
創業期の政府系⾦融機関の貸付と成⻑期の特徴ある
ファンド出資の組み合わせによる事業拡⼤⽀援

26

2010年3⽉ 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年11⽉ 2018年12⽉

スターフード
ジャパン
株式会社設⽴

和歌⼭
出店
※現在は閉店

関⻄国際空港での
検疫代⾏サービスの
システム開発

・出資 1,000万円
・おおさか社会課題
解決ファンド
・店舗の運転資⾦
などに使⽤

・社会的成果を測定する
ためのKPI設定
・成果拡⼤に向けた助⾔
・過度な介⼊は控え、
出資の相談をベース
に経営⽀援

・資⾦調達⽀援
・経営に役⽴つ情報提供

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

【スキーム】

関⻄国際空港
出店

株式公開を視野に⼊れた資⾦調達

LED関⻄2014
ビジネスプラン
ファイナリスト選出

地域⾷プロデューサーとして、
国内外へ⾷材を周知。
地域の発展に貢献
【開発商品数】
2019年1⽉ ２商品
2019年2⽉ ６商品

・貸付 700万円 ・貸付 1,000万円 ・貸付 3,000万円
・資本性ローン(期限⼀括返済）
・システム開発費⽤など
に使⽤

なんばスカイオ
出店

・無担保貸付
・各店舗出店のための設備、運転資⾦
に使⽤

（おおさか社会課題解決ファンド組成）

地域の良い商品を
発掘し周知する活動
を開始

地域の魅⼒発信と
インバウンド需要を
把握

農産物の検疫⼿続負
担を軽減し気軽に持ち
帰れる環境整備

地域⽣産者と都市
部の消費者とを結ぶ

 社会的事業︓スターフードジャパン 株式会社
 資⾦的⽀援︓株式会社 ⽇本政策⾦融公庫、⼤阪信⽤⾦庫、

フューチャーベンチャーキャピタル 株式会社
 ⾮資⾦的⽀援︓株式会社 ⽇本政策⾦融公庫、⼤阪信⽤⾦庫、

フューチャーベンチャーキャピタル 株式会社 スターフードジャパン（株）

貸付 出資

出資 出資

投資先の発掘

大阪府
広報支援

地域生産者、
一般消費者

財務支援 社会的な成果に
関する支援

フューチャーベンチャーキャピタル（株） ⼤阪信⽤⾦庫

（株）⽇本政策⾦融公庫 おおさか社会課題解決
投資事業有限責任組合

事例
５



解決したい社会課題
• 地域の特産品や伝統品を使⽤し、良い商品を作っている地域⽣産者と、良い商品が欲しい⼀般消費者のミスマッチが⽣じていること。
• 地域⽣産者がマーケティングや流通を⼗分に知らないために、⼀般消費者が求める良い商品は何かを把握しきれず、商品が売れずに⾃⽴できない⽣産者
が⽣じていること。

社会的事業の概要

• マーケティング・シェア・ショップ「リージョンスタイル」の運営と地域商品のプロデュースやブランド化などのコンサルティングを⾏っている。
• 「リージョンスタイル」は、地域⽣産者が⼀般消費者に直接届けたい商品を集めたセレクトショップである。地域⽣産者は、どのような商品が売れるか、どう売っ
たらいいか分からず、流通事業者任せにしがちであることから、⼀般消費者の声を聞く機会が乏しい。同ショップが地域⽣産者と⼀般消費者をつなぐ架け橋
となることで、地域⽣産者が販路について考え⾃⽴するきっかけを提供している。また、⼀般消費者も、⾃分の価値観で商品を選ぶ⽬を持ち、商品の内容、
品質を⼗分に考えて購⼊することができる。このように、当社は地域⽣産者と⼀般消費者の成⻑を⽀援している。
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【⽬標、成果】
新商品開発数
単年度の取扱いアイテム数

・地域⽣産者と⼀般消費者が出会える商品設計プラットフォームの提供及び地域商品の販路拡⼤への貢献が⽬標、成果である。
こうしたKPIは、おおさか社会解決ファンドを運営するフューチャーベンチャーキャピタル（株）と確認しながら設定している。

・取扱うアイテム数が増えることで、地域⽣産者や地域メーカーは事業を継続し、⾃社ブランドを確⽴することで事業に⾃信を持つことができる。

【重要と考える⽬標、成果指標】
単年度の取扱いアイテム数︓2016年度 10
（実績） 2017年度 16

2018年度（⾒込み）35

 設 ⽴ 2010年３⽉
 所在地 和歌⼭県和歌⼭市（本店） ⼤阪府⼤阪市（⽀社）
 ステージ 成⻑期

【⽀援の受け⼿】 スターフードジャパン 株式会社

社会的事業者の声

創業期から成⻑期の資⾦ニーズに⾒合う資⾦調達
創業期に（株）⽇本政策⾦融公庫からマーケティング・シェア・ショップ出店のための融資を受けた。その

後、2017年には資本性ローン（期限⼀括返済）を活⽤して3,000万円の融資を受けた。資⾦使途は、
それまで紙⾯で⼿続を⾏っていた関⻄国際空港での検疫代⾏のシステム開発である。
システム開発には時間を要するので、通常の元利返済のローンでは資⾦繰りが苦しくなる可能性がある。
資本性ローンは、返済期限まで利息のみの⽀払いでよく、資⾦繰りが楽になるため、事業運営において

⾮常に役⽴った。

１ ３

２

資本政策を意識した資⾦調達
融資だけではなく、出資による資⾦調達を⾏ったのは、2017年頃から将来的には株式公開を意識するように

なり、ふさわしい資本政策が可能になると考えたためである。
社会的課題の解決を継続的に⾏うには、現在の経営者がいなくなった後、誰がトップに⽴っても地域メーカー

を⽀援し活性化する仕組、そのためのコンサルティングや流通改善を担う⼈間を育てる必要がある。そのためには
株式公開をして、会社としての盤⽯な組織基盤を固めるべきであると考えた。資本政策を助⾔してくれる公認
会計⼠から、資⾦調達は融資より出資を受けた⽅がよいと指導された背景もある。また、当社の株式価値も知
りたかったので、出資による資⾦調達を活⽤した。

マーケティング・シェア・ショップ 「リージョンスタイル」

地域⽣産者と⼀般消費者をつなぐ

短期的な利益を求めないファンドの活⽤
創業期に（株）⽇本政策⾦融公庫から資本性ローンを含む融資を受けた後は、2018年に⼤阪信⽤

⾦庫、フューチャーベンチャーキャピタル（株）が組成する「おおさか社会課題解決ファンド」から第三者割
当増資により1,000万円の出資を受けた。これは、直営店の運転資⾦や設備投資に充てた。また、ファン
ドの姿勢が短期的な株式公開を⽬指して経営に介⼊するものではないので、事業の運営がしやすい。
ファンドへの申請から実⾏までは早く、2か⽉かからなかった。これも⼤阪信⽤⾦庫とフューチャーベンチャー

キャピタルとで密に連絡を取ってもらえたためだと思う。

図表出典︓http://starfood-japan.com/
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 設 ⽴ 2008年10⽉
 所在地 東京都千代⽥区【⽀援の出し⼿】 株式会社 ⽇本政策⾦融公庫

⽀援の概要

• 政策⾦融機関として、⺠間⾦融機関の補完を旨としつつ、主に、中⼩企業・⼩規模事業者向けに事業資⾦融資のほか、経営に役⽴つ情報提供を
⾏っている。また創業、事業再⽣・事業承継などの分野で⽀援を⾏う。

• 主な資⾦的⽀援は以下の2つ。
①ソーシャルビジネス⽀援資⾦（企業活⼒強化貸付）︓地域の課題解決に取組むソーシャルビジネスの担い⼿を対象とする（下表参照）。
②挑戦⽀援資本強化特例制度（資本性ローン）︓創業・新事業展開などに取り組み、財務体質の強化を希望する事業者向けに、無担保・無保
証の融資商品を設けている（融資限度額は4,000万円）。資本性ローンの特徴は、次のとおり。
― 期限⼀括返済︓最終回の⼀括払いとなり、それまでの間は、利息の⽀払のみ
― 業績に応じた利率設定︓融資後１年ごとに適⽤利率を設定。業績が低調なときは、⾦利負担を抑えることが可能
― ⾦融検査上は⾃⼰資本とみなすことが可能︓財務体質を強化することが可能

• スターフードジャパン（株）に対する直近の資⾦的⽀援は、②資本性ローンである。

資⾦的⽀援

提供⼿法 貸付 提供⾦額
※融資限度額

有担保融資7,200万円（うち運転資⾦4,800万円）
無担保融資4,800万円

資⾦源 政府からの出資及び融資、債券発⾏ 年度別実績 2016年度 2017年度 2018年度

⽀援対象

成⻑ステージ 限定していない

貸付

件数 7,216件 8,306件 9,046件
期間
※返済期間

設備資⾦20年以内
運転資⾦７年以内

⾦額 508億9,500万円 582億5,800万円 633億4,500万円対象地域 全国

対象分野 限定していない

選定基準
ソーシャルビジネスを営む法⼈、個⼈事業主向けの専⽤商品であり、融資対象者は次のとおり。
1.NPO法⼈
2.NPO法⼈以外であって、①保育サービス事業、介護サービス事業等を営む法⼈、個⼈事業主、または②社会的課題の解決を⽬的とする事業を営む法⼈、個⼈事業主

※下表は、上記①ソーシャルビジネス⽀援資⾦の内容である。

⾮資⾦的⽀援

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

- ◎ ◎ ● - - - - -

その他、事業計画策定ワークブック『ビジネスプラン⾒える化BOOK』の提供など、経営に役⽴つ情報⾯での⽀援を実施。
具体的には、経営⽀援セミナーや個別相談会の実施により、法⼈設⽴、事業計画の策定、資⾦調達、⼈材育成といったソーシャルビジネスの担い⼿が抱える
経営課題の解決を⽀援している。
また、地⽅公共団体、地域⾦融機関、NPO⽀援機関等と連携し、経営課題の解決を⽀援する「ソーシャルビジネス⽀援ネットワーク」の構築に取り組んでいる。
2019年３⽉現在のネットワーク構築数は、116にのぼっている。

ソーシャルビジネスお役⽴ち情報掲載ページ

図表出典︓https://www.jfc.go.jp/n/finance/social/index.html
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⽀援の出し⼿の声

社会的事業の資⾦需要に応える融資
当公庫は、政策⾦融機関として、社会課題を解決する社会的事業（ソーシャルビジネス）への融資を

⾏っている。
⼀般的に、社会的事業は、事業内容に⾰新性が感じられるとしても、創業期は実績も資産も乏しく、希望

どおりの資⾦調達が叶わないこともある。また、助成⾦は⽐較的少額で、助成⾦の範囲内で事業を⾏うとな
ると、思い描く事業のスピードが確保できない場合もある。当公庫は、ソーシャルビジネス専⽤の融資商品を
提供することで、事業者の⾦融アクセスをしやすくしているほか、⺠間⾦融機関との協調融資、助成⾦との併
⽤などのブレンデッドファイナンスも意識しながら融資を⾏っている。
次に、社会的事業が⾛り出した後、例えば5,000万円程度の先⾏投資が必要となったとき、その出し⼿は

そう多くない。これに対し、同様の成⻑ステージにいる営利企業が創業期から成⻑期に⼊るために、5,000万
円の資⾦を提供する⾦融機関は相応にいるという現実を踏まえる必要があると思う。
ソーシャルビジネスにおいても、特に拡⼤段階では、社会性、事業性の両⽴が⾦融機関による資⾦調達の

鍵となるという認識が⾮常に重要である。

１ 社会的事業を⽀援するファンドへの期待
スターフードジャパン（株）が当公庫の資本性ローンの後に利⽤した「おおさか社会課題解決ファンド」は、

当公庫も案件発掘⾯で連携している。社会的課題の解決が⽬的であり、その成果を測定するKPIを設定し
報告できることが必須条件となっている。社会的事業者によって取り組む事業（分野、業種、ビジネスモデル
等）が違うので、個別に設定したKPIに対して統計的にデータを取り、場合によってはアンケートでも情報を集
め、モニタリングしていく前提になっている。
社会的事業に対する資⾦提供を増やしていくという広い観点で⾒ると、KPIの管理は全ての事業者が⾏う

べき唯⼀無⼆の⽅法ではないと思うが、同ファンドがそういったマインドを持って運⽤し、それが他のファンドと差
別化されたノウハウにつながっている。
取組む⽅向性を明らかにし、KPIを設定、検証しながら事業を進めていくことを⽀援し、その過程で対話が

⽣まれるといった流れができるのではないかと期待している。

2 創業期の資本性ローンなどによる⽀援
スターフードジャパン（株）には、創業期の⽀援として2015年12⽉に700万円、2016年10⽉に1,000

万円の融資の後、2017年12⽉に3,000万円の資本性ローンを実⾏している。
当初の融資は、発信⼒が弱い地域の⽣産者の商品を揃えたマーケティング・シェア・ショップを始めるための

融資の申込を受けたもの。同社の代表取締役がフードコーディネーターとして活躍しており、発信⼒、資格、
⼈脈、将来性があることで、その社会的な成果を期待して融資を決定した。
資本性ローンは、関⻄国際空港での検疫代⾏サービスのシステム開発（⾃社運営ウェブサイトの管理維

持、⼈件費等）への費⽤に充てるためのもの。システム開発に時間がかかることから、その間の資⾦繰りを安
定化したいとのことで資本性ローンの希望があった。当時は、同社の事業規模に⽐べて貸出規模は⾮常に⼤
きかったが、将来性、新規性を事前に⼗分確認した。
なお、資本性ローンは、⺠間⾦融機関から⾃⼰資本とみなされるほか、法的倒産⼿続き時は全ての債務

に劣後するため、⺠間⾦融機関が融資に取り組みやすくなる呼び⽔効果が期待される。

3

 設 ⽴ 2008年10⽉
 所在地 東京都千代⽥区【⽀援の出し⼿】 株式会社 ⽇本政策⾦融公庫（つづき）
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⼤阪信⽤⾦庫
 設 ⽴ 1920年2⽉
 所在地 ⼤阪府⼤阪市

【⽀援の出し⼿】 ⼤阪信⽤⾦庫、フューチャーベンチャーキャピタル 株式会社

⽀援の概要

• 2017年に、⼤阪信⽤⾦庫、フューチャーベンチャーキャピタル（株）（以下、FVC）が出資し、おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合（おおさか社会課題解決ファン
ド）を設⽴。
⼤阪信⽤⾦庫の営業対象地域に所在する社会課題の解決に取り組む企業の資本と経営の強化を⽀援することを⽬的としたもの。

• ファンド総額は5億円（⼤阪信⽤⾦庫が有限責任組合員（LP）として98％にあたる4億9,000万円、FVCが無限責任組合員（GP）として2％にあたる1,000万円を拠出）
• 株式上場を条件とせず、社会課題の解決に取り組む会社に投資する点に特徴がある。
• 投資前に社会課題の解決を測定するためどのような指標（KPI）を設定するのかを協働で検討する。
• 投資後に次の事項について定期的な確認を⾏う。

―社会課題の解決の状況
―事業計画の進捗・達成状況
―毎⽉の損益・資産（⽉次試算表）の状況等

資⾦的⽀援

⾮資⾦的⽀援

提供⼿法 出資（⾮上場株式購⼊） 提供⾦額 １件あたりの出資額︓５00万円から2,500万円程度

資⾦源 ⾃⼰資本 年度別実績 2017年度 2018年度（⾒込み）

⽀援対象

成⻑ステージ 創業期

出資

件数 1件 11件
期間 5年以上

対象地域 近畿
⾦額 5,000万円

1億6,000万円
（うち、スターフードジャパン株式会社

1,000万円）対象分野 限定していない

選定基準

社会課題を解決する事業であることに加え、次の事項を考慮する。
・成⻑性︓投資回収まで5年程度を想定し、⼀定規模まで事業拡⼤できる具体性と実現可能性があること。急成⻑をすることは要しない。
・地域経済活性化への貢献度︓地元企業との連携、関連産業の活性化、ブランディング、⼈⼝流⼊等に資すること。
・雇⽤創出可能性︓事業拠点の拡⼤、雇⽤⼈数、⼈材育成、⼈材活⽤
・投資回収可能性︓投資先企業⾃⾝による株式の買い取りを想定している。内部留保の積み上げ、財源規制を考慮し、事業計画・⾏動計画の具体性、経営陣の経験、市場動向
等を含めて、総合的に判断する。

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

● ● - - - - - - -
・FVCにおいて、投資前に、必ず社会的成果を測定するためのKPIを確認し、成果の拡⼤に向けた助⾔を⾏う。
・過度な介⼊は控え、投資先からの相談をベースに経営⽀援全般を実施するという姿勢をとっている。

FVCウェブサイト（おおさか社会課題解決ファンド）

フューチャーベンチャーキャピタル
 設 ⽴ 1998年9⽉
 所在地 京都府京都市

図表出典︓https://www.fvc.co.jp/
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⽀援の出し⼿の声

おおさか社会課題解決ファンドを通じて、地域課題の解決に応える
もともとの経緯は2014年9⽉に⼤阪信⽤⾦庫が利益を地元に還元する趣旨で3億円の創業⽀援ファンド

を始めたところ、投資候補先企業が多く、順調に投資が進んだこともあり、2017年4⽉に5億円に増枠した。
そのとき⼤阪府から少⼦化問題や事業承継等の社会課題を解決するファンドの⽴ち上げを依頼され、2017
年9⽉に設⽴した。ファンドを活⽤することで、財務基盤が確⽴していない創業期の社会的事業者の資⾦
ニーズに対応することができており、社会的事業者に対するリスクに応じた適切な資⾦提供⼿法の1つになると
思う。社会課題解決を銘打ってファンドの名前にも⼊れるのは、極めて珍しい取組だと思う。

4

⼤阪府、⾦融機関の連携による役割分担
まずファンドの知名度アップと投資先企業の社会課題解決のKPIのPRについて、⼤阪府がバックアップしてい

ることが特徴である。社会課題解決のKPIを設定するようにしたファンドの⽬的としても、KPIを設定して、官⺠
⼀体で広く発表することによって、感動や共感の声が集まり、投資先の会社の事業が伸びて、さらに社会課
題が解決できるような循環を⽬指しており、その実現のためには⼤阪府の役割が⼤きい。
（株）⽇本政策⾦融公庫は創業融資の実績と情報量が豊富であり、⼤阪信⽤⾦庫、FVCとともに⽬利

きを担う。ファンドの無限責任組合（GP）であるFVCはファンドの運営、投資⼿法の設計等を担う。
関係機関は毎⽉定例会を開催しており、案件候補をリストにして、候補先と会った担当者が1件1件説明

して事例を擦り合わせるので、案件の進捗が円滑に進む。

5

貸付と出資は企業の成⻑を⽀える両輪と捉える
FVCの経験上、本来は成⻑ステージに応じて、貸付と出資のバランスを取って成⻑していくのが企業のある

べき姿であると考えている。
貸付が困難な場合は出資で資⾦提供することもあるし、貸付と出資を併せて資⾦提供することもある。

９社会的な成果と財務リターンとの両⽴を重視
おおさか社会課題解決ファンドの投資審査において重視する視点は、社会的な成果か財務リターンかという

ことではなく、それらを両⽴していることである。投資の時点でそれらを両⽴する企業にしか投資をしない。例え
ば、社会課題は解決されているのに売上も利益も伸びないという事業は投資対象とはしていない。FVCは、
社会的な成果を出している企業は財務リターンにもつながるという経験的なメカニズムに基づいてファンドを運
営している。
社会的な成果を測ることができる指標を決める際、事業収益を⽬指すKPIと社会課題解決のKPIが⼀致

することを求めている。そのKPIの数値を追えば、売上や利益も伸びていくし、社会課題が解決されている状
況がわかるようなKPIを設定する。

６

社会的な成果測定の普及段階においては最初からアウトカムにこだわらない
社会課題解決の成果を⾒えるようにすることは重要だと思うが、現状のKPIは、アウトカムではなくアウトプット

に寄っている。ファンドでの投資審査時は社会課題が解決されたら世の中はどのような状況になるかという事項
を投資検討依頼書に書いてもらうことも検討したが、いろいろ議論をした結果、社会課題解決型のファンドは
まだ普及段階であり、最初にハードルを上げすぎると認知が進まないため、あえてアウトカムまで求めず、アウト
プット中⼼の設定にしている。

７

株式上場を前提にせず経営の⾃由度を⾼めることにより多様な出⼝を⽀援
創業⽀援ファンドも同様だが、出⼝戦略を株式上場やM&A（合併と買収）に限定せず、投資先⾃⾝に

よる株式の買い取りと想定しており、プライベートエクイティ（未公開株式）ファンドの中で極めてユニークな⽴
ち位置である。そのため原則として、ファンドが投資先に対して株式の取得を請求することができる取得請求
権付の種類株式を引き受ける。もっとも他のベンチャーキャピタルと横並びで投資するにあたり条件を揃える必
要がある場合は、普通株式を使うこともある。
投資回収まで3年から5年、もしくはそれ以上の期間をかける。その期間に利益を⼤きく伸ばすというより、安

定して利益を蓄積してもらう。その期間はファンドはあくまでも応援団として振る舞い、過度な介⼊は控え、投
資先からの相談をベースに経営⽀援を⾏うことにしている。

８

⼤阪信⽤⾦庫
 設 ⽴ 1920年2⽉
 所在地 ⼤阪府⼤阪市

【⽀援の出し⼿】 ⼤阪信⽤⾦庫、フューチャーベンチャーキャピタル 株式会社（つづき）
フューチャーベンチャーキャピタル
 設 ⽴ 1998年9⽉
 所在地 京都府京都市


