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はじめに 
	 我が国の経済は 2012 年を底に緩やかな回復傾向を維持しており、2017 年度においても

GDP 成長率は実質名目ともにプラスとなっている。海外経済の堅調な成長により、輸出の増

加が続いていることなどが背景にある。また、日本銀行が 2016 年２月より「マイナス金利

付き量的・質的金融緩和」を導入したことで借入金利が低くなり企業の資金需要は高まって5 
いる。この傾向は中小企業や小規模事業者の経済環境にも好影響を及ぼしてはいるものの、

資金調達の観点では未だ課題がみられる。	

	 国内企業の 99％以上は中小企業である。2017 年に行われた中小企業庁の調べによると、

従業員数も全体の 70％にのぼり、日本経済において労働市場を支える存在といえる。中小

企業の資金調達は間接金融からの借り入れが主な手段であるが、思い通りに資金を調達で10 
きていない中小企業の割合が高い。	

	 新技術を持ち、高い成長意欲をもつベンチャー企業は、企業間の競争を生むなど日本経済

を刺激する存在であり、イノベーションの原動力となる。また近年、国内外で情報関連材へ

の需要が高まり、大企業が業務提携を行うなどその影響力は大きく、今後も日本経済への貢

献が期待されている。しかし、日本国内ではこのような成長性のある企業を支える仕組みが15 
他国に比べて整っていない現状がある。アメリカなどと比較するとベンチャーキャピタル

やエンジェル投資家といったベンチャー企業の資金源となる存在の数が少なく、また金融

機関も実績や担保のない企業への融資にはなかなか踏み切ることができていない。	

	 このように、日本経済を支えてきた中小企業と、今後の経済発展への役割が大きいベンチ

ャー企業の双方に対して十分な資金が行き届いていない現状は、国内経済の発展を妨げる20 
可能性がある。そこで、我々は中小企業とベンチャー企業が現在抱えている問題を解決する

効果的な資金調達方法を提言することで、各企業の成長の手助けとなることを目指す。	

	 本論文では、まず第１章で現在利用されている資金調達方法にはどのようなものがある

のか、それぞれの特徴とメリット・デメリットについて説明する。第２章では中小企業、続

いて第３章ではベンチャー企業について、それぞれの資金調達の現状と、そこから考えられ25 
る課題について考察する。それらを踏まえ、第４章で中小企業とベンチャー企業のより円滑

な資金調達を促すための我々の提案を述べていく。	
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第 1 章 中小企業・ベンチャー企業の資金調達について 
	 本章ではまず第 1 節で出資・融資の違いに触れ、第 2 節で中小企業・ベンチャー企業が利

用する資金調達手段を直接金融、間接金融、その他に分けて見ていく。第 3 節では公的支援

について確認していく。	

	5 
第 1 節 出資・融資の違い 

	 企業の資金調達手段は「出資」と「融資」の 2 種類がある。多くの企業は経営を自己資金

だけではまかないきれず、外部から出資や融資を受けることになる。それぞれの調達手段に

よって特徴が異なるため、企業の規模・性質にあった手段を選択することが求められる。そ

れぞれの特徴は以下の通りである。	10 
	

図表 1-1-1	出資と融資の違い	

	

出典)「【保存版】出資と融資どちらが有利？起業家なら知るべきメリット・デメリット

と、出資・融資の成功 5 つのコツ」2018 年 9 月	資金調達プロより筆者作成		15 
	

⑴	出資	

	 出資とは、資金提供者が事業の成長や成功を期待して特定の団体や会社に資金を出すこ

とを指す。これは会社に投資してもらうということであり、出資を受けた側は受け取った資

金を返す必要はない。代わりに、出資者には配当の請求や経営関与などの権利を与える必要20 
がある。特にスタートアップ直後の企業は資金繰りに苦労する場合が多く、簡単に言えば

「純資産が増加する」ことにつながる出資はとても有効な資金調達手段となる。提供者は出
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資先に、主に将来性を期待している。	

⑵	融資	

	 融資とは、資金を融通することであり、要は借金である。銀行などの金融機関は利息を得

る目的で行っているが、他の目的を持って融資を行う組織・機関・団体もある。貸す側が重

要視するのは「返済能力があるのか」「存続が見込めるかどうか」といった企業・事業の安5 
定性である。	

	 	

第 2 節 中小企業・ベンチャー企業の資金調達手段 

	 今回資金調達手段を直接金融、間接金融、その他に分類する。	

	10 
⑴直接金融	

	 直接金融とは、「借り手と貸し手が直接資金を融通する方法で、金融機関を通さずに直接、

個人や企業から直接資金を調達する方法1」(赤沼/2015/p.39)である。以下、代表的な資金

調達手段を述べていく。	

a.	株式公開	15 
	 株式公開とは、企業が株式市場に上場することによって自社の株式を広く公開し、不特定

多数の投資家から購入してもらう資金調達手段である。	

	 株式公開のメリットは大きく 2 つあげることができる。1 つ目は資金調達力の向上であ

る。多くの投資家によって自社の株式が購入されるため、一度に多額の資金を調達できる可

能性がある。2 つ目は知名度と社会的信用の向上である。株式を公開することで自社の情報20 
が新聞などで広く取り上げられるようになり、多くの人の目に触れるようになる。また、上

場の際に厳しい審査を通過する必要があるため、企業の高い運営能力、内部管理力などの証

明にもなる。	

	 しかし、株式公開によって生じる弊害もある。今回は 2 つ取り上げる。1 つ目は証券取引

所の審査である。上述した通り審査は厳しく、企業の運営能力、内部管理能力以外にも、有25 
価証券報告書や財務諸表などの正確な書類の提出が求められる。書類作成など複雑な作業

に関しては専門家に依頼するコストなども発生するため、企業の負担は大きい。2 つ目は社

会的責任の拡大である。公開企業としてこれまでよりも遵守すべき法律が増え、社会からの

                                                
 
1赤沼慎太郎「専門家のための資金調達の実務」(2015)p.39 より引用	
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監視の目も強くなる。株式を公開することで、以前と比較して窮屈な企業活動を強いられる

ことになる。	

b.	クラウドファンディング	

	 クラウドファンディング（以下 CF）とは、様々なアイデアやプロジェクトを持つ提案者

が専用のインターネットサービスを通じて世の中に呼びかけ、共感した人から広く資金を5 
集める方法である。	CF は非投資型の購入型、寄付型と、投資型のファンド型、融資型、株

式型の５つに分けられる。		

	 購入型は資金供給者へリターンとしてモノやサービスの物品が提供される CF である。支

援者側のメリットは、そのプロジェクトでしか得ることのできない物品提供を受けられる

ことである。		10 
	 寄付型は資金提供者への見返りがない CF であり、支援などに使われる。支援者側のメリ

ットは、寄付先が一定の条件を満たしている場合に寄附金控除という形で税の優遇を受け

られることである。また、寄付型と購入型の手続きは概ね同様である。		

	 融資型はソーシャルレンディングとも呼ばれ、企業が融資を受け、支援者に対し利子を支

払うという仕組みである。貸金業法により融資先の企業名が分からず信用性の判断などが15 
難しいことや、事業が失敗した場合には元本の保証がないため貸し倒れが起こる可能性が

あることなどがデメリットとして挙げられる。		

	 株式型は非上場株式の発行により資金を集め資金供給者へ配当金などを提供する仕組み

である。市場の影響を受けないためローリスクであると言われているが、途中解約が難しい

ことや融資型と同じく貸し倒れが起こる可能性があることなどがデメリットとして挙げら20 
れる。		

	 ファンド型は株式型と異なり企業ではなく事業やプロジェクトに投資を行う CF である。

売上に応じた配当を受け取ることが可能だが、約２割は元手を下回っているとも言われリ

スクは高い。しかし、その分高い利回りを受け取ることができることが魅力である。		

	 CF 全体の提案者にとってのメリットは、銀行などの金融機関からの融資や、国や自治体25 
などの公的支援制度を受ける際に必要となる審査や手続きが無いため、スムーズに資金を

集めることができる点である。また、インターネットサービスならではの拡散力が挙げられ

る。一度に多くの人の目に触れることで支援者を見つけやすいだけでなく、同じ考えを持っ

た人物や団体とつながりなど、今後のビジネスに活かせる点もメリットとなる。	
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	 支援者側のメリットは、少額からの支援も可能であるため小さなリスクで資産運用を行

えることである。デメリットは、プロジェクトが完遂されなかった場合にリターンを得られ

ないことが挙げられる。	

	 CF は低額での支援が可能であり、あまり実績のない会社でも比較的簡単に会社の設立資

金を集めることができる。そのため国内の CF の市場も成長を続けており、2016 年度は前年5 
度比 96.6%増の 745 億 5,100 万円に拡大した。また、内訳は融資型が約 672 億円、購入型が

約 62 億円、寄付型が約 5 億円、ファンド型が約３億円、株式型が約 0.4 億円となっており、

融資型が最も規模が大きいものとなっている。今後の更なる発展に向け、より安定した市場

を作っていくことで支援者からの信頼を得ていくことが必要である。		

	c.	ベンチャーキャピタル	10 
	 べンチャーキャピタル（以下VC）とは、これから成長していく企業に対して、資金を供

給し、自社が保有する経営ノウハウや人的ネットワークを活かして経営支援を行う組織の

ことである。VCには独立系VCや政府系VC、コーポレートVC(CVC)などがある2。VCが出資を

行う目的は、出資した企業が自社をM&Aをした時に得る売却益と株式市場に上場した際に

発生する売却益を得ることである。VCが出資額を決定する際には、企業の成長段階ごとに15 
企業を分類し、出資する額を決定する。	

	 ベンチャー企業が資金を調達する流れを確認する。始めにVCが必要な資金を金融機関や

事業会社から出資を受けてファンドを組成する。その後VCがベンチャー企業に対して投

資・支援を行う。支援したのち、投資したベンチャー企業がExitした際に発生するキャピ

タルゲインを回収することで得た利益を出資者に分配する。	20 
	 VCを利用することによる最大のメリットは利子・返済義務のリスクがないことである。

また、ファンド結成により多くの投資家が集まるため、多額な出資を受けることができ

る。		

	 一方でデメリットも存在する。1つ目は返済義務が無い分リターンを厳しく要求される

ことである。上記の通り、VCはExitによる利益を目的に企業に出資を行っている。そのた25 
め、企業にExitすることを勧め、場合によっては経営方法に口出しをしてくる場合があ

り、経営の自由度は下がることとなる。２つ目は持ち株比率の低下である。会社の持ち株

                                                
 
2	pedia「ベンチャーキャピタルとは？VCの仕組み、調達額、出会う方法」(2018)	

https://thepedia.co/article/2647/			 
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比率が低下すると会社の意思決定の力が弱くなってしまう。多くの株をVCや投資家が保有

している状態であると制限が多くなり、会社の自由度が低下してしまう。またその結果、

Exitした際に会社が得ることができる利益が少なくなってしまう。	重要なことは、VCや

投資家の目的をしっかり押さえることである。	

	d.	エンジェル	5 
	通常、創業間もない企業は銀行などの金融機関から十分な融資を受けることは困難であ

る。創業初期の企業や起業家は説明できる実績がないため、各機関からの信用が得られない

ことが原因といえる。そこでこのようなシード、アーリー期にあたる企業でも資金を調達し

やすい有効な手段としてエンジェル投資が挙げられる。エンジェル投資家、つまり元起業家

や経営者など潤沢な個人資産や経営ノウハウをもつ人物が、将来期待されると判断した企10 
業に投資し、株式や社債などを得る。また、任意で企業に対して経営指導を行うこともある

ため、経験の浅い経営者にとっては良いアドバイザーにもなる。		

企業側のメリットは、比較的容易に出資を受けられる点と、エンジェル投資家の持つ経営

ノウハウや幅広い人脈を得ることができる点が挙げられる。エンジェル投資家たちは多く

の場合、リターンだけではなく、投資した企業の成長プロセスを見守り応援することも目的15 
としている。そのため、明確な事業計画などを示し、効果的にアピールすることが出資を受

ける際に重要となる。		

一方、デメリットは経営の自由度が低下する可能性が挙げられる。先述したようにエンジ

ェル投資家は豊富な知識と経験をもっているため、出資した企業の経営に深く関わること

が多い。経営者が窮屈な思いをしないよう、エンジェル投資家からの出資を募る場合は、今20 
後信頼関係を築いていける相手かを見極める必要がある。		

	 	

⑵間接金融	

	 間接金融とは、金融機関から融資を受けることで資金を調達する手法である。直接金融に

よる資金調達が困難である中小企業にとって、間接金融は資金調達の要である。以下、メガ25 
バンク、地方銀行、信用金庫・組合について記す。	

a.	メガバンク	

	 メガバンクとは、巨大銀行、また都市銀行を再編・グループ化したもので、都市部を中心

に全国 400 店舗以上を有する。日本では三菱東京 UFJ 銀行・みずほ銀行・三井住友銀行の３

大メガバンク体制となっており、りそな銀行を加えた４大銀行と呼ばれることもある。	30 
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	 融資を受ける際の良い面は、メガバンクの強みである規模を有効に活用できる点である。

他の地方銀行、信用組合などと比較すると積極的に低金利での貸し出しを行い、かつ迅速な

対応をとる。また一度に融資することのできる金額が大きいことも特長として挙げられる。	

	 一方悪い面は、まず全国展開しているがゆえに一つ一つの企業に対して寄り添った対応

は取らないという、シビアな面が挙げられる。その銀行の規模が大きいほど、銀行員一人当5 
たりの担当する融資件数も多いことから、業績や融資申込額などによっては全く相手にし

ないケースもある。金融機関との密接な関わりをもつことで事業の評価を得て融資につな

げていく中小企業にとっては、融資を受ける相手としては適していない点が多く、ハードル

も高いと考えられる。	

b.	地方銀行	10 
	 地方銀行とは、普通銀行のうち全国的に店舗を広げ融資先をもつメガバンクに対し、各都

道府県の都市に本店を置く銀行のことを指す。基本的に本店を構える地域内で積極的に営

業を行う。メガバンクのように大口取引ばかり取り扱うということはなく、地元の個人や中

小企業を相手にした小口取引が主体となる。全国地方銀行協会に属する第一地方銀行と、第

二地方銀行協会に属する比較的小規模な第二地方銀行に区別される。	15 
	 地方銀行は基本的に信用保証協会の保証付き融資を行う。特徴としては、メガバンクと比

較すると金利はやや高めであるが、審査のハードルが低く中小企業も融資を受けやすいこ

とが挙げられる。そのため中小企業は地方銀行をメインバンクとすることも可能である。	

また、近年「地方銀行の業務再編」が進んでいる。背景には金融庁が平成 30 年度終了後

（平成 31 年４月１日以降）を目処に「金融検査マニュアル」の廃止を決定したことがある。20 
金融検査マニュアルとは、不良債権処理に重点を置いた地方銀行の業務マニュアルである。

このマニュアルにより、担保・保証に依存した貸出業務が行われ、銀行員の目利き能力や企

業との関わりは希薄化した。この現状を問題視し、日本の企業の 99％以上を担う中小企業

とより近い関係にある地方銀行に対して強化が求められているのがリレーションシップ・

バンキングである。リレーションシップ・バンキングとは、「銀行が、企業との間で親密な25 
関係を長く維持するなかで、企業に関する情報を蓄積し、その情報を基に融資などの金融取

引を行うビジネス・モデル3」（中島/2015/P.135）である。このように決算書に表れない情

報にも着目することで、より正確に経営実態を把握し融資機会を増やしていくことが期待

                                                
 
3中島真志「入門企業金融論	基礎から学ぶ資金調達の仕組み」(2015)P.135 より引用	
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される。	

c.	信用金庫・組合	

	 銀行が株式会社組織の営利法人であるのに対し、信用金庫・組合は組合員の出資による非

営利の協同組織金融機関である。地方銀行と比較し「より狭域の地域を対象とし、地域中小

企業・地域住民・地域社会の金融ニーズに応え、狭域高密度的な経営を行う4」（村本/2015/P.3）5 
という特徴がある。それぞれの会員資格にはその地域内に事業所を構えていることに加え、

従業員数や資本金に規定がある。資本金については信用金庫が９億円以下の中小事業者と

しているのに対し、信用組合は３億円以下の小規模事業者としている。また融資の取り組み

については地域によって預金残高に大きな差があるように、１案件あたりの融資取扱金額

も地方では小さくなるケースもある。	10 
このように企業規模が大きくなると信用金庫・組合との取引ができなくなる、もしくは不

十分な面が出てくるといえる。加えて地方銀行に比べ標準金利が 0.5％程高くなることもデ

メリットと捉えることができる。しかし、「face	to	face」の精神を掲げ、定期的に会社訪

問を行うなどきめ細かいサービスを提供しているため、中小企業にとって重宝すべき存在

である。	15 
	

⑶その他	

	 直接金融、間接金融に含まれないファクタリングをここで扱う。	

ファクタリングとは、自社が保有している売掛金をファクタリング会社に売却し、すぐに

キャッシュを確保する仕組みのことである5。簡単に言いかえると、まだ手にしていない売20 
り上げを手にいれて資金化するということである。ファクタリングには、買取ファクタリン

グ、保証ファクタリング、一括ファクタリング、国際ファクタリング、医療ファクタリング

の 5 種類が大きく分けて存在している。使用機会は新規事業にかかる資金が必要になった

時など、主に緊急で資金が必要な時に利用するものである。ファクタリングを利用している

企業の主な業種としては、建設・建築業が約 33%、ついでサービス業が約 22％を占めてい25 
る。性質としてつなぎ資金が必要な業種には有効な資金調達手段である。	

	 日本では経営者の大半が活用することができていないため、売掛債権担保や動産担保は

                                                
 
4村本孜「信用金庫論	制度論としての整理」(2015)P.3 より引用	

5福田拓哉「経営者が知らない資金調達 8 つの方法」(2018)	
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活用されていないという現状がある。一方、ヨーロッパ・アメリカでは当たり前に活用され

ているものであり、日本でも今後、ファクタリングの認知の向上・活用が求められている。

メリットとして、最短 1 日で資金化が可能であること、取引先に知られないで売掛金を売却

できること、通常取引先が倒産して売掛金が回収できなくても支払い義務が生じないこと、

信用情報への影響が少ないことなどがあげられ、多くの魅力があることがわかる。一方、デ5 
メリットとしては手数料が高い、返済を分割できない、売掛先の信用状況が大事になるなど

があげられる。	

	 ファクタリングは、手数料は高いものの審査が通りやすく、資金化までの期間も短いため

有効な資金調達の手段である。そのため、今後日本でもこの資金調達方法の認知度向上が必

要であると考えられる。	10 
	

 第 3 節 公的支援について 

	 公的支援とは、政府や都道府県などの公的機関が、企業や個人に対して行う支援のことを

表す。本節では、公的支援の中で代表的な公的融資、信用保証制度、補助金・助成金、税制

優遇について確認する。	15 
	

第 1 項 公的融資 

	 公的融資とは、政府や自治体などの公的機関が行う融資活動のことであり、民間金融が融

資できない中小零細企業や創業間もない企業・個人に対する融資、金融危機などの緊急時対

応などが目的とされている。公的金融機関による融資は原則として民業補完を目的として20 
おり、民間金融を利用できない企業や個人に対して低金利での融資を行っている。以下、代

表的な機関を 2 つ取り上げる。	

⑴日本政策金融公庫		

	 日本政策金融公庫とは、2008 年 10 月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（国際金融業務）の 4 つの機関の統合により設立された 100%政府25 
出資の政策金融機関である。		

	 その日本政策金融公庫の中でも国民生活事業と中小企業事業は中小企業の資金調達にお

いて深い関わりを持っている。国民生活事業は創業間もない企業や中小零細企業が主に利

用する公庫である。数多くの小口融資を行なっており、資金繰りにおけるセーフティネット

機能、創業企業、事業再生の支援、ソーシャルビジネスや海外展開の支援等を行なっている。30 
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中小企業事業は国民生活事業と比較して取引をする企業は大きくなり、中小企業への長期

固定金利融資や新事業育成などの金融活動を行なっている。民間の金融機関ではまかない

きれない長期資金の供給を行い、中小企業の資金調達を補完的立場から支えている。日本政

策金融公庫はアイデアと勝算を持っていながらもそれを実現する資金がないという中小企

業に重宝されており、公的融資の中でも個人事業主や会社経営者にとって心強い存在とな5 
っている。		

	 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に比べて低金利であること、

民間金融機関より審査の可決率が高いことなどが挙げられる。また、事業に対して助言をく

れることや融資実績を作れることなどから、民間金融からの融資も将来的に受けやすくな

る。一方デメリットとしては審査に日数がかかり、保証人が必要になることなどが挙げられ10 
る。	

⑵商工組合中央金庫		

	 商工組合中央金庫（以下商工中金）とは、1936 年に創立され、中小企業を融資対象とし

た約 80％政府出資の民間と政府の共同出資機関であり、中小企業等協同組合その他、主に

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15 
に必要な業務を営むことを目的にしている。融資対象者は原則として商工中金に出資を行

なっている出資団体や所属団体、及びその構成員のみであり、21,000 から 27,000 の団体が

所属している。商工中金は日本政策金融公庫とは異なり預金・決済機能があり、手形割引や

短期融資が可能なため、短期的な融資を受けたい企業は商工中金の利用を視野に入れるこ

ともできる。しかし商工中金は 90%以上を自己調達し、民間の金融機関に近い立場で業務を20 
行なっているため、日本政策金融公庫と比べると融資審査が厳しくなっている。よって、商

工中金はスタートアップ企業よりも会社ステージの進んだ企業に向いているといえる。		

		

	 公的融資を受けるメリットは上述の通り、金利の低さ、審査の可決率の高さが大きい。し

かし、この利点は公的金融機関が抱える課題にもつながる。先ほど確認した通り、公的融資25 
の役割は銀行がまかないきれなかった部分を補う、あくまで民業補完である。しかし、新事

業を行おうとする中小企業やベンチャー企業にとって、民間金融機関よりも低金利で借り

入れやすい公的金融機関は非常に大きな存在である。公的金融機関が事業を拡大しすぎる

と、必要としてない企業に対しても融資を行ってしまう民業圧迫に繋がる。2018 年 1 月に
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発表された全国銀行協会の調査によると、公的金融機関による民業圧迫は	830 件にものぼ

った。地方銀行からの批判の声も上がっており、今後対策が迫られる。	

	 また、非常時においては平時とは異なり、公的金融が経済厚生の中心的役割を担わなけれ

ばならない。しかし非常時対応策もまた、貸し出しすぎると民業圧迫を叫ばれてしまう。こ

のように公的金融機関は経済の状況、民間金融の状況を見ながら、それに応じた業務を遂行5 
する必要があるため非常に難しい立場にある。		

	 以上のことから、公的金融のあり方とは、民間金融の補完的役割でありながらも、平時・

非常時共に民業補完の範囲内で最大限の中小企業支援を行うものだと考える。		

	

第 2 項	信用保証制度	10 
	 信用保証制度とは、中小企業が金融機関から円滑に資金を借りられるようにするため、

信用保証協会が「保証」を行う仕組みのことである6。信用保証協会とは、信用保証協会法

に基づいて、資金調達を独自の力で行うことが難しい中小零細企業に対して資金調達の円

滑化を図るために設立された公的機関であり、金融機関からの融資と社債を保証領域とし

ている。信用保証協会は全国に51箇所（47都道府県と横浜市、川崎市、岐阜市、名古屋15 
市）にあり、各地域に密着した業務を行っており146万社もの企業が利用している7。		

	 仕組みはまず、銀行からプロパー融資を受けることができない中小零細企業が金融機関

から融資を受けるために信用保証協会に保証申し込みをし、信用保証協会がそれを承諾し

た後に金融機関からの融資を受けることができる。また、融資を受けた企業の返済が滞っ

た場合、信用保証協会は金融機関に対して代位弁済を行う。その後企業は返済できなかっ20 
た額を信用保証協会に対して弁済していく。以前は信用保証協会が返済する金額の全額を

負担していたが、平成19年に導入された「責任共有制度」によって、金融機関が全額の

20%を負担することでリスクを共有し、融資制度の改善が行われた。さらにこの信用保証

に対して日本政策金融公庫が再保険をかけた制度として「信用補完制度」がある。		

	 主に信用保証協会を活用するメリットは信用力が増すことによって融資枠の拡大ができ25 
ること、長期に対応した借り入れが可能になること、連帯保証人・担保が必要ないこと、

ニーズに応じた保証を受けることができることの4つである。デメリットは融資額の0.5%

                                                
 
6中島真志「入門企業金融論	基礎から学ぶ資金調達の仕組み」(2015)	
7赤沼慎太郎「専門家のための資金調達の実務」(2015)	
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〜2.0%程度の信用保証料がかかることが挙げられる。このように、信用保証付融資は規模

の小さい企業でも融資を受けることが簡単な資金調達方法といえる。		

	

第 3 項 補助金・助成金 

	 補助金・助成金とは、「国や自治体、財団等が給付している、返済のいらない資金8」（赤5 
沼/2015/p.41）である。どちらも後払いにより受給するものが多く、事業開始時にその資金

を使用することはできない。	

	 助成金はその財源が雇用保険料であり、労働者を守るために労働環境や雇用環境の改善

等を推進することが支給条件の 1 つになっている。1 件あたりの受給額は数十万から数百万

円と多額とはいえないが、種類が多く受給できるものが多い。しかし、種類が多すぎるため10 
に制度を認知していないことが多く、常に最新の情報を手に入れておくことが必要である。	

	 補助金とは、「新商品の開発や新しい技術の研究を行う企業、異業種へ進出して新しい事

業をこれから行う企業等、いわゆる革新的なことを行う会社を補助する制度9」(赤沼

/2015/p.42)である。補助金は助成金よりもさらに種類が豊富で全てを把握することは難し

い。助成金と異なり、その多くが公募の形をとっており、要件を満たしたものについてさら15 
に厳格な審査が行われる。助成金よりも分野が狭く、申請期間にも限りがある。補助金は助

成金に比べ難易度が高く、手間と時間がかかる傾向にある。	

	 補助金・助成金どちらも種類が豊富であり、返済が不要なため中小・ベンチャー企業は受

給条件にアンテナを常に張り、上手に活用することで、資金繰りを円滑にすることにつなが

る。	20 
	

第 4 項 税制優遇 

	 税制優遇とは、要件を満たした企業や投資家に対し税金額を引き下げるなどし、投資の促

進・市場の活性化を図るために措置されたものである。代表的なものとして、中小企業・小

規模事業者の生産性向上や設備投資を促進するもの、投資を行った場合に受け取ることが25 
できるものがある。	

                                                
 
8赤沼慎太郎「専門家のための資金調達の実務」(2015)p.41 より引用	
9赤沼慎太郎「専門家のための資金調達の実務」(2015)p.42 より引用	
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中小企業・小規模事業者の生産性向上や設備投資を促進するもの10	

①固定資産税の特例	

中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や製作

等した場合に、固定資産税が 3 年間にわたって 2 分の 1 に軽減される。	

②中小企業経営強化税制	5 
中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得や政策

等した場合に、即時償却または取得価額の税額控除が選択適用できる。	

③中小企業投資促進税制	

一定の機械装置等の対象設備を製作等した場合に、取得価額の特別償却または税額控除が

選択適用できる。	10 
投資を行った場合に受け取ることができるもの11	

①エンジェル税制	

一定の要件を満たした企業に対して、個人が投資を行った場合、投資時点と、売却時点で税

制上の優遇措置を受けることができる。また、民放組合・投資事業有限責任組合を通じた投

資についても、直接投資と同様にエンジェル税制の対象となる。	15 
	

	 以上より、公的支援のあり方とは、支援を必要とする企業を支え、資金調達をサポートす

る役割を果たすことであると考える。	

	

	20 
第 2 章 中小企業について 
	 本章では中小企業の現状を見た上で、抱えている資金調達における課題を確認していく。	

	

	

                                                
 
10	「中小企業税制	平成 29 年度版」中小企業庁(2017)	

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2017/170626zeisei.pdf	

11	「エンジェル税制のご案内」経済産業省	

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/angel/pdf/angeltax_panf1.pdf	
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第 1 節	 中小企業の現状 

	 本論文において、中小企業とは主旨文の通り中小企業基本法に基づくものとする。	

	

図表 2-1-1	中小企業基本法の定義	

	5 
出典)中小企業庁より筆者作成	

	

	 国内に中小企業は 380.9 万社存在し、99.7%を占めている。2017 年版中小企業白書によ

ると従業員数は全体の 70%以上にのぼり、中小企業は日本の経済に大きな影響を及ぼして

いることがうかがえる。	10 
	

	 まず、中小企業の資金調達における現状を把握するために資金繰り DI と貸出態度 DI を

確認する。図表 2-1-2 の資金繰り DI を見てみると、リーマンショック後の 2009 年以降堅

調な改善を見せていることがわかる。2017 年にはリーマンショク前を上回り、統計開始以

降最高の水準に至った。図表 2-1-3 の貸出態度 DI も順調に回復していることが見て取れ15 
る。2011 年に金融機関の貸し出し態度が「緩やか」と回答した企業数が「厳しい」と回答

した企業数を上回って以降、毎年 0 の値を下回っていない。これらのことから、中小企業

の資金調達はリーマンショック以降好転していることがわかる。	

	

	20 
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図表 2-1-2	企業規模別資金繰り DI 推移	

	

出典）「中小企業白書	2018 年版」	中小企業庁	p.14 より	

	

図表 2-1-3	中小企業の貸出態度 DI の推移	5 

	

出典）「中小企業白書	2018 年版」	中小企業庁	p.14 より	

	

	 次に中小企業の貸出金の推移を見ていく。2012 年以降急速に上昇傾向に転じ、直近では

統計史上最高を示した。企業数の推移等他の要因はあるものの、中小企業に多くの資金が10 
貸し出されるようになっていることがわかる。	
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図表 2-1-4	中小企業向け貸出金の推移	

	

出典）「中小企業白書	2018 年版」	中小企業庁	p.15 より	

	

	 ここからは中小企業の資金調達をより細かく見ていく。図表 2-1-5 は企業が望む成長の5 
ために必要な資金の調達先である。最も高い割合を示しているのは金融機関からの借入で

あり、出資の割合は低いことが見て取れる。このことから、中小企業の資金調達のメイン

は金融機関からの借入であることがわかる。	

	

図表 2-1-5	成長のための課題解決に必要な資金の調達先	10 

	

出典）「中小企業白書	2016 年版」	中小企業庁	p.310 より	

	

	 次に、中小企業が望む資金調達を見ていく。図表 2-1-6 は中小企業が金融機関に望む借
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入手法である。信用保証協会の保証付借入、事業性を評価した担保・保証によらない融

資、公的金融機関からの借入の値が目立つ。また、不動産を担保とした借入、代表者等の

保証による借入を希望する企業の数も 3 割を超えている。	

	

図表 2-1-6	中小企業が希望する借入方法	5 

	

出典）「中小企業における資金調達の実態」	2016 年 7 月	みずほ総合研究所より	

	

第 2 節	 中小企業の課題 

	 それでは中小企業の抱える課題を確認していく。本節では 3 点の課題を挙げる。	10 
⑴銀行の貸し渋り	

	 これまで確認した通り、中小企業の資金調達は年々改善している。しかし、大企業など

と比較するといまだに必要な融資を受けることができない企業が中小企業には多く存在す

る。その原因は主に 2 つ考えられる。	

	 まず１つ目は規模の経済性である。一般的に、銀行融資を受ける際、融資金額が大きい15 
ほど審査コストなどの貸出コストは低下する。審査に費やす時間や人員も考慮すると、金

融機関はできるだけ多額な融資を行いたがり、中小企業と比較して大企業を優先する判断

を取ることが多くなる。	

	 2 つ目は情報の非対称性である。情報の非対称性とは、貸し手側と借り手側とで持つ情

報に差ができることである。金融機関は一般的に財務データや経営方針などの企業情報か20 
ら融資の判断を決定する。大企業は広く自社情報を発信しているため、金融機関にとって
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は融資の判断を下しやすい。しかし、中小企業は企業情報を発信しない場合もあり、企業

によっては正しい財務情報を持ち合わせていないこともある。金融機関にとっては十分か

つ正確な情報を得ることができず、融資に踏み切り辛い。中小企業も自社の情報を正しく

管理し、必要に応じて発信していくことが必要である。	

	5 
⑵目利き能力不足	

	 金融機関が企業に対して融資を実行するか判断する際、企業に対する目利き能力は重要

になるが、現状この能力は不足していると考えられる。図表 2-2-1 は事業性を評価した担

保等によらない融資実績を従業員規模別に見たものであるが、全体的に事業性を評価した

融資は盛んでないことがわかる。特に事業規模が小さい企業ほどその傾向は強い。	10 
	

図表 2-2-1	事業性を評価した担保等によらない借入実績	

	

出典）「中小企業における資金調達の実態」	2016 年 7 月	みずほ総合研究所より	

	15 
	 しかし、金融機関も事業性を評価した融資には取り組んでいる。図表 2-2-2 は金融機関

が重点的に取り組んでいる貸出方法を示している。事業性を評価した担保・保証等によら

ないプロパー融資を挙げる金融機関は 6 割を超えていることから、事業性評価の重要性は

金融機関も理解していると考えられる。	

	20 
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図表 2-2-2	金融機関が重点的に取り組んでいる貸出方法	

	

出典）「中小企業における資金調達の実態」	2016 年 7 月	みずほ総合研究所より	

	

	 上記 2 つの図表から、企業・金融機関双方が事業性を評価した融資を希望しているもの5 
の現状達成されておらず、目利き能力に課題が残ると考えられる。	

	

⑶担保不足	

	 中小企業は所有している担保が少ない場合が多い。金融機関は融資審査を行う際、貸倒

れのリスクを避けるために企業の有する担保を重要視する。所有する担保が少ない場合、10 
企業は融資を断られる場合がある。	

	 図表 2-2-3 は企業が借入を受けている方法を示しているが、不動産担保・保証を必要と

する借入が目立つ。近年注目されている動産を担保とした融資も、企業ごとに見てみると

まだメジャーな方法だとは言えない。担保不足ゆえに融資の機会を失う中小企業は存在す

ると考えられる。	15 
	

	

	

	

	20 
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図表 2-2-3	中小企業が借入を受けている方法	

	

出典）「中小企業における資金調達の実態」	2016 年 7 月	みずほ総合研究所より	

	

	 金融機関借入が中小企業の資金調達の中心を担っていることから以上の 3 点を課題点と5 
して本論文では扱った。これらの課題点を解決するとともに、もしこのような事態に直面

した場合に備えて金融機関融資以外の選択肢を有することも重要である。現状出資による

資金調達は厳しいが、今後目を向けていくことが必要になると考える。	

	

	10 
第３章	 ベンチャー企業について 
	 本章では、ベンチャー企業の定義を確認したのち、ベンチャー企業の現状について述べ

る。改めてベンチャー企業の Exit の状況と、第１章で確認した各資金調達方法の使用状況

について述べたのち、我々が考えるベンチャー企業の課題を説明していく。	

	15 
第１節	 ベンチャー企業の現状 

	 はじめにベンチャー企業の定義であるが、主旨文にあるように、“創業からあまり時がた

っておらず、新技術や新製品、新事業を背景に成長・拡大しようとする意欲のある企業”と

する。なお、今回は主旨文に従い未上場企業についてのみ論じる。	

	 ベンチャー企業による資金調達総額は年々増加し、2017 年度は過去 10 年間で最大の 271720 
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億円に達した。図表 3-1-1 からもわかるように資金調達金額は減少傾向であったが、2012

年を境に毎年増加し回復している。これは金融サービスと IT を掛け合わせた Fintech や

IoT、AI などの新技術への需要が高まり、それに伴って独自の技術で事業展開しているベン

チャー企業への注目が高まっていることを表している。一方、資金調達を行った企業数をみ

るとその件数は 2015 年から年々減少しており、１社あたりの調達額の増加、つまり資金調5 
達の「大型化」が進んでいる近年の傾向がうかがえる。	

	

図表 3-1-1	国内未上場企業による資金調達金額と件数の推移	

	

出典）「17 年の国内ベンチャー資金調達額は 2717 億円、調達規模の「大型化」進む」より	10 
	

(1)Exit の現状	

	 次にベンチャー企業の Exit について説明する。主な Exit の手段は IPO（株式公開）と

M&A が挙げられる。日本のベンチャー企業の Exit 手段については、長い間 IPO が主流であ

り、1990 年代にジャスダックやマザーズなどの新興市場が整備されて以降ベンチャー企業15 
の IPO 件数は増加し、年間 100 社以上が上場していた。しかし、図表 3-1-2 のように 2009

年にリーマンショックの影響で大きく件数が減少してからは、徐々に回復してはいるもの

の 2000 年代前半と比較すると低い水準にとどまっている。	

	

	20 
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図表 3-1-2	ベンチャー企業の IPO 件数の推移	

	

出典）「近年の日米ベンチャー起業からみえる日本の起業活性化に向けた課題」2017 年４月	

日本政策投資銀行より	

	5 
また、近年では下記図表 3-1-3 のように M&A が件数ベースで IPO を上回り、M&A による

Exit が主流となりつつある傾向がみられる。この背景には先述したように IoT などに対す

る需要が高まり、大企業が新技術を持ったベンチャー企業と協働して新しく市場を開拓し

ようとする動きが高まっていることが挙げられる。	

	10 
図表 3-1-3	国内ベンチャー企業の Exit 件数の推移と割合	
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出典）「国内ベンチャーの EXIT 動向を見る」2017 年 8 月	SPEEDA×entrepedia より	

	

このことは日本政策投資銀行が 2017 年６月に大企業に対して行った「企業行動に関する意

識調査」の結果にも表れている。図表 3-1-4 は大企業が M&A を行った主な目的を示してお

り、「既存事業の規模やシェア拡大」「事業分野の拡大」という回答が多い。ベンチャー企業5 
と連携することで、社内での新事業開拓よりもスピード感をもって多角的経営を行い、既存

の事業の強化を行うシナジー効果を生み出すことが大企業の目的であるといえる。	

	

図表 3-1-4	大企業が M&A を行った目的	

	10 
出典）「企業行動に関する意識調査結果（大企業）」2017 年６月	株式会社日本政策投資銀行

より	

	

	 国内ベンチャー企業の目指す Exit 手段として M&A が主流になりつつある傾向は見て取れ

るが、いまだアメリカと比較するとその差は大きい。下記の 3-1-5 はアメリカのベンチャー15 
企業の Exit 手段とその割合の推移を示したグラフである。まず 2016 年の Exit 件数で比較

しても、先述の図表 3-1-3 より、日本は 140 件前後であるのに対し、アメリカは約 700 件と

５倍近い。また、アメリカでは IPO ではなく M&A が圧倒的に多いことも見て取れる。	

このように近年国内でベンチャー企業の M&A 件数は伸びてきてはいるものの、国際的に

比較すると日本ではいまだ IPO の割合が大きいことが分かる。	20 
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図 3-1-5	米国ベンチャー企業の Exit 件数の推移と手段の割合	

	

出典）「近年の日米ベンチャー起業からみえる日本の起業活性化に向けた課題」2017 年４月	

日本政策投資銀行より	

	5 
スタートアップ企業と大企業双方が積極的に M&A に取り組み、事業を売却した経営者が

次のスタートアップ企業の支援者となる。日本でも他国と同じようにこのような資金の循

環を生み出す必要があると考える。国内の技術発展と経済の活性化のためにも、市場に大き

く左右される IPO だけでなく、国内ベンチャー企業が M&A によって Exit を目指しやすい環

境を整えることが今後求められる。	10 
(2)各資金調達手段の現状	

	 次に、資金調達手段ごとの現状を詳しく述べていく。図表 3-1-6 のように企業はその成長

段階によって有効な資金調達手段が異なり、規模に適した手段で効率よく資金を調達する

ことが重要である。	

	15 
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図表 3-1-6	ベンチャー企業の各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」2012 年３月	大和総研より	

	

	 ここではシード・アーリーステージはエンジェル投資、ミドル(エクスパンション)・レイ5 
ターステージはベンチャーキャピタルについてそれぞれの使用状況を論じていく。	

a．エンジェル投資の現状	

	 エンジェル投資は個人投資家による直接投資である。担保が不足しているシード・アーリ

ー期のベンチャー企業にとっては理想的な資金調達手段である。しかし、日本国内ではベン

チャー企業側の信用が不足していることなどが原因で盛んに行われていない現状がある。10 
下記の図表 3-1-7 は 2017 年に一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンターが実施し

たベンチャー企業に対するアンケート調査の結果である。スタートアップの企業にとって

メインの資金調達手段であるはずのエンジェル投資だが、他の手段と比較してもうまく利

用されていないことが分かる。シード・アーリー期にあたる企業にとって苦しい現状がうか

がえる。	15 
	

	

	

	

	20 
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図表 3-1-7	ベンチャー企業の資金調達元件数比率	

	

出典）「ベンチャー白書 2017	 ベンチャーニュース特別版」	

一般財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 
2015 年 3 月に株式会社野村総合研究所が個人投資家を対象に行ったアンケートでは、上場

企業に対しては 81.8％の投資家に投資経験がある一方、未上場企業に対しては 41.8％と半

数以下となる。個人投資家が未上場企業に対しての出資には積極的ではない姿勢がうかが

える。また、上記アンケートでの投資先未上場企業の成長段階の内訳が下記の図表 3-1-8 で

ある。個人投資家のなかでは、事業が黒字で安定し始めている企業よりもスタートアップや10 
シード・アーリー期に対する投資の割合が大きいことが分かる。未上場企業への投資を決め

た理由について「企業の成長プロセスを楽しみたかった」が 44.7％と半数を占めることか

らも、ベンチャー企業にとって個人投資家からの支援を得ることは資金調達において重要

であるといえる。	

	15 
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図表 3-1-8	未上場企業投資の企業の段階	

	

出典）「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」2015 年 3 月	

株式会社野村総合研究所より	

	5 
	 一方、いまだに日本では未上場企業への投資環境が整っているとは言えない現状がうか

がえる。下記の図表 3-1-9 は未上場企業への投資経験がない個人投資家のその理由を集計

したものである。リスクやリターンに対する不安などよりも、企業情報を得られていない、

情報があっても自身で評価することができない、という声が多くみられる。企業情報が投資

家の元まで届いていないことや、企業自身の情報開示がうまく機能していない現状が見て10 
とれる。スタートアップ企業への投資に前向きな個人投資家に対して、ベンチャー企業の情

報を共有し、また事業性評価の面でもより簡単に行える環境づくりが求められる。	

	

図表 3-1-9	未上場企業への投資を行わなかった理由	

	15 
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出典）「個人投資家によるベンチャー企業等への投資活動に関する調査」2015 年 3 月	

株式会社野村総合研究所より	

	

b.	ベンチャーキャピタル	

	 VC は成長が見込める未上場企業に対して、ハイリターンを狙ったアグレッシブな投資を5 
行う。また投資先企業に対して経営コンサルティングの役割も担い、企業価値向上のサポー

トも行うことから、経営基盤の整っていないベンチャー企業にとって活用したい重要な資

金調達手段の 1 つといえる。	

下記の図表 3-1-10 のように、2008 年のリーマンショックによって VC からの投資額も大

きく落ち込んだ。その後低い水準のまま推移しているが、徐々に金額・件数ともに増加傾向10 
にある。また、ジャパンエンタープライズセンターの VC の投資動向調査によると、近年で

は投資対象としているベンチャー企業のステージはシード・アーリー期の割合が年々増加

している。金融系 VC が大半を占め、成熟した企業への出資を主としていた傾向から徐々に

変化しつつあるといえる。	 	

	15 
図 3-1-10	ベンチャーキャピタルによる年間投資金額の推移	

	 	

出典）「2016 年度ベンチャーキャピタル等投資動向調査	 年度速報」2017 年 8 月		

一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンターより	

	20 
ベンチャー企業への注目度の高まりとともに VC も活性化しつつあるが、いまだ日本の VC
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には課題もみられる。第一に、投資規模が小さいことが挙げられる。図表 3-1-11 は VC の年

間投資金額を米国、欧州と比較したものである。米国や欧州では投資件数が減少している一

方で日本は件数を伸ばしているものの、いまだその差は大きいことが分かる。米国とここま

で大きな差が生じている原因としては、米国は VC 以外の補助金やエンジェル等によるシー

ド・アーリー期に対する投資が日本よりも手厚いことが挙げられる。そのため、VC は成長5 
したレイター期の企業に対する大型投資の役割を担っている。しかし、先述したように、日

本ではエンジェル投資等が活発に行われていない現状を踏まえると、VC によるシード・ア

ーリー期に対する投資規模も大きくしていくことは国内ベンチャー企業の成長のためには

欠かせないといえる。	

	10 
図表 3-1-11	米国・欧州とのＶＣ投資件数と金額の比較	

	

出典）「2016 年度ベンチャーキャピタル等投資動向調査	 年度速報」2017 年 8 月	

一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンターより	

	15 
	 近年のベンチャー企業への社会的な注目の高まりとともに、コーポレート・ベンチャーキ

ャピタル（以下、CVC）による集中的な大型出資が話題となる傾向が見受けられる。CVC と

は、「投資を本業とはしない事業会社が、自社の主たる事業としてではなく、ベンチャー企

業などに投資する事業形態12」（辰巳/2015/P.182）である。投資ファンドが形成される場合

                                                
 
12辰巳憲一「企業金融の新展開	進化する資金供給機能への期待」(2015)	p.182より	
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や、事業会社本体あるいは子会社で行われるケースなど、その投資の形態はさまざまであ

る。また、VC はキャピタルゲインを目的とする一方、CVC は本業への貢献、最終的に事業シ

ナジーを生み出すことを 1 番の目的としている。	

ベンチャー企業にとって CVC からの支援は大きな資金が得られるだけでなく、様々な分

野の見識や知識の提供、幅広いネットワークと収益機会などが得られることなどメリット5 
は大きい。IT 分野の需要の高まりなども受け、今後も CVC による事業シナジーを狙ったベ

ンチャー企業への出資が活発になると考えられる。	

	

第 2 節 ベンチャー企業の課題 

	 本節では第１節で述べたベンチャー企業の現状も踏まえ、我々が考える現在日本のベン10 
チャー企業が抱えている３つの課題を以下に述べていく。	

(1)創業期の資金調達が困難である	

これから事業を大きくしていくベンチャー企業のスタートアップの時期において、資金

の供給は重要である。しかし、起業後あまり時が経っていない企業は担保となる資産を十分

に持っていないため、信用が得られない。さらに、投資家側との広いネットワークや信頼関15 
係が築かれていないため、投資を受ける機会も少なくなっている。	

また、先述したように、ベンチャー企業全体に対する投資は年々増加しているものの、一

件あたりの投資金額が大きくなっている。加えて下記の図表 3-2-1 からわかるように、創業

２年以内のベンチャー企業への投資金額に変化は見られない。創業期にあるベンチャー企

業の資金調達の状況は変わらないのである。	20 
	

図 3-2-1	ベンチャー企業投資のうち創業２年以内の企業への投資の割合	
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出典）「736 社の資金調達分析から見えてきた、資金調達ブームの裏にある『法則』」	

2017 年 7 月	VentureNavi より	

	

この原因としては、シード・アーリー期の企業の主な資金調達手段であるエンジェル投資家

の数が少ないことや、投資が十分でないことが挙げられる。そのため、今後スタートアップ5 
のベンチャー企業にも十分な資金が調達できるようにするためには、ベンチャー企業の情

報を持っている VC の役割を見直すことや、近年注目を集めているクラウドファンディング

などもさらに活用していく必要があると考える。	

(2)間接金融からの融資を受けにくい	

先述したように、創業からあまり時の経っていないベンチャー企業は間接金融から融資10 
を受ける際に必要とされる担保を十分に保有していない。また、融資を受け一定期間内で返

済できている、というような金融機関側にアピールできる実績がないため、なかなか信用を

得ることができないのである。そのため金融機関側もベンチャー企業への融資に消極的で

あり、資金調達手段としては利用されづらい。	

一方、政府主導でベンチャー企業への支援や評価を見直す動きは高まっており、金融機関15 
側も柔軟に対応し融資先としてベンチャー企業とより密接に関わることも今後求められる。	

(3)ベンチャー企業の Exit 件数が少ない	

本章でベンチャー企業の Exit 手段として IPO と M&A の現状について述べてきた。国内で

ベンチャー企業に対する注目が高まり、一時的な落込みから回復してきてはいるものの、国

際的に比較するといまだ少ない。ベンチャー企業の Exit 件数の少なさは、資金が行き届か20 
ないことによる新技術の発展が鈍化するだけでなく、新たな企業の誕生も減少するため、日

本経済に大きく影響する。そのためにも、近年成長しているベンチャー企業の M&A 支援が必

要であると考える。M&A がさらに活性化することで、ベンチャー企業の事業拡大や知名度の

向上が見込まれる。また、AI などの新技術の需要が高まる現代において、ベンチャー企業

のもつ技術力を活かしていくことは日本経済の成長に欠かせないことであるとし、投資家25 
側とベンチャー企業がより密接に関われるような環境づくりが必要であると考える。	

	

	

第４章	 望ましい資金調達実現のための提案 
	 今回、我々は望ましい資金調達のあり方を“資金調達を行う側・提供を行う側双方のニ30 
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ーズを満たしている状態”とする。本章では前章までの現状やそこから考察した問題点を

踏まえ、我々が考える中小・ベンチャー企業の資金調達を円滑にするための方策を３つ提

案する。	

	

第１節	 リレーションシップ・バンキング強化案 5 
	 本節では、知的資産経営報告書（以下、報告書）の活用によるリレーションシップ・バ

ンキングの強化を通して、地方銀行の目利き能力不足解消と、企業への融資機会増加のた

めの方策を提案する。第１章にて前述したように、地方銀行に求められる役割は変化して

おり、それに伴い地方銀行の負担が今後大きくなると考えられる。そのため、本提案では

これから重要視される事業性評価の業務を効率的かつ効果的にすることを目的とする。	10 
始めに本提案に関連する事項の現状と課題を確認したのち、提案の内容とそれによる効

果について述べる。	

	

a.	現状と課題	

(1)リレーションシップ・バンキング	15 
	 企業と金融機関の関係性については、双方で大きな認識の差がある。図表 4-1-1 は金融

機関の中小企業に行う経営支援の対応度と、それに対する中小企業の満足度を表してお

り、金融機関は７割以上が十分、またはある程度対応できていると感じている一方、支援

策に満足している中小企業は３割ほどに留まっている。つまり、金融機関は担当する中小

企業の本質的なニーズを捉えきれず、十分な経営支援策を取れていないのである。	20 
	

図表 4-1-1	金融機関の経営支援への対応度とそれに対する中小企業の満足度	
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出典）「中小企業白書 2012」中小企業庁より	

	

	 また図表 4-1-2 によると、地方銀行は月に１回以上の面接を行っており、取引先企業と

積極的にコミュニケーションを取る姿勢が見受けられる。それでもなお、経営支援の面で

企業から十分に満足を得られていないこの現状から、リレーションシップ・バンキングの5 
強化のためには改めて支援のあり方について金融機関の認識を確かめる必要があるといえ

る。	

	

図表 4-1-2	 各金融機関の取引先企業との面談頻度	

	10 
出典）「中小企業白書 2016」中小企業庁より	

	

	(2)地方銀行の現状	

	 今日の日本における高齢化とそれに伴う人口減少は地方銀行内部において「労働生産性

の伸び悩み」と「余剰人員の発生」の２つの問題を引き起こしている。近年、金融機関で15 
も AI などの最先端技術の導入が進められている。しかし、今後内部の人材の高齢化が進

むと、派遣や中途採用などによる人材の循環を滞らせる可能性がある。技術を労働の現場

に定着させるために外部から技術提供を受けるほか、現在の銀行員も対応できるように業

務のあり方を見直す必要もある。また、間もなく高齢銀行員が一斉に退職を迎え、銀行員

の数が不足することも予測される。そのためにも、労働生産性を高めていくことが急がれ20 
ている。	

	 続いて現在の地方銀行の人員については、業態別に従業員数と経常収益についての増減
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率を示した図表 4-1-3 に表れている。経常収益の減少率に比べて、従業員の減少率が小さ

くなっていることから、収益の減少に対して従業員の削減が進んでいないことによる余剰

人員が発生していることが分かる。	

	

図表 4-1-3	金融機関の従業員数と経常収益の推移	5 

	

出典）「銀行業界における労働力低下の警鐘	～余剰人員と人材不足の問題～」	

2015 年 2 月	株式会社 NTT データ経営研究所より	

	

各企業との密接な関係性の構築には一企業に対して大きな労力と時間が必要である。そ10 
のため、リレーションシップ・バンキングの強化は地方銀行にとって大きな負担となる。

上述のように余剰人員の発生している現在の状況から、企業とのコミュニケーションを取

る人員を十分に確保したうえでより効率的な人員配分が求められる。また、高齢化に起因

する将来的な人手不足に備えて AI などの最先端技術を導入し、ヒトと機械の役割分担を

明確にすることでより効果的で効率的な業務体制を整える必要がある。	15 
(3)知的資産経営の現状	

	 中小企業への融資は差別化が難しい。どの金融機関の融資商品もそのサービス内容に大

きな差がないため、企業側が融資を受ける金融機関を選択する際にも金利を重視した比較

となる。加えて、日本銀行の金融政策の影響も相まって金融機関は金利競争に陥ってい

る。競争が激化し、従来のビジネスモデルでは対応が難しくなっている今、融資機会を広20 
げるために企業評価のあり方が見直されている。特に重視されているのが非財務情報から

の企業の評価である。	

非財務情報のなかでも、中小企業の強みとなり得るものが「知的資産」である。知的資

産とは、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の直接は目に見えない

資産のことをいう。知的資産は他社が真似できないような企業固有の強みや価値の作り方25 
の源泉であり、それらを最大限に有効活用した経営、すなわち知的資産経営を実践してい
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くことで差別化にもつながる。また、この報告書を作成・開示することで企業の知的資産

を社内外のステークホルダーに自社の魅力としてアピールすることができるため、資金調

達や新規取引開始の際に有効なツールになる。そのほか報告書を利用するメリットをまと

めたものが以下の図表 4-1-4 である。	

	5 
図表 4-1-4	知的資産経営報告書活用のメリット	

企業側メリット	 金融機関側メリット	

・取引先の信頼度の向上と営業促進	 ・企業価値の分析精度向上	

・非財務情報の見える化による、	 	

	 有利な資金調達	

・企業のリスクの評価が可能に	

・企業価値明確化による、士気向上	 ・成長性の高い企業の評価が可能	

・事業継承に役立つ	 	

出典）「知的資産経営ポータル」経済産業省より筆者作成	

	

	 また、図表 4-1-5 から、金融機関の知的資産経営についての興味・関心の高さがうかが

える。しかし「支援を行っている金融機関の動向が知りたい」という項目の数値も高いこ10 
とから、興味はあるものの実際に業務として取り入れるところまでは踏み切れていない金

融機関が多く存在することが分かる。また図表 4-1-6 によると、金融機関が自社の技術や

知的資産を理解してくれていると感じている企業は 2〜3 割と非常に低い。企業への理解

をさらに深め、融資審査の質を向上させるためにも非財務情報の評価を充実させていく必

要がある。	15 
	

図表 4-1-5	金融機関の知的資産経営についての興味・関心	
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出典）「地域金融機関と連携した知的資産経営の推進について」2015 年 12 月	

経済産業省知的財産政策室より	

	

図表 4-1-6	 企業が金融機関に評価されていると実感している項目	

	5 
出典）「地域金融機関と連携した知的資産経営の推進について」2015 年 12 月	

経済産業省知的財産政策室より	

	

次に現在の非財務情報の開示方法について述べていく。現在使用されているのは

「KPI(重要業績評価指標)」という指標である。経営には様々な種類の業績評価指標が使10 
用されるが、KPI はその中でも特に重要な指標であり、企業はこの指標を用いてステーク

ホルダーに情報開示している。しかし非財務 KPI については名称にばらつきがあるなど開

示形式が企業間で統一されていないため、投資側にとって企業比較が難しいことが課題と

なっている。	

	15 
ｂ.	提案の詳細	

	 これらの現状と問題点を踏まえ、我々は地方銀行の目利き能力と中小企業に対する事業

性評価の精度を高め、中小企業への融資機会を拡充していくことを目的とした新しいシス

テムを提案する。金融庁と中小機構との協働によって地方銀行と中小企業が抱える課題を

解消し、リレーションシップ・バンキングの強化に貢献する。詳しい内容について、以下20 
で順を追って述べていく。また、各機関の関係性は図表 4-1-7 として後述する。	
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①各機関の意識改革	

	 前述のように、金融機関は知的資産経営への興味・関心がある一方でうまく評価できて

いないという現状がある。また中小機構による報告書作成企業の実態調査では、「報告書

を作成したものの、取引先などでは期待したような反応が得られなかった」との企業の声

が記載されている13。このことから、報告書自体の認知度と社会的評価を高める必要があ5 
ると考えられる。よって、本提案における公的機関である金融庁と中小機構との協働は、

金融機関側・企業側双方へのアプローチによって社会的に報告書並びに非財務情報の重要

性を周知させ、社会的価値を高めることを目的としている。	

第１段階として、金融庁が地方銀行へ働きかける。地方銀行間の競争を促すことを目的

に平成 31 年度から適用されることが決まっている、金融庁による地方銀行の業務評価項10 
目の中に「中小企業への知的資産経営報告書作成支援」を取り入れるというものである。

金融庁が今も行っている金融機関に対する知的資産経営に関連するセミナーなどとあわせ

て呼びかけることで、地方銀行による積極的な報告書作成サポートを促進させる。	

	 地方銀行に対する意識づけと起業への支援強化の地盤が整い次第、第２段階として中小

機構が中小企業に対して働きかける。地方銀行が融資審査の際に報告書を用いた事業性評15 
価を重視することに加え、各企業に対するサポートを強化していく方針も提示する。これ

により、企業側の報告書の認知度を高める。	

②データの蓄積・分析	

	 続いて中小機構は、地方銀行のサポートを経て作成された報告書を企業から回収する。ま

た、提出された報告書データを蓄積するプラットフォームとなる新たなサイトをインター20 
ネット上に作成し、各企業の事業規模による差を作らぬように報告書の情報を公開・蓄積す

る。このサイトは投資家や取引先を探す企業の経営者からの閲覧を主な目的としており、そ

の際ヒートマップ調査の実施を検討している。ヒートマップとは、サイトユーザーのページ

上での動きを可視化したものであり、web ページ上に配置されたボタンや画像といった要素

のクリック率やマウスの動きなどの情報を、頻度や程度によって色分けし示した図のこと25 
をいう。サイトユーザーの視線や、マウスポイントが集中する箇所、集中傾向を実際のウェ

ブサイトのページと重ね合わせて表示することが可能である。このツールによって報告書

                                                
 
13 「知的資産経営報告書」作成企業の実態調査	(2014)	

http://www.smrj.go.jp/doc/research_case/h25chitekishisanchousa1.pdf#search=%27	
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上の各項目の注目度をデータとして集積する。それらを分析し、明らかになった投資家のニ

ーズを報告書の記入内容に随時反映させることで、より効果的な非財務情報の開示を企業

に提案することが可能になる。	

	 また、中小機構は過去に株式会社 NTT データビジネスからの技術提供を受けた経験があ

る。その効果として、中小機構内各所に散在していた情報を横断的な参照、迅速な新規情報5 
の追加、さらに企業への効果的な施策提供に向けた情報を得る手段としてのデータベース

活用が進んでいる。このように、中小機構では積極的に技術面での支援を受け、活用してい

るため、本提案のように新たなサイトを開設し、そこに集めたデータを解析するという業務

も可能であると考える。	

③データの活用・指標の作成	10 
	 蓄積・分析されたビックデータをもとに、企業の知的資産経営を評価する新指標を作成

し、知的資産経営という定性的な要素を数値化する。この数値を用いてに新指標を作成する

作業については、知的資産経営に注力している中小機構と、金融機関の実態を把握している

金融庁が協働で行う。両者の知見とデータによって作成した指標をもとに企業の評価を行

い、その事業性を保証するため「知的資産経営企業」に認定する。	15 
④指標の活用	

	 企業は公的機関から保証された事業性評価を IR 情報として公開することで投資家・取引

先企業へのアピールにつながる。投資家側も統一された、比較しやすい数値で現れた新指標

によって、投資する企業の選定がより簡単に、かつ正確に行うことが可能になる。	

	 この指標やヒートマップ調査の結果は地方銀行の融資業務においても活用が可能である。20 
各企業のアピール材料となる優れた点と、これから強化すべき点が明確に分かるため、面接

などの際により正確で効果的な経営支援を行うことができる。今まで長い時間をかけて築

かれた関係性によって行っていた事業性評価業務に AI を用い、効率的な業務を実現する。	

	

	25 
	

	

	

	

	30 
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図表 4-1-7	提案の関係図	

	

出典）筆者作成	

	

ｃ.	提案による効果	5 
	 前述した各課題への効果を述べていく。	

地方銀行の目利き能力不足に対しては、地方銀行の業務評価項目のなかに「知的資産経営

報告書作成のサポート」を含むことで銀行員のより積極的な知的資産経営への支援と、企業

との密接なコミュニケーションを促す。また、定性的で取扱が難しく、今までは各銀行員の

経験と個人の判断に任されていた事業性評価についても、指標を用いることで誰が担当し10 
ても的確なアドバイスができるようになる。そのため、地方銀行の企業に対するマネジメン

ト機能の向上と、融資先企業とのより良好な関係性構築が可能になる。	

また地方銀行内の技術人材不足に対しては、すでにノウハウをもった中小機構と金融庁

が主導で行うことで解消する。銀行員は中小機構・金融庁からのデータを融資先審査の際に

用いることになるため、大きな業務変化はなく、審査の精度と経営アドバイスの質を高める15 
ことができる。伝統的なヒトによる審査方法に AI などの技術を組み合わせることで、非財

務情報評価の業務の負担を軽減し、今後の人員不足に備え効率的な業務体制を作ることも

可能である。	

�
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次に中小企業の融資機会不足に対しての効果である。金融庁・中小機構の「知的資産経営

企業」認定機能によって、知的資産という自社の新たな価値とそれらを活用している企業の

経営方針をステークホルダーに示すことができる。また前述したように、投資家側も非財務

面の評価がしやすくなったことで新しい投資先の発見だけでなく、社会的に統一された指

標を用いた正確な投資判断が可能になる。公的機関が保証する新指標は今までバラつきの5 
あった企業の非財務情報を比較可能にし、また事業規模の大小にかかわらず横並びに企業

を扱うため、規模の小さな会社でも新たな取引先を得る機会となる。	

	 非財務情報を用いた事業性評価は近年本格化しているものであり、いまだ手法に統一性

がない点や、定性的な情報であるために基準などが設けられていない点が問題であった。

中小企業にとって知的資産は重要な強みとなるため、これらを正しく評価することは地方10 
銀行に欠かせない能力である。機械にできる業務は機械に任せ、ヒトは企業との対話や経

営指導などに注力することで、効率化と質の向上の双方を実現し、リレーションシップ・

バンキングを強化することができる。	

	

第２節 VC によるベンチャー企業向けソーシャルレンディング 15 
	 本節では、ベンチャー企業の資金調達手段として、融資型 CF(ソーシャルレンディング)

の新しい形を提案する。	

	

a.	ソーシャルレンディングの現状・課題	

	 １章でも触れたが、現在クラウドファンディングは年々その勢いを増している。そこで20 
我々は今回、全体額の中で 9 割を占めるソーシャルレンディングに着目した。	

	

図表 4-2-1	国内 CF の支援額推移	
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出典)「国内クラウドファンディング市場の調査」2017 年 9 月	矢野経済研究所より	

	

ソーシャルレンディングとは、企業や新たな起業家がインターネットを通じて投資家か

ら資金を調達して事業を行い、その後に運営会社を通じて返済原理金を個人投資家に分配

する仕組みである。	5 
	 しかし、投資家が融資の意思決定をする際、貸金業法によって企業名や事業計画書を確認

することができない。個人取り立てからの事業者保護、投資家と事業者の直接的な結びつき

防止を目的としているためである。使用用途や返済期間などの最低限の情報のみ見ること

ができるが、情報が少なく投資家は融資に踏み切れない現状がある。	

	 また、CF の運営会社が投資家から集めた資金をどのように使用しているか知る術はない。10 
そのため「ラッキーバンク」と融資先が手を組み不正をはたらいた件など、ファンド運営会

社が行政処分を受けた事例も実際にある。このことから、運営会社の透明性も高いとは言え

ない。	

	 これらの問題を防ぎ、ソーシャルレンディングをさらに活性化させるために金融庁は

2018 年度中に匿名化を廃止し、事業計画書を開示することを促進することを発表した。言15 
い換えれば、事業者保護から投資家保護に方向転換しつつあるということである。これによ

り、投資家は安心して情報を精査し、融資を行えるようになる。さらに運営会社や事業者の

不正防止にも繋がる。各運営会社はより信用性を向上させるため、より多くの情報を開示す

るような動きが活発になっていくと考えられる。	

	 しかし、極端な情報開示はベンチャー企業にとって弊害となる。事業の将来性の有無にか20 
かわらず、財務面の不安定性、公開されている情報量の少なさはすぐには解消できない。安

定した企業と比較されてしまうとどうしても見劣りし、融資の額は減少してしまうと考え

られる。多くの情報を公開することが常識になれば、不安定な企業、情報の少ない企業への

不信感が高まり、ソーシャルレンディングを利用した資金調達は難しくなる。	

	25 
b.	提案の詳細	

	 そこで提案するのが VC によるベンチャー企業向けのソーシャルレンディング運営である。

資金調達の難しいベンチャー企業の資金調達を、ソーシャルレンディングを利用すること

でより活発にし、成長を促す機会を創出する。情報開示により投資家保護の安定志向に傾く

中で、ベンチャー企業向けのソーシャルレンディングを別に作り出すことで差別化を狙う。	30 
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	 まず、仕組みを図表 4-2-2 で解説する。	

	

4-2-2	提言の仕組み	

	

出典)筆者作成	5 
	

	 現在のソーシャルレンディングのファンドと同様の役割を VC が担うことがこの提案の軸

である。VC が投資家と企業をつなぎ、融資の仲介を行う。この際、企業は企業名・事業計

画書を公開することで、改定される通常のソーシャルレンディング同様透明性を高め、投資

家が融資を行いやすい状態を維持する。ベンチャー企業と密接なつながりを持つ VC の情報10 
力を駆使することにより、より確かな情報を投資家は得ることができる。上述の通り、情報

公開の苛烈化によってソーシャルレンディング全体のリスクは低下し、利子も下がること

が想定されるが、本提案では現在同様高水準を維持し差別化を図る。高い利益率、企業の事

業計画に賛同・期待した投資家をターゲットとして事業を行うことで、ベンチャー企業の資

金調達を支援する。	15 
	 しかし、現状 VC はファンドの運営に対するノウハウ、それを行う余力があるとも限らず、

実行能力がなければこの仕組みは成立しない。そこで、JVCA（一般社団法人ベンチャーキャ

ピタル協会）が VC に対して支援を行う。JVCA とは、ベンチャー企業の育成と発展のために

活動している協会であり、利益を目的とはしていない。VCはJVCAから支援を受けることで、

この事業に取り組む金銭的、時間的余裕を得ることができる。	20 
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c.	提案による効果	

	 この提案を実行することにより、ベンチャー企業は今後もソーシャルレンディングを利

用した資金調達を行うことができる。一般的なソーシャルレンディングと差別化すること

によって、財務面で見劣りするベンチャー企業でも他の強みを評価してくれる投資家の目

につきやすくなる。また、企業名・事業計画書開示に伴って購入型クラウドファンディング5 
同様のメリットを享受できることも期待できる。ベンチャー企業特有の斬新かつ興味深い

事業計画は投資家に認知され、支援を受けられる可能性は高い。大きなリターンを期待する

投資家や、ベンチャー企業支援を希望する投資家を効率的に惹き付けることができ、スムー

ズな資金調達を実行することができる。	

	 VC にとっては、まずファンドとして仲介料を取れるメリットがある。借り手は基本的に10 
VC が支援しているベンチャー企業が多いことが想定されるため、仲介料を多く取ることは

効果的だとは言えないが、新しい事業を獲得できることは VC にとって魅力的であると考え

られる。しかし、最も VC にとって魅力となるのは支援しているベンチャー企業が円滑な資

金調達を行うことができる点であると考える。ベンチャー企業が資金調達を行えるという

ことは、その分成長が見込まれ、Exit の可能性を高めることにつながる。Exit による利益15 
を期待する VC にとって、その可能性を高めることができる本提案は理想的であるといえる。	

	 本提案を行うにあたって、リスクに対する懸念もある。他の企業と比較するとベンチャー

企業が不安定であることは事実であり、そのような企業に対して投資家は本当に融資して

くれるのだろうか、というものである。しかし、これまでのソーシャルレンディングでは、

投資家は企業名・詳細な事業計画さえも知ることができなかった。この大きなリスクを背負20 
ってまで融資を行ってきた人たちが存在したため、年々ソーシャルレンディングでの取引

額は増加してきた。それと比較すると、自ら事業計画書などを精査することができる本提案

はリスクが低いと言える。また、ファンドを担う VC はベンチャー企業を成長させるために

融資後も育成支援や情報提供を行う。VC の、業務としてのアフターフォローは投資家から

見ても貸し倒れのリスクが減少し、以前よりも安心して融資を行うことが可能となる。	25 
	 まとめると、本提案はベンチャー企業、VC、投資家にとってのニーズを満たしたものであ

る。	

	

第 3 節 地方銀行と VC による M&A 促進案 

	 本節では、中小企業によるベンチャー企業の M&A を目的とした「地方銀行と VC による M&A30 
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促進案」を提言する。既存の Exit 手段の１つである M&A の体制を整備し、資金調達が必要

な企業の選択肢として M&A が今まで以上に活用されることを目的としたものである。はじ

めに、この提案の背景となる M&A の現状とそこから分かる課題を考察する。続いて課題に対

する我々の提案の詳細を述べ、最後にそれらがもたらす効果を説明していく。	

	5 
a.	M&A の現状と課題	

	 前の章でも述べた通り、企業の Exit は IPO が主流となっているものの、M&A を選択する

企業の数も伸びてきている。中でも、図表 4-3-1 からわかる通り中小企業の M&A が活発化

しており、注目されている。	

	10 
図表 4-3-1	中小企業の M&A 仲介を手掛ける上場 3 社の成約組数	

	

出典)「中小企業白書	2018 年版」中小企業庁	p.306 より	

	

また、中小企業の M&A といえば事業承継のイメージが強いが、図表 4-3-2 を見ると企業成15 
長を目的とした M&A を行った企業の数も伸びている。2006 年度から 2015 年度にかけて、新

事業展開や商圏拡大を目的とした子会社設立を M&A によって行っている企業数は約 1,8 倍

になっている。	

	

	20 
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図表 4-3-2	買収、新設別に見た、子会社・関連会社が増加した企業数の推移	

	

出典)「中小企業白書	2018 年版」中小企業庁	p.306 より	

	

	 しかし、国内全体での M&A 件数から比較するとまだ中小企業の M&A は少ない。公表され5 
ている件数データで確認すると、中小企業の M&A は全体の約 1/6 程度である。企業の大多

数を占める中小企業の動向は国内市場に大きな影響を与え、今後も注目される。	

	 一方、ベンチャー企業の M&A での Exit は横ばいである。2015 年度から 2016 年度にかけ

て増加が見られるが、売却も合わせると大きな変化は見られない。ベンチャー企業の Exit

手段として M&A はいまだに浸透していないことが読み取れる。	10 
	

図表 4-3-3	ベンチャー投資先の Exit 件数推移	

	

出典)	「中小企業白書	2018 年版」中小企業庁	p.308 より	
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	 これらのことから、中小企業、ベンチャー企業双方の M&A の体制に改善の余地があると

我々は考えた。そこで、企業を買い取る側である中小企業と中小企業に資金提供を行う地方

銀行、企業を売る側であるベンチャー企業とベンチャー企業に資金提供を行う VC それぞれ

がより強い関係を結ぶことによる M&A の市場の活発化を目指して「地方銀行と VC による

M&A 促進案」を提案する。	5 
	

b.	提案の詳細	

	 続いて提案の詳細を図表 4-3-4 で見ていく。	

	

図表 4-3-4	提案の仕組み	10 

	

出典)筆者作成	

	

	 まず、中小企業とベンチャー企業の資金提供元である地方銀行・VC に対してそれぞれ M&A

の促進を促す。次に、M&A を実施するに伴い必要となる情報をそれぞれの資金提供元が資金15 
提供先と話し合いながら選別していく。情報の公開・共有を行う場となるプラットフォーム

の作成を中小企業庁が行い、情報の書き込みは地方銀行と VC のみが行う。中小企業庁はプ

ラットフォームの作成のみならず、地方銀行と VC の連携による M&A を推進するためのアド

バイスも行う。また、プラットフォーム上に公開された情報は地方銀行や VC、中小企業、

ベンチャー企業だけではなく、大企業や既存の M&A 仲介業者も閲覧可能にすることで M&A の20 
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市場の活性化を促していく。	

	 中小企業とベンチャー企業主体ではなく、地方銀行と VC が主体となって M&A・情報選別

を行っていく理由としては、地方銀行と VC が持つ情報性やその量が挙げられる。地方銀行・

VC は資金提供を行う際にその企業の価値や将来性を見ており、企業の資産・持続性・他の

企業と比較した際の事業評価等の情報を持っている。また、前節で提言した知的資産経営報5 
告書を活用し、定量的な情報だけでなく定性的な情報を可視化することで M&A の幅を様々

な企業に広げることが可能である。これらの情報を M&A の評価として用いることでより効

果的で効率の良い M&A を行っていくことができると考える。	

	

c.	提案による効果	10 
	 続いて、この提案による効果を M&A の当事者である中小企業とベンチャー企業、情報提供

者として本提案の軸を担う地方銀行、VC に分けて述べる。	

	 中小企業のメリットとしては、事業成長が挙げられる。具体的にはベンチャー企業の買収

による事業分野の拡大・成長である。また、それによって金融機関等の融資を受けやすくな

り、その資金によって事業へのさらなる投資が可能である。	15 
	 ベンチャー企業のメリットとしては、Exit がより身近な存在となること、資金調達能力

の向上が挙げられる。Exit に関しては、プラットフォームが作成されることにより M&A の

環境が整い、Exit の手段として費用や時間などのコストがかかる IPO だけでなく、M&A を

選択することが容易になり、幅が広がる。また、資金調達能力の向上は M&A によって資金を

獲得し、自身の事業への投資が可能となる。新事業の立ち上げ、あるいは投資家としてその20 
資金を使うことができ、ベンチャー市場を効率よく回転させることにつながる。	

	 地方銀行にとっては、融資先である中小企業が M&A でベンチャー企業の革新的な技術を

取り入れることにより、生産性や製品性能をはじめとする企業能力が向上することがメリ

ットとなる。企業の能力が向上することで、中小企業との取引の安定化・大型化を図ること

ができる。また、中小企業にとって大きな役割を担うことにより、企業が成長しメインバン25 
クとしての役割を他行に譲ったとしても、継続的な関係性を期待できる。	

	 VC は M&A をベンチャー企業に勧めることで Exit による利益を得ることができる。また、

M&A 市場が成熟することによって、将来的に Exit 手段の幅が広がる。米国では M&A が活発

であるため、優れた能力を持つ企業が Exit できる可能性が高く、VC は積極的に投資を行う

ことができている。M&A の活性化は VC にとって事業の安定化にもつながり、日本国内のベ30 
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ンチャー企業が円滑な資金調達を達成することにも寄与する。	

	 本提案によって資金提供者である地方銀行、VC が活発化することにより、今後中小企業、

ベンチャー企業双方も資金調達を行いやすくなる。M&A を促進することにより、それぞれが

成長し続けることが可能になると考える。	

	5 
	

	

	

	

	10 
	

	

	

	

	15 
	

	

	

	

	20 
	

	

	

	

	25 
	

	

	

	

	30 
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終わりに 
	 本論文の流れを再度確認していく。第 1 章では、中小企業・ベンチャー企業の資金調達に

ついて、また公的支援のあり方について確認した。第 2 章では中小企業の、第 3 章ではベン

チャー企業の現状・課題を確認し、第 4 章で各課題に対する 3 つの提案を行った。	

	 １つ目の提案は、「リレーションシップ・バンキング強化案」である。今まで統一された5 
手法や指標がなく、地方銀行員の大きな負担となっていた非財務情報の定性評価に AI を導

入することで、事業性評価の質と効率を向上させる。その際、中小企業にとって強みとなる

知的資産を用いた事業性評価を実施することで、各企業の新たな社会的価値を見出し、新規

取引の機会創出や融資の増加につなげる。最先端技術とヒトによる従来の業務を組み合わ

せることで、今後予想される人手不足に向け効率的な業務体制の構築が可能になるため、地10 
方銀行と中小企業双方にとって効果のあるものとなっている。	

	 ２つ目は「VC によるベンチャー企業向けソーシャルレンディング」を提案した。現在フ

ァンドが行っている仲介を VC がベンチャー企業向けに運営するというものである。投資家

保護によって情報開示の流れが進み、ベンチャー企業の資金調達が不利になる中で、事業計

画の斬新さや金利の高さを活かした差別化を行い、投資家を惹きつける。ベンチャー企業だ15 
けでなく、投資先を成長させ Exit の可能性を高めることができる VC にもメリットとなり、

投資家のニーズにも対応することができる。JVCA が援助を行うことにより実現可能性も高

く、ベンチャー企業の資金調達おいてメリットの多いものとなっている。	

	 3 つ目は「地方銀行と VC による M&A 促進案」である。今後成長が期待される中小企業と

ベンチャー企業の M&A を、双方の資金提供者である地方銀行・VC が促進する。資金提供を20 
行ってきたからこそわかる情報をプラットフォーム上で共有し、日本の M&A 市場を活性化

させる。M&A を行う企業だけでなく、その企業を支援する側にとっても利点が多く、その後

の資金提供にも良い影響を及ぼすものとなっている。	

	 中小企業・ベンチャー企業ともに非常に大きな役割・影響力を持ち、その活躍次第で今後

の日本市場は左右されると言っても過言ではない。両企業の資金調達の円滑化は必須の課25 
題であり、それを支える資金提供者の存在も同様に重要となる。資金調達を行う側、提供を

行う側双方が助け合い、互いに高め合う関係が必要である。それにより、今まで以上に企業

の資金調達の課題を解決し、より良いものになると考える。	

	 最後に、本論文が中小企業・ベンチャー企業の資金調達の課題解決、そしてそれを支える

資金提供者の活性化の一助になることを祈念し、本論文を結びとする。	30 
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