しており、年々サービス導入企業が増えている。また、年商５億円以上の

企業を対象とした T＆ G 売掛保証と、５億円以下の企業を対象とした「URIHO」

のサービスも併用することによって、中小企業の幅広い企業規模に対応するこ

とができる。  15 

 

 

 

 

 20 
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図 4-3)T&G 売掛保証の仕組み  

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

 

出典)「トラスト＆グロース」株式会社ラクーン web サイトより引用 

 T&G 売掛保証が売掛債権を保証し、企業は売掛債権を担保として金融機関か

ら借入を行う。T&G 売掛債権が売掛債権を保証しているため、取引先の倒産に

よる売掛金の未払いがなくなり、売掛債権の価値が安定する。これにより信頼15 

できる担保として機能することができ、より多くの融資を受けられるようにな

ると考えられる。図 4-4 は提案の全体図である。  

図 4-4)T&G 売掛保証を利用した売掛債権担保融資の仕組み  

 

出典）筆者作成  20 

  ここで、従来の売掛債権担保融資で利用する信用保証協会と、T&G 売掛保証

のそれぞれの強み、特徴について述べていく。信用保証協会の特徴としては、

長年銀行融資に保証をしてきたという実績、歴史がある点があげられる。つま
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り、価値が不安定な売掛債権も信用保証協会の実績や信用力がカバーし、銀行

融資が行われている。  

 一方我々の提案で利用する T&G 売掛保証は、比較的最近始まった新しいサー

ビスである。強みとしては、定量的な情報に加え、顧客から提供される商取引

の情報など過去より蓄積された多種多様な独自のデータを所有している点や、5 

IT 技術を駆使した高速かつ高度な分析力と独自の調査力、判断力を持ち合わせ

ている点があげられる。従来の ABL では、金融機関が売掛債権などの動産を評

価することに時間がかかってしまうという問題があった。しかしこの T＆G 売

掛保証は、前述したように IT 技術を駆使した分析力を活かし、これまで売掛債

権を評価してきた経験による、売掛債権の評価の速さと正確さを持ち合わせて10 

いる。つまり、今までの ABL の問題点であった審査の遅さを、T&G 売掛保証に

より改善することができると考えられる。  

 次に、同じく売掛債権を利用する資金調達方法であるファクタリングと、T＆

G 売掛保証を利用する売掛債権担保融資の違いについて述べていく。ファクタ

リングは、企業が保有している売掛債権をファクタリング会社へ売却すること15 

で、売掛債権を資金化することができるものであり、すぐに資金が必要になっ

た場合などにとても便利な資金調達方法である。しかし、売掛先企業の同意が

必要であるため、資金繰りが厳しいのではないかという否定的な印象を取引先

に持たれてしまう恐れや、ファクタリング会社への手数料が比較的高いことが

デメリットである。  20 

 これに対し、T&G 売掛保証は、保証をかける企業へ同意を求める必要はなく、

保証をかける企業数に制限はない。また、保証料率が 0.2〜0.65%と、比較的低

いことも利点である。さらに、ファクタリングとの大きな違いとして、売掛債

権の金額以上の融資を受けることができる可能性がある点があげられる。ファ

クタリングは、所有する売掛債権をファクタリング会社に売却し、資金を得る25 

ため、その売掛債権の金額以上の資金にはならない。しかし売掛債権担保融資

は、金融機関の審査によって、売掛債権に価値が十分あると判断されれば、融

資額が売掛債権の額以上になる可能性がある。 

 本提案により、売掛債権担保融資の活性化、そして中小企業の資金調達の問

題である担保不足が解決すると考えられる。また、売掛債権を利用する融資の30 
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仕組みは特に卸売業や運送業などの業種に適しているため、中小企業の性質に

応じた資金調達方法が可能となる。本提案により、ABL が活性化され、日本の

中小企業の資金調達の選択肢が増えると期待される。  

 

第 2 節 創業期支援の拡充 5 

本節では、ベンチャー企業における創業期支援の改善を行うことを目的とし

て、アクセラレーターを活用した提案を行う。 

 

1)創業期支援  

第 3章において論述したように、ベンチャー企業が抱える課題の 1つとして、10 

創業期支援が十分に行えていないことがあげられる。創業期支援とは、金銭的

な支援、経営の支援、ビジネスプランの改善などのことを示す。創業期支援を

十分に行うことでシード期ベンチャー企業が死の谷を乗り越え成長していく可

能性を高めることにつながる。そこで私たちは、国内の多くの創業期ベンチャ

ー企業が創業期支援を十分に受けられる環境整備を目的とし、アクセラレータ15 

ープログラムを活用した提案を行う。  

 

2)アクセラレーターの現状 

a. アクセラレーター  

始めにアクセラレータープログラムとは何かについて述べていく。アクセラ20 

レーターとは、ベンチャー企業（起業家）・中小企業の企業・事業価値の向上及

び、創造期のベンチャー企業（起業家）の加速度的な事業拡大をサポートする

組織の総称のことである。 12具体的には数ヶ月の間に優秀なメンターがベンチ

ャー企業に付きサポートが行われ、最終日にデモデイでプレゼンを行う。ベン

チャー企業にとってプログラム参加は狭き門だが、参加できれば数か月間レベ25 

ルの高いメンターによるビジネスプランの改善、経営支援、金銭的な支援を受

                                                      
12「事業創造アクセラレーター ㈱ゼロワンブースター、日本初・世界最大の

アクセラレーター業界団体 Global Accelerator Network（通称 GAN） 加盟

へ」PRTIMES 2015.2 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000016550.html  
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けられるため、事業成長を可能にする機会になる。  

 

b. 日本のアクセラレーターの現状  

ここでは日本のアクセラレーターの現状について述べていく。日本のアクセ

ラレーターは下記のグラフに記載の通り、政府系、金融系、事業会社系、独立5 

系、独立系（個人）の 5 種類に大きく分けて分類される。図 4-5 は種類別の目

的を記載したものである。 

図 4-5)種類別アクセラレーター  

種類  目的  

政府系  日本の高い技術力を生かし、海外展開の可能性を秘めた企

業に出資することが主な目的  

金融系  早い段階で企業と関係性を築き、将来の融資先の開拓が主

な目的  

事業会社系  事業上のシナジー（相乗効果）が主な目的  

独立系  成長可能性のある企業に出資し、株式売却による利益を得

ることが主な目的  

独立系（個人）  自身の経験を活かした後進の育成や、株式売却による利益

を得ることが主な目的  

出典)「日本のシードアクセラレーター5 つの種類まとめ」起業家 TV (2015)よ

り筆者作成  10 

 図 4-5 からわかるように、日本のアクセラレータープログラムは数種類ある

が、全般的に若い。具体的には金融系のアクセラレーターである三井住友カー

ドが 2017 年 12 月に creww とアクセラレーター事業を開始したことや、2017 年

7 月 13 日に三井住友銀行がアメリカの Entrepreneurs Roundtable Accelerator

社と業務提携を行い、アクセラレーターを始める姿勢を見せていることからも15 

わかる。 13さらにわが国としては、TOKYO STARTUP GATEWAY というアクセラレ

                                                      
13 「米国ニューヨーク・Entrepreneurs Roundtable Accelerator 社との パ

ートナーシップ契約の締結について」株式会社 三井住友フィナンシャルグル

ープ  株式会社三井住友銀行 （2017.7） 

http://www.smbc.co.jp/news/pdf/j20170713_01.pdf 
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ーターを行っており、推進する姿勢を見せている。このような現状から日本の

アクセラレーターは活動を始めているが経験が浅いため、未成熟であることが

わかる。また、日本のアクセラレーターは発達段階であり、今後数を増やして

いくことが想定される。世界基準で日本のアクセラレーターを見ると、世界 6

大陸 100 都市以上で 70 を超えるアクセラレーターが加盟する、「GAN」に 20175 

年 5 月時点で「Full GAN Member」として参加できているのは「 01Booster」

のみで、日本アクセラレーターのほとんどが世界レベルに到達していないこと

がわかる。14加えて、海外アクセラレーターからの情報共有を得られないため、

日本アクセラレーターが世界レベルまで成長しづらいことが想定される。  

c. 海外アクセラレーターの現状  10 

ここでは海外のアクセラレーターの現状について述べていく。シードデータ

ベースによると、世界のアクセラレーター数は 188 個、参加企業は 6525 社、累

計資金調達額 230 憶ドル、Exit 件数は 878 件となっている。また、アメリカに

おいては 2005 年～2015 年間で 172 のアクセラレーターが 5,000 社以上のベン

チャー企業にアクセラレータープログラムを実施し、アクセラレータープログ15 

ラムによる投資総額は 195 億ドルとなっている。これらを踏まえると、世界的

なアクセラレータープログラムの市場規模は大きいことがわかる。  

次に海外の有名アクセラレーターに注目して現状を論述していく。今回は

「Techstars」、「Y combinetar」といったアクセラレーター各付けで上位をとっ

た有名アクセラレーターの現状をみていく。日本でもよく知られている Airbnb20 

や Dropbox はアクセラレータープログラムを受けた企業の代表的な例である。

図 4-6 は「Techstars」と「Y combinetar」のアクセラレータープログラムに参

加した企業の現状を示したものになっている。業績を見ると、両アクセラレー

ターともにプログラム参加企業の廃業率が約 10％と高い業績を残しており、

2015 年以降、投資先企業はほぼ倒産を起こしていない。(図 4-7)これらのこと25 

から海外の有名アクセラレータープログラムのレベルの高さがうかがえる。  

                                                      
14「01Booster が全世界 100 都市以上で 70 を超えるアクセラレーターが加盟す

る Global Accelerator Network の日本国内初の『Full GAN Member』に」 

PRTIMES （2017.5） 

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000125.000016550.html 



42 
 

図 4-6)海外トップアクセラレーターの成果  

 

出典)「平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備」株式会

社ウィズグループより筆者作成  

図 4-7)Techstars ベンチャー累計倒産社数  5 

 

出典）「アメリカでの 2 大アクセラレーターの実力」Luncheers（2018.4）より

筆者作成  

最後に海外有名アクセラレーターの日本参入や関心について実例を交えて論

述していく。  10 

まず 1 つ目に先ほども説明した「Tecstars」が HONDA や楽天と提携を行い、

アクセラレータープログラムを行っている。このことから海外アクセラレータ

ーは日本進出に高い関心を示していることがうかがえる。  
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2 つ目にシリコンバレーに本社を置くアクセラレーターの「Plug and Play 

TechCenter」が 2017 年に日本進出を決めた例がある。代表は、「日本にはスタ

ートアップエコシステムが確立されていない。スタートアップの数も少ないが、

その多くは国内／地域市場に閉じており、スタートアップが政府による支援を

十分に受けられていないことや大学から起業家が生まれていないこと、企業パ5 

ートナー又は投資家が十分にいないことなども影響している」15と述べており、

海外アクセラレーターからみると日本国内は閉じた市場で、支援が十分でない

ことがわかる。  

3 つ目に日本で実施された例として、世界上位のアクセラレーターに選出さ

れている「500startup」が神戸市と提携し、アクセラレータープログラムが神10 

戸で開催されたことがあげられる。このプログラムには複数の日本企業がスポ

ンサーとして入り開催された。「500startup」は日本について、「英語情報が少

ないこともあり、外から見るとブラックボックスになっている」 16と発言し、

日本企業を世界に発信していきたいという姿勢を示している。  

 15 

3)アクセラレータープログラム課題  

上記の日本のアクセラレーターの現状と海外アクセラレーターの現状を踏ま

えると経験値に伴う能力の相違が見える。また、海外アクセラレーターの日本

進出を行う流れが起こり始めていることが分かる。さらに、今後アクセラレー

ターを日本国内で普及させるには、アクセラレータープログラムの実施を希望20 

する日本企業の育成が急務となることがわかった。これらの課題を解決する提

案を事項以降説明していく。  

 

4)アクセラレーター事業仲介業者の設立  

                                                      
15「平成２８年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備」株式会社

ウィズグループ（2017.2） 

www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000156.pdf 

16「500Startups アクセラレーターから見た黄金の国『日本は肥沃な市場』」

ニュースイッチ 2017.6 https://newswitch.jp/p/5466 



44 
 

前項で定義した課題の解決のために、我々は日本企業と海外のアクセラレー

ターを連携させベンチャー企業とつなげる仲介業者の設立を提案する。本提案

におけるベンチャー企業とは、創業 1.2 年程で、自社製品やサービスを保有し

すでに顧客を有するベンチャー企業をさす。具体的には、まず創業期支援を希

望する国内のベンチャー企業が仲介業者に事業計画や財務諸表などの情報を登5 

録する。それと同時に、仲介業者はアクセラレーター事業を行いたいと考えて

いる日本企業と、日本進出を希望する海外アクセラレーターから、募集したい

ベンチャー企業の情報をヒアリングする。その情報をもとに仲介業者は、支援

したい企業の事業内容や系統が同じ日本企業と海外アクセラレーターをマッチ

ングさせ、登録されているベンチャー企業の中から適した企業を提案する。こ10 

の提案を行う際に海外アクセラレーターに発生する経費などは日本企業が持ち、

さらに日本企業は事業遂行の場や情報などを提供する。実際にベンチャー企業

をサポートする際には、海外アクセラレーターと日本企業が共に動くが、日本

企業は海外アクセラレーターの補助に回り知識を得る。大枠は図 4-8 の通りで

ある。  15 

図 4-8) アクセラレーター活用提案の仕組み  

 

出典)筆者作成  

5)関係機関のメリット  

日本企業のメリットは、アクセラレータープログラムのノウハウを得られるこ20 

と、将来的に関係性を築きたい企業の発掘が行えることである。前述したよう

に、日本はアクセラレータープログラムにおいて他国に遅れをとっている。そ

のため、すでにアクセラレータープログラムが多く行われている海外企業と共

に事業を行うことで、日本企業は知識や技術を蓄えることができる。さらに、
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有望なベンチャー企業に創業期から関わることで、今後その企業に融資を行い、

ベンチャーの技術を取り入れ業務提携するなど深い関わりを持つことができる。 

海外アクセラレーターのメリットは、情報がブラックボックス化した日本に

おいて、低コストで優良ベンチャー企業を紹介してもらえること、それに伴い

日本進出の良いきっかけとなることが考えられる。日本進出を検討している海5 

外アクセラレーターは近年増えているが、日本のベンチャー企業の情報を得る

ことが難しいという問題がある。それに対し、仲介業者がベンチャー企業を紹

介することで低コストかつ効果的にベンチャー企業に出会うことができる。ま

た、日本企業と共にアクセラレータープログラムを行うことで、日本における

事業の進め方や様々な繋がりを持つことができ日本進出の足がかりとなる。  10 

ベンチャー企業のメリットは、アクセラレーターの支援を受けやすいことや、

様々な企業とのつながりを得られることである。本提案では、現在アクセラレ

ータープログラムを行っていない日本企業が海外アクセラレーターと連携しプ

ログラムを行うため、アクセラレーター数は相対的に増加しベンチャー企業が

アクセラレータープログラムを受けられる確率が上がる。加えて、日本と海外15 

の両企業と関係が生まれ、今後の自社の規模を拡大していく際に助けとなり得

る。 

仲介業者のメリットとしては、手数料による収益、及び日本におけるアクセラ

レータープログラムの先駆けとしての社会貢献がある。本提案では仲介業者は

日本企業と海外アクセラレーターから手数料を得ることができ、事業が拡大す20 

るにつれて手数料も増えていくため、大きな収益が見込める。また、現在日本

ではアクセラレーターというものが未熟であるが、それを発達させベンチャー

企業のスタートアップ支援を充実させたという社会貢献につながる。 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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図 4-9)提案による各機関へのメリット  

日本企業  ・アクセラレータープログラムのノ

ウハウ獲得  

・将来的に関係を持ちたい企業の発

掘 

海外アクセラレーター  ・低コストで優良ベンチャー情報を

得られる  

・日本進出のきっかけ  

ベンチャー企業  ・アクセラレータープログラムを受

けやすい  

・様々な企業との繋がり 

仲介業者  ・収益  

・アクセラレータープログラム普及

の先駆けとしての社会的地位  

出典)筆者作成  

 

6)まとめ  

 海外アクセラレーターと共にアクセラレータープログラムを行い日本のベン5 

チャー企業をサポートすることによって、日本企業はアクセラレーターの知識

や技術を得ることができる。その結果、日本においてアクセラレータープログ

ラムが普及し、ベンチャー企業における創業期支援の改善につながっていく。  

 

第 3 節 ベンチャーキャピタルによる新たなクラウドファンディング 10 

本節ではベンチャー企業の多様な資金調達方法の活性化を⽬的とし、新たな

CF による資金調達方法を提案する。  

現在、ベンチャー企業には様々な資金調達方法が存在し、CF もそのうちの 1

つである。しかし、多くのベンチャー企業はそれらの多様な資金調達方法を活

用できていないのが現状であり、それにより使用される資金調達方法に偏りが15 

生まれてしまっている。この現状は是正すべき問題であると我々は考える。そ

こで我々が目を付けたのが、CF である。CF を活性化させることで多様な資金調
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達方法の活性化の一途となることを目指す。  

第 1 章でも述べたように我々は、信用力の欠如による CF の未活用を是正す

べく新たな CF における資金調達方法を提案する。詳しく内容を記述していく。 

 まず今回の提案を簡潔に述べると、VC が CF をやることによって、前述した

CF の問題点のうちの 1 つである信用力を補完する、というものである。  5 

図 4-10)VC による新たな CF の仕組み  

 

出典)筆者作成  

 図に記載されている番号をもとに順に述べていく。  

①  VC からベンチャー企業への出資  10 

ベンチャー企業は資金調達として VC から出資を受け、VC は最終的にベンチ

ャー企業が Exit した際のキャピタルゲインを得ることでリターンを得る仕組

みは従来通りである。しかし、もちろんすべてのベンチャー企業が VC から出資

を受けることができるわけではない。これらのベンチャー企業は、厳しい審査

を通った上で VC から出資を受けている。そのため、十分な信用力があるといえ15 

る。 

②  VC が CF を行う 

今回の提案において、「 VC が CF を行う」という点が要になる。これによって、

前述したように CF 仲介業者自体への信用に繋がり、VC が出資しているという

事実がベンチャー企業の将来性への信用力となる。そのため、VC が運営する CF20 
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の信用力が向上し、CF へ投資する個人投資家が増え CF が活発化することを狙

っている。  

また、従来の CF においては、CF 仲介業者は企業側から手数料を受け取るこ

とで利益を得ている。しかし、今回の提案では VC が CF し、加えて VC の最大の

目的は出資先ベンチャー企業が IPO などで Exit した際に生じるキャピタルゲ5 

インを得ることにあるため、ベンチャー企業側が支払う手数料は VC が CF を運

営する際にかかるコスト分のみとする。その結果、従来の CF に比べ企業側が支

払う手数料が少なくなり、その差額を経営資金にあてることができる。 

③  ベンチャー企業から CF を行う VC へ企業情報提供  

ベンチャー企業は今回提案する CF による資金調達のために、VC が行う CF に10 

対し情報提供をする必要がある。CF に投資する個人投資家は、いくら VC が CF

を運営することによって、信用力が担保されているとはいえ、対象企業の情報

がなければ投資する判断材料がなく行動に踏み切れない。  

また、情報提供の際、 CF を行う VC からもベンチャー企業に関する情報提供

が行われる。VC は、ベンチャー企業に出資するかどうか判断する際に厳しい審15 

査を行うと同時に多大な情報を入手する。加えて、VC はベンチャー企業に経営

コンサルティングサービスも提供しているため常にベンチャー企業の事業性や

経営状況をある程度把握しているといえる。  

これらのことから、今回提案する CF は、ベンチャー企業、そして VC の二者

から CF を行う際の情報を得ることで、情報量が増加しそれに応じて正確性も20 

向上するため、さらに信用力の保証へとつながる。  

④  個人投資家から CF へ出資・融資  

前述したように、個人投資家は VC が行う CF から情報を得てそれにもとづき

対象ベンチャー企業の事業性や成長性、または期待感を判断して投資を行う。  

⑤  個人投資家へ製品・サービス、または返済金の譲渡  25 

CF には様々な種類の型がある。例えば、寄付型や株式型、融資型、購入型、

など第 1 章で記述したように多様である。今回の提案で私たちは、その中でも、

「購入型」と「融資型」の 2 つに絞った。それぞれについて説明していく。  

(1) 購入型  

 購入型で今回の提案を行うメリットは、製品・サービス自体の価値が向上す30 
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ることである。なぜなら、リターンとして個人投資家のもとに製品・サービス

が行き届くためそれらが評価されることとなり、うまくいけばベンチャー企業

にとっては今後の経営にも良い影響を与えるからである。また、CF において製

品・サービスに多額の出資金が集まれば、それらの価値を社会的に証明するこ

とにつながることも理由の 1 つである。  5 

 これらのことから、購入型は製品・サービス自体の価値を向上させることが

でき、ひいては企業価値の向上へとつながっていく。  

(2) 融資型  

融資型で今回の提案を行うメリットは、企業側は継続的な資金調達が期待さ

れ、個人投資家側は比較的 CF に手を出しやすい、という点があげられる。企業10 

側のメリットに関しては、融資型が各 CF の型の中で最も伸び率が高いため、こ

の先も CF による安定した資金調達が可能になる。また、個人投資家側のメリッ

トに関しては、最も市場規模が大きく「VC から出資を受けている」という事実

も存在するため、比較的融資に踏み切りやすいといえるだろう。  

これらのことから、融資型は企業側、そして個人投資家側の双方のメリット15 

が見込めるものであるといえる。  

 次に各機関のメリットを、VC、ベンチャー企業、個人投資家の三者に分けて

それぞれ記述していく。 

①  VC 

この提案における VC のメリットは、出資先ベンチャー企業が Exit する可能20 

性が上がり、キャピタルゲインを得やすくなるという点である。VC がベンチャ

ー企業に出資する本来の目的は、キャピタルゲインを得ることで利益をあげる

ことにある。今回の提案では、CF を活性化させることでベンチャー企業の多様

な資金調達の活性化につながる。結果的にベンチャー企業の資金調達、資金繰

りの安定化、知名度の向上などから Exit しやすくなり、VC はキャピタルゲイ25 

ンを得やすくなるといえるであろう。この提案は VC の最大の目的であるキャ

ピタルゲインを得ることへの有効な手段であるといえる。  

②  ベンチャー企業  

この提案におけるベンチャー企業のメリットは 3 つある。  

 1 つ目に、資金調達手段の幅が広がる、という点である。私たちは、現在の30 
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ベンチャー企業の資金調達における問題点として、多様な資金調達手段が活か

されていないことをあげた。今回の提案では、CF を活性化させることでこの問

題を緩和すると同時にベンチャー企業の主要な資金調達手段が広がると考えて

いる。  

 2 つ目に、自社の企業価値を向上させることができる、という点である。こ5 

の提案では、「VC が出資している」という事実から CF における企業価値が向上

する。それによって、個人投資家側の目につきやすくなり、ファンドにお金が

集まるため、自社の製品・サービスの価値が上がる。これが結果的には、さら

なる企業自体の価値の向上にもつながっていく、という流れである。 

3 つ目に、従来の CF に比べ手数料がかからない、という点である。前述した10 

ように、今回の提案では、ベンチャー企業が CF に対し支払う手数料は VC が CF

にかけているコスト分のみとする。なぜなら、VC の最大の目的はキャピタルゲ

インを得ることにあるためである。そのため、従来の CF にかかっていた手数料

との差額をほかの経営資金にまわすことができる。  

③  個人投資家  15 

この提案における個人投資家のメリットは、比較的安心して CF に投資でき

る、という点である。ここまで述べてきたように、本提案は CF の信用力を保証

しているため、投資したあとにベンチャー企業が経営困難、または倒産などに

追い込まれリターンが返ってこない、というリスクが軽減される。このことか

らも、従来に比べ個人投資家は CF に手を出しやすくなるといえる。 20 

CF は個人投資家が投資しないことにはなにも始まらない。その個人投資家が

従来の CF に比べ、気軽に手を出しやすくなることで新たな個人投資家の創出

や、一人当たりの投資額の増加なども見込めるであろう。  

 今回の提案で私たちが解決したい問題は、CF が信用力欠如によりあまり活

用されていない問題、また、それによるベンチャー企業の多様な資金調達手段25 

の未活用の問題であった。VC が、出資しているベンチャー企業に向けて CF を

行うことで、投資家は投資しやすくなり、ベンチャー企業は CF から円滑な資金

調達を行うことができるようになるため、本提案は CF における信用補完の役

割を果たすことができると考えている。我々は、今回の提案が実用されれば、

ベンチャー企業の多様な資金調達手段の活性化への一途となると考えている。  30 
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終わりに  

 これまでの本論文について総括していく。  

 第 1 章では、中小企業・ベンチャー企業の資金調達として、出資と融資の違

いや、直接金融・間接金融・公的支援における資金調達手段の特徴について論

述した。第 2 章・第 3 章では中小企業、ベンチャー企業の現状を整理し、両企5 

業が抱える課題について述べた。そして前章の課題を踏まえたうえで、第 4 章

では望ましい資金調達のあり方を定義し、その実現に向けた提案を行った。  

 1 つ目の提案は ABL の促進に向けた Fintech サービスの活用である。現在、

中小企業は不動産などの担保を十分に保有しておらず、満足な融資を受けるこ

とができていないという課題があげられた。これに対し、本論文ではトラスト10 

&グロース社の T&G 売掛保証を活用した新たな売掛債権担保融資制度の仕組み

を作ることで、担保不足という課題を解決するための提案を行った。 

 2 つ目の提案は創業期支援拡充に向けたシードアクセラレーターの活用であ

る。現在の日本では、ベンチャー企業が創業期に十分な資金調達を行うことが

できず、「死の谷」を超えることができないといった問題が発生している。そこ15 

で日本ではあまり馴染みのないシードアクセラレーターを促進するため、日本

企業とアメリカのシードアクセラレーター、日本のベンチャー企業を仲介機関

が結ぶことで、創業期支援の拡充を図るという提案を行った。  

 3 つ目の提案は VC による新たな CF である。ベンチャー企業は多様な資金調

達手段を有しながらもそれを活用しきれていないという課題があったため、そ20 

の中でも成長性の高い CF に着目し、提案を行った。具体的には、CF が抱える

信用力という課題を VC が CF を運営することで補填することで改善し、多様な

資金調達手段の活用を促していくというものである。  

 中小企業は日本経済を支える柱であり、ベンチャー企業もまた、日本経済の

活性化のために重要な存在である。両企業が今後もさらなる発展を遂げるため25 

には、その規模や性質、成長段階に応じて資金調達手段を策定していくことが

必要不可欠である。そしてそのためには、従来の資金調達手段のみならず、新

たな資金調達モデルの構築が重要になると、我々は考えている。  

 最後に、本論文が中小企業・ベンチャー企業の資金調達を円滑化し、日本経

済の発展につながる一助となることを祈念して、本論文の結びとする。 30 
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