
⼦育て⽀援分野で事業展開を図る社会的事業に対するインパクト投資
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2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年

ママスクエア直営１号店
「ララガーデン川⼝店」オープン

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 ママスクエア
 資⾦的⽀援︓新⽣企業投資 株式会社
 ⾮資⾦的⽀援︓新⽣企業投資 株式会社

法⼈設⽴

京王電鉄との共同事業
「京王聖蹟桜ヶ丘SC店」オープン

⾏政連携事業︓
奈良県「葛城店」オープン

託児受託事業︓
モバイルワークオフィス「ZXY品川」オープン
MEGAドン・キホーテ内
「ドンキッズ⼋千代店」オープン

総務省「ICT地域活性化⼤賞」
奨励賞（葛城店）

FC事業︓
上尾ショーサンプラザ店
ほか2拠点オープン

事業所内託児受託事業︓
託児受託事業所グループ「コトフィス」
2箇所オープン

2019年1⽉現在、
42拠点を運営
直営 23箇所
FC 3拠点
託児受託事業16か所神⼾市との⾏政連携

横浜市との⾏政連携協定
締結
※ほか、柏原市、藤枝市とも連携

物流モデル︓⼤和ハウス⼯業
流⼭物流センター内「ながれやま
mori」オープン

・出資 1,600万円
（エンジェル投資家）
・店舗の⽴ち上げに使⽤

・貸付 1億円
（政府系⾦融機関）

・出資 3億5,000万円
（スタートアップを⽀援
するファンド）

・出資 2億8,000万円
（このうち、新⽣企業投資（株）
からの出資額は⾮開⽰）

・出資 4億5,500万円
（CVCなど）

・貸付
（都市銀⾏）

・資本政策の基本戦略の⽴案
・資⾦調達⽬的の明確化
・投資家の紹介、投資家への開⽰体制の整備⽀援等
（エンジェル投資家、ベンチャーキャピタル等）

・新たに株主となる企業の紹介
・経営陣との⾯談、売上の成⻑・戦略的
提携の⽀援
・パブリシティの向上⽀援

【スキーム】

CVC︓企業内ベンチャーキャピタル

など

FC︓フランチャイズ

・この期間の資⾦使途は、いずれも店舗展開のための⼈材採⽤、⼈材育成費⽤

（株）ママスクエア

⽇本インパクト投資1号
投資事業有限責任組合

（株）新⽣銀⾏ 新⽣企業投資（株）

出資出資

⼦育てをする⺟親

出資 財務面に関する支援等

事例
７



解決したい社会課題
• ⺟親が、時間や場所の制限もあり、働きたいのに希望にあった働き⽅ができずにいること。（⽇本に156万⼈以上（※））
（※）当社調べ

社会的事業の概要

• （株）ママスクエアは、ワーキングスペースとキッズスペースが⼀体になった施設「mama square」（※）を運営。 施設の展開を通じて、⼦
育てをする⺟親の雇⽤と社会参加を実現し、⺟親が安⼼して⼦どものそばで働くことができる環境を作る。2019年２⽉現在、直営23施設
を展開。

（※）⺟親が⼦どもを連れて出勤し、ワーキングスペースで働く間、そこからガラス越しに⾒えるキッズスペースで有資格者等の専任キッズ
スタッフが⼦どもの⾯倒を⾒る。⺟親が仕事している時間も⼦どもが楽しく過すことができるように遊びを⽀援する。
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【⽬標、成果】
 ワークスタッフとキッズスタッフの採⽤⼈数

⺟親が、仕事と⼦育ての両⽴のため、保育園か幼稚園かの選択肢にママスクエアも候補として選択できるようになり、働きた
くても働けない全国約156万⼈の雇⽤環境を実現することが最終的な⽬標。そのため、ハード整備⾯、運営⾯のノウハウを
公開し、新規参⼊を促進。

【重要と考える⽬標、成果指標】
ワークスタッフとキッズスタッフの採⽤⼈数（実績）︓
2016年度 349⼈
2017年度 594⼈
2018年度 759⼈

図表出典︓https://mamasquare.co.jp/

 設 ⽴ 2014年12⽉
 所在地 東京都港区
 ステージ 成⻑期

【⽀援の受け⼿】 株式会社 ママスクエア

社会的事業者の声

社会課題の解決とビジネスとを両⽴するモデルを構築
準備期、創業期は、エンジェル投資家からの資⾦的⽀援が⼤きかった。それを実現できたのは、代表者の

リクルート社勤務時に培った⼈脈にある。良いエンジェル投資家と出会うには⼈脈が不可⽋であり、名刺交
換会だけで築くことができるものではない。
また、創業期以降は、企業内ベンチャーキャピタル（CVC）を中⼼とする資⾦的⽀援が拡⼤した。「ママ

スクエア」のモデルが社会課題の解決とビジネスを両⽴させ、事業に成⻑性が⾒込まれると投資家に判断さ
れたからであると考えている。当社にとっては、CVCの資⾦が⼊っていることによる営業上の効果もあった。

１ ３

２ 新⽣企業投資からの資⾦調達
当社は2017年１⽉に、新⽣企業投資「⼦育て⽀援ファンド」の第１号案件として出資を受けた。他の

資⾦⽀援も含めて、⼤規模な資⾦調達ができたことにより、累損を抱えていた直営⽅式から、託児受託
事業（アウトソーシング受託事業）やFC（フランチャイズ）事業による店舗展開を⼀気に進めることがで
きた。

独⾃の出店戦略、調達資⾦は⼈材確保に活⽤
当初は直営店の展開に始まり、現在は、託児受託事業（アウトソーシング受託事業）や事業所内保育

事業、FC事業など、事業展開も多様化し、収益拡⼤と成⻑を続けている。創業以来、店舗展開には設
備、内装に対して⾃⼰資⾦を投じない（出店先が負担する）という⼀貫した戦略が背景にあり、それを基
本としながら、出店先のニーズに応じて多様化・多⾓化を進めている。このように、資⾦は設備に投じるので
はなく、トップ営業を雇⽤するなど優秀な⼈材の確保に活⽤して、規模拡⼤を実現した。

4 出資を受ける側として感じる課題
投資家からは事業の社会性、経営理念、相乗効果を期待されていると考えているが、昨今では投資家

にリスク回避的な考えが垣間⾒られることがある。デューデリジェンス（事業精査）の⼯数が負担となること
もあり、代表者がその対応に時間を割くため経営のスピードが鈍化することは課題であると感じている。
他⽅で、ベンチャーキャピタルに関しては投資契約書の分かりにくさを感じることがある。多くの契約書は、

返還条件が多く、株式公開するか返還するかしかないように⾒えてしまう。また、個別の投資契約書間で契
約内容に⽭盾が⽣じることもあるため、株主間協定を⾏う必要も⽣じる。投資家の中には、事業経営の経
験がなく教科書的な質問に終始することもある。現場のことを知り、事業の夢に対する共感や社会的な価
値や成⻑性などを⾒極めてほしいと考えている。



■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
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 設 ⽴ 2012年11⽉
 所在地 東京都中央区【⽀援の出し⼿】 新⽣企業投資 株式会社

⽀援の概要
• 新⽣企業投資（株）は、（株）新⽣銀⾏の100％⼦会社である投資会社として設⽴。ベンチャー投資、バイアウト投資、インパクト
投資を実施する。

• インパクト投資の分野では、⽇本インパクト投資1号投資事業有限責任組合（⼦育て⽀援ファンド）を運営しており、「少⼦化」「⼈
⼝減少」といった社会的な課題に焦点を当て、社会的インパクトにつながる「⼦育て関連事業」に資⾦提供と経営⽀援を⾏い、事業者
の成⻑を⽀援している。

• ファンド総額は５億円（（株）新⽣銀⾏が有限責任組合員（LP）、新⽣企業投資（株）が無限責任組合員（GP））
• 保育や学童、教育、家庭⽀援、育児と介護の両⽴⽀援、⼥性活躍⽀援などのワークライフバランスに関する⼦育て関連の創業期から
成⻑期の株式会社を投資対象とする。

• 2019年3⽉末時点で6件出資し、ファンドの投資組⼊は終了。現在は、新⽣銀⾏以外の外部の投資家を募る新たなファンドの組成
中で、「⼦育て関連事業」に「介護関連事業」を投資対象として加え、さらなる発掘、育成に取り組んでいる。

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件あたりの平均投資額︓7,000万円程度

資⾦源 （株）新⽣銀⾏と新⽣企業投資（株）の⾃⼰資本 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 3件 2件
期間（投資期間） ３年から５年

対象地域 関東
⾦額 6,000万円 1億9,000万円 1億8,000万円

対象分野 ⼦育て関連事業

選定基準

• プライベートエクイティ（未公開株式）投資としての適切なリスク・リターンのバランスを有し、内部収益率15％から25％を⽬標とするミドルリスク・ミドルリターンを期待できること。
• 財務リターンと社会的リターンが両⽴していること。
• 保育、学童、教育、家庭⽀援、育児と介護の両⽴を⽀援するダブルケア、⼥性活躍⽀援、ワークライフバランスなど「⼦育て関連事業」であること。
• 新⽣企業投資のノウハウを活⽤したハンズオン⽀援を提供できること。
• 従来のベンチャー投資のデューデリジェンス（事業精査）の項⽬に加え、出資先の経営陣が事業を通して社会的インパクトを創出する意図を有していること、社会的インパクト評価指標

（KPI）による評価を実施すること。
• 投資後に、ロジック・モデルの⼿法で出資先とともに社会的インパクトを整理・可視化し、評価を実施すること（たたき台となるロジック・モデルを作るのは当社だが、出資先と継続的に協働

し測定するため、出資先が社会的インパクト評価の意義に共感できることが重要）。

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

● ● ● ● - - ● ● -

図表出典︓ http://www.shinsei-ci.com/index.html

※下表の年度別実績は、当社の出資の総額である。なお個別企業に対する出資の⾦額は⾮公開である。



■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
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⽀援の出し⼿の声

SDGsとインパクト投資の関係
⼦育て⽀援ファンドとSDGs との関係では、「持続可能な開発⽬標（SDGs）実施指針」（2016年12

⽉ 政府SDGs推進本部決定）で掲げられている8つの優先課題のうち、1つ⽬の「あらゆる⼈々の活躍の
推進」に対応している。本ファンドは「働く⼈」を中⼼に据えており、⼦育てや介護等のライフイベントを経てもな
お働き続けられる仕組作りを提供するライフソリューションファンドとしての位置づけである。
⼦育て⽀援ファンドでは、取組課題を⼦育て関連事業に焦点を当てたが、現在組成中の新しいファンドで

は介護関連事業等も追加し、「あらゆる⼈々の活躍の推進」の具体的な内容として掲げられている「働き⽅
改⾰の着実な実施」、「⼥性の活躍推進」、「ダイバーシティ・バリアフリーの推進」、「次世代の教育振興」への
対応を含め、SDGsに関連づけている。

４
社会的インパクト評価の活⽤による投資家の呼び込みの可能性
⼦育て⽀援ファンドでは、ロジック・モデルからアウトプットとアウトカムを設定している。ママスクエアに関して

は、直接のアウトプットは店舗スタッフの採⽤数（⼦育て⼥性の社会復帰数）、アウトカムは利害関係
者ごとに異なるが、⾃⼰実現の満⾜度合等の定性的な社会的インパクトもアンケートなどにより調査して
いる。
社会的インパクト評価は、⾒えにくい社会的インパクトを可視化するとともに、評価結果を⾃社の営業

ツールとしてアピールしたり、⾃社の社員のモチベーションを⾼めたりすることに活⽤できる。
また、出資先の成⻑を⽀援し株式公開する場合は、より⾼い時価総額として株価に反映される可能

性もあるため、今後、社会的インパクト評価と株価とを関連づける具体的な成功事例を⽣み出していくこ
とで、より多くの社会ベンチャー起業家の出現やこれらへの資⾦流⼊といった効果をもたらす可能性がある。
本ファンドの投資対象には、経営者が⾃⾝の⼦育ての問題を解決するため、「リアル×テクノロジー（技

術）」という掛け算で新たなニーズに即応した持続可能なサービスを提供している事例が多く、投資による
財務リターンと社会的インパクトとの相関が⾼くなる傾向がある。こうした企業に投資しているインパクト投
資ファンドであれば、資産運⽤会社のように⽐較的⼤きな投資額で運⽤益を追求するタイプの投資家で
あってもインパクト投資ファンドへのLP出資に取組みやすくなる。経済性の実現と社会性の実現がトレード
オフでないことを⼗分に説明することで、投資家の裾野を広げ、さらなる資⾦循環を期待できる。

2

１

新たなファンドではファンド全体の社会的インパクト創出を⽬指す
新たなファンドでは、⼦育て⽀援ファンドで実施していた個々の出資の社会的インパクトに加え、ファンド全体

としての社会的インパクト創出を可視化する予定である。ファンドが有する社会課題に対する意識を踏まえ、
ファンドが中⼼に据える「働く⼈」へのソリューションを提供できているのかという視点から、今後、社会的インパク
トレポート等で⽰していきたいと考えている。

5

成⻑ステージや会社の属性に応じた資⾦提供⽅法
成⻑ステージと会社の属性に応じて資⾦提供⽅法がそれぞれ異なるため、⼦育て⽀援ファンドの出資対象

外の会社に対しては、他の出資や貸付による資⾦提供者を紹介することも積極的に⾏っている。
株式出資という出資形態は、回収において貸付より劣後するが、事業の成⻑度合で企業価値と連動した

財務リターンを得られるため、投資家の出資先への関与度合が相対的に⾼いと考えている。経営陣にも同様
の理解があり、⽉次などで定期的に株主へ事業や財務状況を報告したり、出資割合が⾼い投資家などには
取締役会へのオブザーバー指名権を付与するなどの対応を⾏う企業が多い。出資者はリスクも含めより多くの
情報を適時に⼊⼿できることから、出資先への関与度合を⾼めるという意味では有効である。

３⼦育て⽀援ファンドにおける⾮資⾦的⽀援
出資後は、出資先の状況に応じた経営⽀援を⾏っている。原則⽉１回以上経営陣との⾯談を⾏い、

適時に経営課題や新規事業の機会を把握し、経営陣とともに対策を練り助⾔を⾏う。また新⽣銀⾏グ
ループの営業リソースを活⽤することで、ベンチャー企業として接点の持ちにくい⼤企業を紹介するなど、売
上の成⻑・戦略的提携を⽀援する。
また、出資先のパブリシティの向上⽀援も積極的に⾏う。例えば、出資先のママスクエアについては、当

社の紹介で、⽇本経済新聞の「ポスト平成の未来学」欄に写真つきで記事が掲載され、この広告換算
値は2千万円を超えると試算されている。
⾮資⾦的⽀援は⼿間暇がかかるものの、出資先経営陣との密なコミュニケーションが出資先のリスクの

早期把握・対処にもつながることから、投資リスクをコントロールし軽減する⼿法としても機能している。

 設 ⽴ 2012年11⽉
 所在地 東京都中央区【⽀援の出し⼿】 新⽣企業投資 株式会社（つづき）


