
グループ経営による社会的事業の創出と育成⽀援
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バックアップオフィス
によるプラン策定
補助

2017年下期 2017年11⽉ 2017年12⽉ 2018年４⽉ 2018年６⽉ 2019年２⽉ 2019年３⽉

ボーダレスグループの社⻑会の承認を
経て創業（法⼈設⽴） 初売上計上 難⺠雇⽤

２⼈⽬
難⺠雇⽤
１⼈⽬

⿊字転換
予定

・出資 900万円
・100％⼦会社として
ピープルポートを設⽴

・貸付 1,500万円
・ボーダレスジャパンから、資⾦需要に応じて限度額の範囲内で借⼊可能であり、
出資、貸付を合わせた限度額は、2,800万円
・難⺠の雇⽤や売上を上げるための活動にかかる運転資⾦に使⽤

・ソーシャルコンセプトの共有
・ソーシャルインパクト拡⼤
のための戦略⽀援

・社会的事業の資⾦調達体制の整備（ボーダレスジャパンが、運転資⾦の需要に応じた借⼊先として機能）
・ファイナンス、会計

・ソーシャルビジネスに詳しい、クリエイティブ⼈材によるウェブサイト構築

・バックオフィス機能（経理など）
・戦略、マーケティング、広報活動
・⼈事労務、法務、環境

・ビジネスモデル策定⽀援
（ソーシャルインパクトと
収益性の両⽅を実現）

社会的事業の成⻑と
資⾦的⽀援・⾮資⾦的⽀援の内容

資⾦的⽀援

⾮資⾦的⽀援

社会的事業
の成⻑

 社会的事業︓ピープルポート 株式会社
 資⾦的⽀援︓株式会社 ボーダレス・ジャパン
 ⾮資⾦的⽀援︓株式会社 ボーダレス・ジャパン

【スキーム】
ボーダレス
アカデミー

難民

社会起業家人材の発掘支援決定

ピープルポート（株）

（株）ボーダレス・
ジャパン

出資、貸付 一般業務支援等

グループ
社長会

事例
４



■事例１ 社会的事業ポートフォリオを育てるグループ経営

解決したい社会課題

•⽇本に逃れてきた難⺠が経済的貧困、社会的孤⽴を抱えていること。

社会的事業の概要

• パソコンや携帯電話など電⼦機器のリユース・リサイクル事業を⾏う。電⼦機器の処理の過程で⽇本にいる難⺠の雇⽤の場を提供する。また、回収台数・種類
に応じた⼀定額を⼦どもたちの教育資⾦として、当社が選抜したNPO団体に寄附する。

•⽇本語が読めない難⺠でも即戦⼒として活躍できるよう英数字を多⽤する電⼦機器に特化した事業を創設。回収した電⼦機器の整備・修理・分解の業務に
おいて、⽇本にいる難⺠を雇⽤し、フルタイムで働くことができる職場を作った。整備業務の習熟度向上が事業収益に直結するため、難⺠が事業の中⼼となり、
チーム⼀丸となってスキル向上を⽬指すことにつながる。

•毎⽇の終業後に⽇本語教室を開催し、「働くこと」と「学ぶこと」を両⽴できる仕組を確⽴。

•電⼦機器の回収は個⼈と法⼈を対象としており、データ消去も含め「無料」で回収を⾏なう。個⼈・法⼈から⽇本の⼦どもたちを⽀援するNPO団体へ寄附をし
てもらい、NPO団体に代わり回収を代⾏。NPO団体からそれら電⼦機器を買い取る仕組を作る。いらなくなった電⼦機器を処分することが難⺠の仕事創出だけ
でなく、⽇本の⼦どもたちを⽀援するNPO団体への寄附にも変わるというモデルを作った。
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【⽬標、成果】
雇⽤した難⺠の数

2018年６⽉に、１名の難⺠の雇⽤を実現。５年後には100⼈の雇⽤を⽬指す。将来的に雇⽤数だけでなく、⽇本で⽣活
する難⺠が⽇本で⽇本⼈と交流し、⽇本⽂化に慣れてもらい、⽣活の質を上げてもらうことを⽬指す。

【重要と考える⽬標、成果指標】
雇⽤した難⺠の数（実績）︓2018年度 2⼈

図表出典︓https://peopleport.jp/

 設 ⽴ 2017年12⽉
 所在地 神奈川県横浜市
 ステージ 創業期

【⽀援の受け⼿】 ピープルポート 株式会社

社会的事業者の声

社会課題をビジネスの視点からとらえる
社会課題の認識が先⾏していても、持続可能な解決策を⾒つけることはとても難しい。社会課題の解決
を主眼とすることで⽣まれるさまざまな制約条件（⽇本語が話せない等）を踏まえた上でビジネスを構築す
ることは、単なる収益事業としてのビジネス創出と⽐べても難易度が⾼い。このことに対し、当社は、ボーダレ
ス・ジャパンから、⽇本にいる難⺠が抱えている課題を整理した上で、ビジネスに結びつく解決⽅法や戦略
構築について新しいアイデアをもらうことができ役⽴った。
また、ボーダレス・ジャパンのグループ会社の代表者が⼀同に顔を合わせる「世界会議」や⽉に⼀度開催し
ている「MM会議」（マンスリーマネジメント会議）では、他のソーシャルビジネスの代表者から経営課題に
対する解決策や、社会的インパクトを⾼めていくアイデアを得ることができる。グループ会社間で、リスク、ビジ
ネス、ターゲット受益者との関係性についても広く情報共有できるので有効活⽤している。

⼦会社として事業を進めることのメリット
ソーシャルビジネスは、社会課題を解決するという具体的なビジョンが事業を進める最も重要な原動⼒とな
る。ボーダレス・ジャパンの中の⼀事業部を担うという意識ではなく、企業の経営トップとしての責任があるので、
より事業家としての成⻑が促される。また、⾃⾝の「⽬指す社会の実現」に向け⼤きな裁量で進めることがで
き、よりスピーディな事業推進が可能となっている。
また、グループ会社間では、事業上の協⼒関係を構築しやすい。例えば、パソコンや携帯電話等の電⼦
機器の回収をグループ会社であるビジネスレザーファクトリー株式会社の店舗で回収してもらうなど、協⼒の
流れができている。

１ ３

２ ソーシャルビジネスとその⽀援者とのコンセプトの共有
当社は、資⾦的⽀援と⾮資⾦的⽀援の両⽅を親会社であるボーダレス・ジャパンから受けていることもあり、
「ソーシャルコンセプト」を共有できているため向かう⽅向性が同じである。このため、経営判断に迷うことは少
ない。社会的事業者と⽀援者との「ソーシャルコンセプト」の共有は⾮常に重要である。
現在は代表者を含めて6名体制である。事業を拡⼤していく中で、資⾦調達の必要や新たな社会課題に
直⾯することもあるだろうが、 「ソーシャルコンセプト」を共有できていることでスピーディに解決していくことができ
る。
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図表出典︓https://www.borderless-japan.com/

 設 ⽴ 2007年3⽉
 所在地 東京都新宿区他【⽀援の出し⼿】 株式会社 ボーダレス・ジャパン

⽀援の概要

• さまざまな社会問題を解決するために「社会起業家のプラットフォーム」を形成し社会起業家を⽀
援する。ソーシャルビジネスを創る際はビジネスプランの事業化に資⾦が必要となるため、当社が
社会起業家に平均3,000万円の事業投融資の枠を設定して最初の出資とその後の貸付を⾏
うとともに、経営ノウハウや⼈材⽀援の提供など⾮資⾦的⽀援も⾏う。
• インキュベーターとアクセラレーターの両⽅の役割を担っている。現在、24のソーシャルビジネスを⽀
援しているが、このうち21事業はインキュベーション、3事業は既にある事業を買収したもの。

資⾦的⽀援

⾮資⾦的⽀援

提供⼿法 出資（⾮上場株式）、貸付（無担保融資） 提供⾦額 １件あたり平均3,000万円の限度額（投資キャップ）の範囲で出資、貸付を実施

資⾦源 グループ各社の社会的事業から得られた収益の内部留保 年度別実績 2016年度 2017年度 2018年度（⾒込み）

⽀援対象

成⻑ステージ 限定していない
貸付

件数 ⾮公開 ⾮公開 ⾮公開

期間 １年 ⾦額 6,900万円 １億2,800万円 ２億8,200万円

地域 国内（全国）、海外
出資

件数 ⾮公開 ⾮公開 ⾮公開

分野 限定していない ⾦額 １億 500万円 １億9,200万円 ３億 600万円

選定基準

まず、グループ内で共有している「恩送り」という概念（事業の儲けは、配当ではなく、社会的事業を⾏うための再投資に使うという考え⽅）に賛同することが必要である。
次に、社⻑と副社⻑が、新規事業の責任者に伴⾛しながら事業モデルを検証し、グループ各社の社⻑で構成する社⻑会（以下、グループ社⻑会）に諮る。社⻑会では全員⼀致でないと承
認されないが、ネガティブな側⾯を指摘するのではなく、成功確率を⾼めるためにアドバイスやアイデアを提供し、成功するように送り出すという位置づけである。
その後、社⻑会の事業開始承認から半年以内で初売上が上がること、開始承認から半年後に⾏われる事業継続可否を判断するグループ社⻑会で承認を得られること、そして事業開始して
から1年半（18か⽉）以内に2か⽉連続の単⽉⿊字化しないと、再挑戦（事業⾒直し）となる。

内容

●…⾃社
○…他社委託
◎…他社と共同
－…実施なし

社会的な成果 財務⾯ 組織体制 ⼀般業務⽀援

成果拡⼤戦略 成果測定 資⾦調達 収益戦略 財務管理 ⼈材 ガバナンス 事業戦略 業務処理

● ● ● ● ● ● ● ● ●

社会問題を解決するには、経済的、継続的に
課題が多く、問題解決までにかなりの時間を要
する場合がある。これに、持続的かつスピーディ
に社会問題を解決する「ソーシャルビジネス」に
着⽬している。

社会問題を解決するビジネス

社会問題

マーケットから放置
儲からない
誰もやらない

ソーシャルビジネス

不便、不満、不快

マーケットニーズ
儲かる

誰かがやる

ビジネス
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⽀援の出し⼿の声

１

グループ経営
当社の経営形態は、事業部制、カンパニー制を経て、最終的には分社化したグループ経営体制に変
遷した。
経営⾯では、分社化することにより、事業責任者が代表権を持つ社⻑となり、経営意識を⾼めることが
できた。また、これまでの効率化、肥⼤化を強く志向する経済ルールに反し、⼈間を中⼼に据えた「顔の
⾒える」事業を対象としており、経済性のみを追い求める過度な拡張性（スケーラビリティ）は志向しない。
1つの事業モデルの規模は10億円前後が⽬安となる。また、各事業モデルを社会ソリューションとして捉え、
社会課題に困る当事者への選択肢をより多く提⽰する必要がある。そのために、事業社⻑をより多く輩出
するとともに、グループ内での相互扶助体制を構築し関係資本を共有することで、それぞれの事業の成功
確度及び成⻑スピードを⾼めている。

2

「ソーシャルインパクト」を含めた⽉次管理
ソーシャルビジネスを経営する各⼦会社から、Skype等を活⽤して普段から相談を受けている。当社は、
最も重要なKPIとして「ソーシャルインパクト」を掲げており、⽉次管理は、「ソーシャルインパクト」を経営指
標の最⾼位として、損益状況、フリーキャッシュフローなど財務指標の状態を把握している。これは、パート
従業員も含めた全従業員に公開している。
ソーシャルインパクトが出ておらず収益だけが得られている事業は、当社が運営するべき事業ではないと考
え、そのような状況が⽣じた場合は、ビジネスモデルの変更を求める。

3

「ソーシャルインパクト」のとらえ⽅
「ソーシャルインパクト」を出すパターンとして、3つあると考えている。
1つ⽬は、雇⽤すること。例えば、バングラデシュのアパレル⼯場では、⽂字の読み書きができない⼈も雇⽤
している。⼯場でプロフェッショナルとして働き安定収⼊を得て、家族を養うことができる状態を作る。2つ⽬は、
取引先にすること。例えば、ミャンマーの零細農家を直接取引先とし、収穫したハーブの全量買取と買取価
格を補償している。3つ⽬は、顧客にすること。例えば、シェアハウス事業は⽇本国籍と外国籍の⼊居者の
⽐率が半々である。これは相互の理解を深めて偏⾒をなくしたいという意図とともに、当時外国の⼈は賃貸
住宅を「外国の⼈だから」という理由で借りにくかったという社会事情に応えたものである。
また、「ソーシャルインパクト」を測る指標は基本的に３パターン。⼈数、その変化率、その継続率である。
計測⼿法はさまざまな研究がなされているが、⼤切なのは、⼀⼈ひとりに向き合うことであり、データ作成のた
めの調査にしないこと。また、運⽤上も本質を捉えつつできるだけシンプルなものにするべき。

4

ボーダレスアカデミー
2018年10⽉に、社会起業家の養成所として「ボーダレスアカデミー」というソーシャルビジネススクールを⽴
ち上げた。これは、社会課題を解決したいと考えている⼈たちを⼀⼈でも多く起業家として輩出し、社会ソ
リューションを増やすという意図がある。4か⽉間でビジネスプランを完成させる起業コースとなっており、創業
資⾦を⽀援するなどの⽀援体制も整えている。

5

ニッチトップを実現した事業から新規事業へ資⾦を回す
ソーシャルビジネスを現在の24事業作るために12年かかった。さらに、ニッチトップ（新市場において、圧
倒的なシェアを獲得することで、⾼収益性を確保する）を実現した事業として、多国籍コミュニティシェアハ
ウス事業群（⽇本、韓国、台湾）、ナチュラルケア事業群（⽇本、韓国、ミャンマー）、⽪⾰製品事業
群（⽇本、バングラデシュ）があり、現在は、これらから⽣まれる収益が新規事業⽴ち上げの原資となって
いる。
こうしたソーシャルビジネスを創るポイントは、社会的課題を解決するために「ソーシャルコンセプト」を描くこ
と。既存の社会・経済ルールから「⾮効率」だとして取り残された⼈々や状況の原因を明確に設定し、本
来の社会のあるべき姿を描き、それらのギャップを埋めるための社会ソリューションを提⽰する。通常のビジネ
スと異なるのは、 「ソーシャルコンセプト」を実現するために、ビジネスをツールとして使うこと。ソーシャルビジネ
スは、⾮効率をも含めて「社会を再構築する」新たなビジネスモデルである。インキュベーターとアクセラレー
ターの両⽅の役割を担っている。

 設 ⽴ 2007年3⽉
 所在地 東京都新宿区他【⽀援の出し⼿】 株式会社 ボーダレス・ジャパン（つづき）


