
成⻑期への他地域展開を後押しする貸付やインパクト投資
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2000年 2002年 2010年 2011年 2016年 2017年 2018年

有限会社
ポラリス設⽴ ・3年間で約13億円分の

社会保障費削減効果
（（株）ポラリス調べ）

・出資 2,000万円
（第三者割当増資）

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︓株式会社 ポラリス
 資⾦的⽀援︓株式会社 池⽥泉州銀⾏、⼀般財団法⼈ KIBOW
 ⾮資⾦的⽀援︓株式会社 池⽥泉州銀⾏、⼀般財団法⼈ KIBOW 

【スキーム】

・７つのデイサービスを買収
・パナソニック株式会社と業務提携
・4億5,500万円を第三者割当増資で調達

株式会社
に改組

・ビジネスのプロモーション、
販路拡⼤、連携先の紹
介、中央省庁の補助⾦
プログラムの紹介、⼈材
紹介、さらに出⼝の戦略
も含めて全般的に⽀援

・戦略⾯では、ミーティングをしながら、資⾦調達を
含めた成⻑戦略を助⾔

⾼齢者問題を
解決すべく
森クリニック開設

フランチャイズ
事業開始

森社⻑が内閣官房ワーキンググループ厚⽣委員に就任

6,500名の要介護⾼齢者にサービス提供

・（株）池⽥泉州銀⾏、（株）⽇本政策⾦融
公庫等が、介護施設設⽴資⾦を貸付にて提供

・介護施設の開業費に使⽤

・広報⽀援（チャリティイベントの講師枠を提供）
・ガバナンス⾯で、取締役を派遣し、取締役会に出席
して体制固めを⽀援

・⼈材⾯で、特に経営管理を⾏う⼈材採⽤⽀援

・成果指標の測定

・出資 1億円
（⼀財）KIBOW、
池⽥泉州キャピタル（株）
から5,000万円ずつ

・いずれも他地域における介護施設の開業費に使⽤

（株）ポラリス

投資事業有限責任組合

出資

出資・貸付

KIBOW社会投資
ファンド2号

出資 出資

出資

虚弱⾼齢者

一般業務支援 組織に関する支援等

池⽥泉州
キャピタル（株） KIBOWメンバー グロービス

経営⼤学院ほか池⽥泉州銀⾏（株）

出資

事例
６
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解決したい社会課題
・医療の対象にならないが、放置すると寝たきりに進んでしまう虚弱⾼齢者が、現状の急性期治療から⾒放されていること。

社会的事業の概要
• ⽇本の医療のシステムは、症状があって検査して異常値が出て、診断名がついて初めて医療給付が受けられるが、当社は医療の対象外になる
虚弱⾼齢者を元気にするため、⾃⽴⽀援を⾏う介護施設を運営している。

• 通所介護(デイサービス)事業、居宅介護事業、研究開発事業、介護施設のフランチャイズ事業からなる。
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【⽬標、成果】
要介護認定の改善率
社会保障費削減額
介護保険の給付が不要になった⼈数

【重要と考える⽬標、成果指標】
要介護認定の改善率（実績）︓
2016年度 12.9％
2017年度 15.3%
2018年度 14.7%

 設 ⽴ 2002年7⽉
 所在地 兵庫県宝塚市
 ステージ 成⻑期

【⽀援の受け⼿】 株式会社 ポラリス

社会的事業者の声

コレクティブ・インパクト・アプローチ
2018年の増資のとき、当社だけでは⾃⽴⽀援介護を世界に広げられないと思った。複数の団体が

セクターを越えてつながり、社会的なインパクトを出すというコレクティブ・インパクト・アプローチによって、コ
ンソーシアムやプラットフォームを構築する必要性を感じた。
そこでコレクティブ・インパクトの最⼤化を⽬指し、⼤企業、国、地⽅⾃治体、⼤学、海外等との連携

を進めた。

１ ２ 理念を共有した投資家の必要性
資⾦提供者が当社の理念に共感してくれることが重要である。代表者の持ち株⽐率が下がっても構わないが、

当社のミッションがずれてしまうのは避けたい。財務⾯のデューデリジェンス（事業精査）のみで投資判断を⾏う
既存のベンチャーキャピタルではなく、社会的成果を評価して投資する世界のエンジェル投資家から投資を募る
ことに期待したい。

図表出典︓http://www.polaris.care/
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 設 ⽴ 1951年9⽉
 所在地 ⼤阪府⼤阪市【⽀援の出し⼿】 株式会社 池⽥泉州銀⾏

⽀援の概要
• 地域の創業を⽀援するため、助成、貸付、出資による資⾦提供を実施し、地域の重要なインフラ機能を有する企業と地域⾦融機関が連携して創業者を応援している。
• 助成︓ニュービジネス助成⾦・コンソーシアム研究開発助成⾦

ニュービジネス助成⾦︓新規事業、ビジネスモデルを含めて助成の対象とする。
コンソーシアム研究開発助成⾦︓⼤学、研究機関との共同研究を通じた事業プランを助成の対象とする。

• 貸付︓⼤阪信⽤保証協会保証付創業融資商品「夢ひろがる」「夢ひろがるプラス」
• 出資︓S I創業応援ファンド投資事業有限責任組合等

資⾦的⽀援

提供⼿法 助成、貸付、出資 提供⾦額
助成︓最⾼300万円（総額3,000万円）
貸付︓「夢ひろがる」「夢ひろがるプラス」合計で融資限度額3,500万円
出資︓1件あたり1,000万円前後

資⾦源 ⾃⼰資本、預⾦ 年度別実績 2015年度 2016年度 2017年度

⽀援対象

成⻑ステージ 限定していない
ただし、貸付は準備期または創業期 助成

件数 32件 28件 28件

⾦額 4,000万円 4,000万円 4,000万円

期間 5年以上
助成は限定していない 貸付

件数 ９件 ９件 ９件

⾦額 14億5,200万円 47億9,700万円 58億7,100万円

対象地域 近畿
出資

件数 ６件 26件 11件

対象分野 商業、産業の育成 ⾦額 1億300万円 5億5,200万円 1億8,000万円

選定基準
助成︓新規性、独創性、市場性、事業化可能性、地域性を考慮
貸付︓準備期または創業後5年未満
出資︓関⻄圏の地域経済の活性化につながり、新技術や新たなビジネスモデル等、今後の成⻑が期待される創業・第⼆創業に取組む企業

内容（助成）

●…⾃社
○…他社委託
◎…他社と共同
－…実施なし

資⾦提供⽅法
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

助成（※1） - - ● - - - - ● -
貸付（※2） - - - - - - - - -
出資（※3） ● - - - - - - - -

（※1）その他、広告、技術⽀援、外部機関（⼤学、研究機関）連携を他社と共同で実施
（※2）その他、外部専⾨家の紹介を他社と共同で実施
（※3）その他、販路拡⼤⽀援を⾃社で実施

⾮資⾦的⽀援

※下表の年度別実績は、（株）池⽥泉州銀⾏全体の件数、⾦額である。個別団体に対する実績は⾮開⽰である。
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⽀援の出し⼿の声

助成、貸付、出資のよる接点の広がり
当⾏の助成⾦は、取引の有無を問わず、ビジネスアイデアを有する個⼈事業者や研究者から、⼤学・

研究所発ベンチャー、さらには中⼩企業の第⼆創業の事業プラン、⼤学・研究機関との共同研究を通
じた事業プランまで、幅広くさまざまな分野から募集を⾏っている点が特徴であり、その結果、優良な⽀援
候補先との接点になっている。
近年、⼤学や研究機関との連携を強化しており、助成先に対し、技術⾯の⽀援や競争資⾦獲得機

会の提供など、スピード感があり実効性の⾼い⽀援を⼀気通貫で実施する体制を構築している。具体
的には、エコシステムの形成を⽬指した「イノベーション推進協議会」を⽴ち上げ、⼤学、研究機関、中央
省庁、⾃治体、商⼯会議所、政策⾦融機関や⼤企業に参加してもらっている。
また、助成先がベンチャーキャピタルや官⺠ファンドから出資を受ける等、創業期と成⻑期をつなぐ資⾦

が増えたため、助成後にスピード感を持って成⻑する事例が認められる。
（株）ポラリスへの資⾦的⽀援は、もともと創業期の助成を機に取引が開始し、その後事業が成⻑し

て、池⽥泉州キャピタル（株）による出資につながった。

１ 地⽅に根差す⾦融機関としての社会的成果のとらえ⽅
当⾏は地⽅銀⾏として、地域の⾼齢化や⼈⼝減少が進む中、創業を⽀援する形で地元の企業を増や

し、雇⽤を創出し、そこで⽣活する⼈を集める取組を通じて、地域の活性化を⽀援していきたいと考えてい
る。地域の創業⽀援は地⽅銀⾏の重要な役割である。
今後も引き続き、助成⾦、出資、融資とさまざまな資⾦⽀援メニューを通じて、地域の活性化を⽀援して

いく。

２

創業⽀援としてのファンドのあり⽅
ベンチャー企業と⼤企業のオープンイノベーションは、ベンチャー企業に対して、ハードルの⾼い無理難題を

要求するという⼤企業のスタンスが、オープンイノベーションの進展を阻害する要因の1つであると考えられる。
当⾏は、より多くのベンチャー企業が通常単独では接点を持つことが難しい⼤企業と、幅広い意⾒交換を
含め、協業の可能性を探るきっかけとなれるように取り組んでいる。

３

 設 ⽴ 1951年9⽉
 所在地 ⼤阪府⼤阪市【⽀援の出し⼿】 株式会社 池⽥泉州銀⾏（つづき）



■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

36

図表出典︓http://kibowproject.jp/

 設 ⽴ 2012年2⽉
 所在地 東京都千代⽥区【⽀援の出し⼿】 ⼀般財団法⼈ KIBOW

⽀援の概要

・東⽇本⼤震災の3⽇後に始動した救援・復興⽀援プロジェクト「Project KIBOW」（「希望」と「Rainbow」から命名）をきっかけに、⻑期的に被災地を
⽀援していきたいという思いから、2012年2⽉に⼀般財団法⼈化。
・① 「場」の提供（イベント）② 寄附 ③ 社会的インパクト投資の3つを軸に活動を展開している。
・「KIBOW社会投資ファンド２号」は、2018年4⽉、任意組合によるファンド総額5億円で設⽴したインパクト投資ファンド。
・社会課題の解決に寄与する起業家に投資し、ベンチャーキャピタルほどの⾼い経済的リターンは期待しないものの、急激に規模化し、社会に⼤きなインパクト
を与えることを期待する。
・具体的には、地⽅創⽣（震災被災地含む。）、医療・介護・⾼齢者、育児・⼦育て⽀援、ソーシャル・インクルージョン（社会の構成員として包み⽀え合う
こと）、貧困問題、海外⽀援・協⼒（国内団体に限定。ファンド総額の10％まで。） などを対象にしている。

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1,000万円から1億円の範囲で出資

資⾦源 （⼀財）KIBOWメンバー、
（株）グロービス、グロービス経営⼤学院からの拠出（⺠間出資） 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 成⻑期

出資

件数 1件 4件 2件
期間 最⻑20年

対象地域 全国
⾦額 500万円 4,200万円

（うち対ポラリス2,000万円）
9,000万円

（うち対ポラリス5,000万円）対象分野 限定していない

選定基準

・「Yモデル」（次⾴参照）に基づき、社会が変わり、財務リターンが社会的成果にもつながることが前提である。「Yモデル」の「Social Value」（社会的価値）と「Profitability」（収益
性）の間を点線の⽮印でつないでいるのは、財務リターンをもたらす収益性と社会の変化をもたらす社会的成果が相互に強め合う関係を意味している。
・以下の条件を満たす団体（企業）が投資対象となる。
・ ⼤きな社会課題に対して、取り組んでいること。
・ 事業を通じた課題解決を志向しており、収益モデルができている、またはできうること。
・ 出資（株式投資）が可能な法⼈形態を取っていること。
・ 事業を規模化する⼒のある経営者が存在すること。

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

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ -

※下表の年度別実績のうち、2017年度は1号ファンドの実績である。
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⽀援の出し⼿の声

社会的成果のとらえ⽅
社会が構造的に変わるところまで実現して、初めて究極の社会的成果と⾔える。例えば、出資先の社会

的事業者が障碍者を雇⽤しているが、今のところ数⼗名単位のインパクトである。それが最終ゴールではな
く、社会的事業者による障碍者福祉と介護を融合させたモデルが全国に広がって初めて社会が変わったと
⾔える。
⼀⽅で成果をコツコツ測定しなくてはならないことがあり、さまざまな⽅法を取っている。例えば、（株）ポラ

リスは⾃⽴⽀援介護施設を運営しているため、要介護度改善率を成果指標（アウトカムインディケー
ター）として設定して四半期ごとに測定している。リハビリの効果が上がり要介護度の改善率が全国平均に
⽐べて⾼いこと、要介護度を下げた結果、3年間で12億9,000円の社会保障費削減効果がある点に着
⽬した。
まだできていない成果評価は、受益者が幸せになったかを数年間に1回でも調べることである。

４

①Systemic Social Change︓社会課題解決に向けて社会システム全体が変わるか
②Our Financial Return︓投資に対する財務リターンが得られるか

上記の前提として
③事業のScalability（拡張可能なビジネスモデルか、適応できる能⼒やその度合があるか）も評価
④また、それを⽀えるスキルやコンピテンシーを持つ経営チームか 等

５

成⻑を⽀援するための1件あたりの⾦額
（株）ポラリスに対しては2017年に2,000万円、2018年に5,000万円、2度に分けて出資した。1件

あたりの投資⾦額については、以下の3点を考慮に⼊れて決定した。
①（株）ポラリスを成⻑させるために有意義な⾦額であること
②経営者の持分を過度に希薄化させないこと
③KIBOW社会投資ファンド全体（5億円）のポートフォリオ戦略上、1社あたりの投資額（すなわちリス

ク資産）が過⼤にならないこと
2018年度における（株）ポラリスに対する出資額の増加の背景として、2017年から2018年にかけて

（株）ポラリスの収益性が⼤きく向上し、企業価値が⾼まったことから、2018年には総額4.5億円の資⾦
調達が可能になったということが挙げられる。

６

 設 ⽴ 2012年2⽉
 所在地 東京都千代⽥区【⽀援の出し⼿】 ⼀般財団法⼈ KIBOW （つづき）

財務リターンと社会的成果の両⽴
社会が変わること、投資して財務リターンがあることの両⽅を重視し、⼆律背反の関係にならない社会

的事業を選んで出資する。例えば、障碍者を雇⽤していることを評価してくれるケアマネージャーが新しい
⾼齢者を紹介してくれるなど、社会的成果が財務リターンにつながるし、儲かれば儲かるほど⾼齢者を雇
⽤することもできるので、経済的な成⻑が社会的成果を⾼める。すなわち財務リターンと社会的成果が相
互に強め合う「Yモデル」（右図参照）の関係が成⽴することが必要である。
ファンドの財務の⽬標は投資先が7年から10年かけて数億円単位の利益が毎年出てきて、キャピタルゲ

インを得て保有株式を売却できる⽔準を想定しており、株式公開だけを前提にしているわけではない。
出資契約において、議決権を持っており、出⼝については7年から10年の間当財団に持分を譲渡する

よう協⼒する義務を⼊れている。特別条項として、相互に確認したミッションは最優先で⾏うという条項を
取り⼊れている。

① ②

③

④


