


は じ め に

金融機関の貸出態度の硬化等により、中小企業の資金調達は非常に困難な状況に

ありますが、一方で、これまで大企業だけのものと思われてきた資金調達手段を用

いることも可能な環境となりつつあり、意欲のある中小企業なら、このピンチをチ

ャンスに変えることができるような仕組みも整い始めてきました。

そこで本会では、新たな事業展開を望まれていながら、資金面の制約により、最

初の一歩を踏みだせずにいる中小企業の方々のために、この「中小企業のための直

接金融による資金調達マニュアル」を刊行することとしました。

本マニュアルでは、これまで中小企業の方々に馴染みの薄かった、銀行等の金融機

関を通さない「直接金融」、とりわけ、縁故者に対し社債を直接販売する「少人数私

募債」を中心に、さまざまな資金調達の手段を紹介しています。

本マニュアルが、中小企業の方々の資金調達に関し、多少なりともお役に立てば、

幸甚に存じます。

最後に、本マニュアルの執筆にご協力いただいた、中小企業診断士の松本寿吉郎

先生・石崎信明先生に対し、厚く御礼申し上げます。

平成16年9月

全国商工会連合会
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第 1 章

直接金融について
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1．資金調達の環境
従来、日本の企業は売上げを伸ばし、利益をあげていれば、金融機関が資金の

面倒をみてくれました。また、売上げが伸び悩んでいても、担保を所有していれ

ば銀行がお金を貸してくれたので、経営者は資金調達の心配をすることはありま

せんでした。

ところが日本の企業の成長を資金面から支えてきた金融機関が、バブル崩壊に

よる不良資産の増加により経営が圧迫され、これまでのような資金提供ができな

くなりました。さらに、「BIS規制」「不良債権処理に伴う引当金」などでの銀行等

の自己資本比率規制により、比較的健全な金融機関でも貸出しが思うようにでき

なくなってきています。金融機関は自社の生き残りのため、なりふりかまわぬ状

況になっており、中小企業に対する「貸し渋り」が大きな社会問題となっていま

す。

特に、物的担保が不足しがちで、売上げが低迷している中小企業は、金融機関

からの資金調達が困難になっています。これからは資金調達を金融機関に頼って

会社を運営していくという従来のやり方では生き残っていくことが難しくなって

きており、独自に資金調達をすることも必要となってきています。

2．直接金融とは？
直接金融とは、「お金を借りたい人」と「お金を貸したい人」の間に、第三者が

存在しない取引きのことです。代表的な取引きは証券取引です。

証券取引は投資家の資金が直接、企業などに流れる仕組みです。証券取引の方

法としては、企業が事業を行うために必要な資金を、株式や債券（社債）を発行

して投資家に買ってもらう方法です。

株式や債券にしても、どの企業に投資するかを投資家自身が選択し、購入した

資金がこれらの企業に直接流されているので直接金融といいます。

日本では金融全体に占める間接金融の割合の方が直接金融より高い状況にあり

ます。

一方、間接金融の場合、金融機関は預金者に利息を付けて資金を返すことにな

ります。日本経済が順調だったころは、企業倒産も少なく、企業に貸付を行って

いる金融機関の経営に支障は生じませんでしたが、現在は企業倒産が深刻化し、

それによって企業に対して貸付を行う役を一手に担っている金融機関の打撃が大

きくなっています。

そこで最近では、多くの投資家が参加する証券市場を通じて、投資家に成長力

のある企業の株式や債券に投資してもらい、その企業を育てていくとともに、日
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本経済の活力を取り戻そうとしています。このように投資への流れを加速するた

めに重要な役割を担っているのが直接金融です。

3．直接金融の種類
ここで、資金調達の方法をまとめると、図表2のとおりになります。調達の形態

としては、「外部金融」と「内部金融」に大きく区分されます。

また、外部金融は「短期」と「長期」に区分されます。「社債」の発行は証券金

融のひとつとして位置づけられ、資本市場から直接に調達する「直接金融」に当

たります。

なお、社債とは、借入金と同じく社外からの資金調達のひとつです。株式会社

にのみ発行が認められています。株式と違う点は、一定期間後の満期日に元本の

返済があり、また利息が支払われることです。社債の種類や区分については、下

記に示すとおりです。

直接金融の流れ（例．証券市場：実線）�

間接金融の流れ（点線）�

BANK

金融機関�

貸出金利�

貸出�

資金の借り手�

株式・証券など�

証券投資�企業など� 個人など�

資金の貸し手�

預金金利�

預金�

図表1　間接金融と直接金融�
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社債について（詳細につきましては、第2章をご参考ください）

＜社債の種類＞

代表的な社債につきましては、以下の3つがあげられます。

（1）普通社債

（2）転換社債

（3）新株予約権付社債

＜社債の区分＞

社債は募集する対象及び発行の方法によって、次のとおり公募債、私募社債

（プロ私募債）、少人数私募債の3つに区分されます。

（1）公募債

（2）私募社債（プロ私募債）

（3）少人数私募債

3

図表２　資金調達の方法�

掛仕入（買掛金）�

手形振出（支払手形）�

金融機関からの借入れ�

（手形割引、手形借入、�

当座借越、証書借入）�

ＣＰ発行�

社債発行（普通社債、転換�

社債、新株予約権付社債）�

新株発行�

利益留保（利益準備金、任意�

積立金、繰越利益） 

減価償却費�

企業間信用�

借入金融�

証券金融�

自己金融�

形態� 調達手段� 調達方法� 調達市場 � 調達コスト�

間接金融� 金融市場�

直接金融� 資本市場�

なし�

利子�

割引料�

利子�

利子�

社債発行費�

配当�

新株発行費�

「期待収益率」と�

いう資本コスト�

外
　
部
　
金
　
融�

短

期

金

融

�

長

期

金

融

�

内部�

金融�
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4．直接金融のメリット・デメリット

（1）直接金融のメリット

①　自己資本の充実

株式の発行や転換社債の株式への転換により、返済義務のない資本として

財務的基盤を固めることができます。

②　資金調達方法の拡大

金融機関の借入れだけに頼ることなく、社債発行などいろいろな方法によ

って資金調達することが可能です。間接金融の場合は約定どおりの利息支払

と返済が必ず伴いますが、直接金融では必ずしもその義務が発生するとは限

りません。

また、調達コスト(株式の場合は配当金、社債の場合は利息)も間接金融に比

べて自由に設定することができます。さらに、一般的に直接金融では無担

保・無保証で調達するケースが多く見受けられます。

あまり多くの担保を提供することができない中小企業にとって有効な手段

となります。

③　財務内容の開示による経営体質の強化

間接金融の場合でも、金融機関から決算書類や法人所得申告書または使途

についての事業計画書の提出が求められます。

直接金融においては、一般的に無担保・無保証での調達となることや、い

わゆる投資であることから、財務内容の開示が強く要求されることが多くあ

ります。その結果、公開企業ほどではないですが、企業の内部事情がオープ

ンになり、経営体質の改善と強化が求められます。このことはある意味では、

同族色の強い企業体質から本来の企業へと移行するよい機会となります。

④　信用力の向上

一般的に株式や社債を発行することのできる企業は、対外的な信用がある

と考えられ、企業のイメージアップにつながります。

（2）直接金融のデメリット

株式の発行や転換社債の株式への転換によって株主構成の変動を起こすこと

になります。
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株主割当ではこのシェアの変動はありませんが、第三者割当では株主構成、つ

まり経営権に影響をおよぼすことになります。

なお、普通社債の発行では経営権に影響はでません。

5．直接金融の留意点
直接金融は資金調達の原点ですが、我が国においては十分に浸透していません。

しかし、今後は金融機関の再編成・戦略の変更等により、金融機関を媒体とする

間接金融から、広く投資家から資金を調達する直接金融への移行が進むと考えら

れます。そのような状況から、中小企業は身近な顔の見えるネットワークから資

金調達を考える時期に入ったといえるでしょう。

中小企業白書にも書かれているように、顔の見えるネットワークとは、親族・

知人・友人・取引先・顧客等を指し、金融機関とは違う評価を基に資金の出し手

になりえると考えます。

顔の見えるネットワークの多くは、自分が投資した資金が有効に活用されてい

ることに喜びを感じる人たちです。日本人の気質から考えると、相当な数の人た

ちが存在すると考えられます。反面、顔の見えるネットワークの中にも経済合理

性を基に投資を判断し、資産形成のひとつの手段として捉える人たちが多く存在

すると思います。

投資家に投資した資金が有効に活用される喜びを感じてもらい、高いリターン

への期待に応え、安心して継続的に資金運用を行ってもらうためには、中小企業

者が直接金融を利用する際に留意しなければならないことが多々あります。ここ

では、中小企業者が社債や新株発行等の直接金融を活用する際の留意点を説明し

ていきます。

（1）留意すべき基本事項

社債発行や新株発行などの直接金融の活用は大企業だけの話ととらえ、中小

企業には難しいと考える中小企業の経営者が多いようです。しかし、基本さえ

押さえていれば問題はありません。1度発行の経験を得ることで、2度目以降は

同じことの繰り返しであり、特に専門家の支援がなくても発行できるようにな

ります。不安であれば、最初の発行時に専門家やコンサルタントの指導を仰げ

ばよいのです。

直接金融をする上で最も注意しなければならないのが、商法・証券取引法等

の法律に抵触していないかということで、法令に違反していないか何度も確認

する必要があります。その他、留意すべき基本事項を以下に整理します。

5
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①　投資家との信頼関係の維持

中小企業にとっての直接金融による資金調達の成功の鍵は、なんといって

も投資家との信頼関係を崩さないことです。中小企業の直接金融の引受人で

ある投資家は縁故者であるケースが多いと考えます。だからといって甘えは

許されません。

投資家が命の次に大切なお金を融通してくれるのは、経営者との信頼関係

があるからです。決算期ごとの財務諸表の説明は大前提ですが、暇を見つけ

ては投資家のところに訪問し、世間話的でもかまいませんので、経営状況を

説明することが望まれます。その中から新しいビジネスの発見や新規顧客の

紹介を得られる可能性もでてきます。引受人を資金調達のみの協力だけでな

く、マーケティング等の支援にも協力してもらえるような関係づくりを意識

するとよいでしょう。

投資家にとって、会社の業績が伸びて利益が継続的に確保できることこそ、

投資した資金を確実に回収できることになりますし、リターンも大きくなり

ます。また、投資家は自分が投資したお金が有効に使われ、目に見えて成長

する会社の姿を確認できれば、この上ない喜びを感じるでしょう。上場企業

への投資では味わえないものが、中小企業の直接金融には存在します。

経営は良いことばかりではありません。不測の事態が発生し、事業計画ど

おりにことが運ばなくなり、社債償還や株式公開計画も狂うこともあります。

常に投資家との人間関係を重視し、日頃から経営状況を報告していれば、リ

スケジューリング（償還期限の変更）や追加投資、継続的支援など協力を得

られる可能性も高くなります。

投資家が社債や株式を購入するということは、資金運用を任せたというこ

とです。つまり、権限委譲を受けたことになります。だからこそ謙虚な姿勢

で、適宜状況を説明・報告することが経営者の義務であると認識すべきでし

ょう。それが良好な人間関係づくりにつながります。

②　投資家の審査の徹底

優良な中小企業の発行する社債や株式には引受人が予定より集まる可能性

があります。予定以上に集まった場合には、次回の募集に回ってもらえるよ

う丁重にお断りしなければなりません。些細なことで会社の信用を落とさな

いようにしてください。

投資家募集の話が広まると、顔の見えない方や非協力的な者が応募してく

る可能性があります。予定金額まで資金を調達できる見通しがたたない場合
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ですと、無理をしてそのような人たちの応募を受けてしまうことがあります。

資金調達ありきが後々のトラブルの元となりますので、顔の見えない方や非

協力的な者が現れた場合も丁重に断るべきだと思います。

中小企業の直接金融は、顔の見えるネットワークを前提としてください。

顔の見えるネットワークを前提としているからこそ、商法や証券取引法の規

制が緩くなっていると認識すべきです。規制はトラブルを未然に防ぐために

設けられています。中小企業の直接金融は縁故者を対象とすることから、ト

ラブルが少ないという前提に立って、法律の枠から取り除かれていると考え

てください。

社債や株式には、法的な「引受人適格基準」が設けられていませんので、

自社独自の「引受人適格基準」を設定し、申込者の選定を行う必要がありま

す。図表3が「引受人適格基準」の例です。これを参考に社内で協議の上、そ

の基準を決定し、募集の際に説明するようにするとよいでしょう。「決めたか

らには、例外を許さない」という厳格な姿勢が顔の見える真の投資家から評

価を得ることになります。

真に投資先の会社を応援しようとする引受人は見知らぬ引受人が存在する

ことを嫌がります。社債であれば社債権者集会、株式であれば株主総会がス

ムーズに召集・採決されることを望むからです。顔の見えない方や非協力的

な者が社債権者集会や株主総会に出席するようであれば、当然混乱すること

が目に見えています。

③　債券や株券の自己管理の徹底　

中小企業の直接金融は、社債管理会社の設置や官公庁への届出を不要とし

ていますので、発行会社自身が的確な債券・株券の管理を行ってください。

管理の中心は、社債台帳（商法上の名称は社債原簿）・株主台帳を作成し、

7

図表３　「引受人適格基準（例）」�

①　経営者およびその親族�

②　既存株主およびその親族�

③　従業員およびその親族�

④　取引先およびその経営者�

⑤　経営者の友人・知人�

⑥　自社の顧問（税理士、弁護士、中小企業診断士など）�

⑦　その他、経営者が信頼できる人�
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それをベースに利払いや配当、満期償還、臨時の償還、買入消却などに対応

していくことです。

それぞれの台帳に基づいて的確な経理処理、社債利子の源泉徴収事務、債

券・株券・利札を喪失した場合の処理などのルールを決めておく必要があり

ます。社債・株主台帳や経理規定、人員体制について的確な自己管理を徹底

することが投資家からの信頼を厚くします。むしろ、投資家にその管理体制

を開示して、マネジメントがしっかりしていることをアピールするとよいで

しょう。

④　資金使途の明確化

「どうして資金を集めるのか？」という明確な資金使途をしっかり伝えるこ

とが投資家への説得材料となります。将来の資金不足の備えという曖昧な資

金使途では、投資家の納得は得られないでしょう。投資家としては、利息や

配当、値上り益等の投資に対する対価だけでなく、投資した資金がどのよう

な活躍をした結果、その会社が成長したのかを見たいのです。そこには夢と

いう絵が求められています。

当然、事業計画（ビジネスプラン）の中に明記することになりますが、日

頃から経営者として、投資家に事業の夢を語ることが大切です。その夢を達

成するために不可欠な手段として、投資家の資金を利用させてもらって、夢

につながるその事業に使いたい、ということを強く伝える必要があります。

具体的には、設備資金、新規店舗出店、新規事業開発、研究開発などです。

運転資金は基本的に短期の資金調達で賄うものなので、投資家から賛同を得

ることは難しいかもしれません。ただし、最近の金融情勢を鑑み、貸し渋

り・貸しはがし対策として共感を得られる可能性はあります。事例としても

存在します。

基本的に顔の見えるネットワークである縁故者からの資金を間違いなく、

大事に使わせていただくという謙虚な姿勢が重要です。その資金が設備なり

新規店舗として運用され、その成長を目に見えた形で示すことがプロの経営

者の役割です。

的確な�

自己管理の徹底�

投資家から�

確かな信頼！�
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⑤　事業計画（ビジネスプラン）の作成

社債や株式を発行するにあたって、資金使途を盛り込み、将来の事業の羅

針盤となる事業計画（ビジネスプラン）を投資家に提示しなければ、どの投

資家も簡単に資金を出してくれません。説得力のある内容と共感を得る説明

力が必要となります。

事業計画は、基本的に現状分析から始まり問題点の抽出、その解決手法と

しての戦略が中心となります。その具体的展開として、マーケティング、製

造、組織体制、人事、研究開発などがプラン（Plan）・ドゥー（Do）・シー

（See）のプロセスを経て、マネジメントされていく姿が見えなければなりま

せん。そして、最後に予想損益計算書、予想貸借対照表、予想キャッシュフ

ロー計算書として具体的数値として表現することが必要です。図表4（ビジネ

スプランフォーマット例）にこれらをまとめてありますので、確認してくだ

さい。また、この図表4を事業計画として使うことも可能です。

経営者として、会社の数年後のあるべき姿を示し、それに向かうために組

織をどのように動かすかがポイントとなります。事業計画の策定は、従業員

の意見も取り入れながら、経営者幹部を中心に十分な協議を繰り返し行うと

よいでしょう。経営幹部ひいては従業員の参画があってこそ、組織の一体感

が醸成され、事業計画の達成を確実なものとすることができます。いずれに

しても、会社と引受人が運命共同体となり得るためにも、事業計画を策定す

ることにより、経営の公明性、的確性を上げていかなければなりません。

9
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図表４　ビジネスプランフォーマット（例）�

経営理念・ビジョン�

創業の精神（社是・社訓等）�

経営理念１�
①存在意義�

②経営の姿勢�

③行動規範�

経営理念２�
①市場の対外的評価�

②事業運営の将来像�

③組織と人のあり方�

事業領域（ドメイン）�

対象顧客� 独自能力� 顧客ニーズ�

事業領域（ドメイン）�
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全社戦略�

事業環境分析� 現状と経営目標とのギャップ� 経営目標（マイルストーン）�
1．マクロ環境�

�

�

�

２．市場環境�

�

�

�

３．競争環境�

１．売上高�

�

�

�

�

２．グループ営業利益高�

�

�

�

�

�

�

�

３．財務構造・自己資本比率�

�

�

�

�

４．従業員数�

自社能力分析� 基本戦略�

総務・経理業務�

１．財務�

�

�

２．事業�

�

�

３．マネジメントシステム�

�

�

４．人事・人材�

A事業� B事業� C事業� 新規事業�
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機能別戦略�

商品・サービス戦略� 新規事業戦略� 情報システム� 人事・総務戦略�

マーケティング戦略�

基本戦略�
人材戦略�

財務戦略�

研究開発戦略�
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予測損益計算書�

Ｐ／Ｌ�
売上高�
売上原価�
売上総利益�
販管費�

（内、減価償却費）�
営業利益�
営業外収益�
営業外費用�
経常利益�
特別利益�
特別損失�

税引前当期純利益�
法人税等�
当期純利益�

B／Ｓ�
資産�
流動資産�
固定資産�
繰延資産�
合計�
�

負債・資本�
流動負債�
固定負債�
資本�
合計�

運転資金�
売上債権�
棚卸資産�
仕入債務�
運転資本�

運転資本増減�
�

現預金残高�
�

借入残高�
少人数私募債�
国民生活金融公庫�

�
�
合計�

借入金増減�

営業活動�
　営業利益�
　減価償却費�
　運転資本の増加�
　営業外収益�
　営業外費用�
　法人税支払�
　営業CF�
�
投資活動 �
　既存投資�
　新規投資�
　投資CF�
�
財務活動�
　新規借入�
　返済�
　財務CF�
�
　増減�
　期首現金預金�
　期末現金預金�

CFS 計画１期� 計画２期� 計画３期� 計画４期� 計画５期�
予想キャッシュフロー計算書� （単位/千円）�

予想運転資金・借入残高�

予想貸借対照表�

（単位/千円）�
平成14年3月期�平成15年3月期�平成16年3月期� 計画１期� 計画２期� 計画３期� 計画４期� 計画５期�

（単位/千円）�
平成14年3月期�平成15年3月期�平成16年3月期� 計画１期� 計画２期� 計画３期� 計画４期� 計画５期�

（単位/千円）�
平成14年3月期�平成15年3月期�平成16年3月期� 計画１期� 計画２期� 計画３期� 計画４期� 計画５期�
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⑥　積極的な情報開示

中小企業の直接金融には、公募債や公開株式のように財務諸表の開示は法

的に義務づけられていないので、厳密には投資家に情報開示（ディスクロー

ジャー）を行わなくても、法的責任を問われることはありません。確かに、

ここでいう投資家は、顔の見えるネットワークであり、身近な人たちですの

で、情報開示を行わなくても十分理解していただけるという考えもあります。

しかし、それは大きな誤りです。

中小企業だからこそ、安心していただくという意味で積極的に情報開示す

べきです。仮に顔の見えるネットワーク以外の一般の投資家ならば、とても

投資に応じてくれないような知名度のない中小企業であるという立場を再度

考えるべきです。経営者のことも、会社のこともよく知っているからこそ、

無理を承知で投資してくれたことに感謝すべきです。

決算終了後には、公募債や公開株式の場合と同様の財務諸表を持参し、説

明したほうがよいでしょう。財務諸表だけでなく、当該事業年度の事業計画、

組織図なども持参し、説明する積極的な姿勢が必要です。また、社債の場合

は利払いが、株式の場合は配当の支払いが、所定時期にやってきますので、

利息や配当を持参し、経営状況を説明するのもよいでしょう。

経営者は結果責任と説明責任が存在することを強く認識しなければ、投資

家との良好な人間関係を築くことはできません。

（2）事業計画作成ポイント

次は中小企業の直接金融に欠かせない事業計画の作成について解説していき

ます。事業計画はビジネスプランともいわれ、中小企業の直接金融においては

これが投資家にとっての判断の拠り所となります。投資家はこの事業計画をベ

ースに投資判断を行いますので、慎重に検討を重ねた上で作成すべきです。ポ

イントについて順次解説していきます。

①　事業計画の本質

事業計画はこれから始めようとする事業について、企業の進むべき方向・

あるべき姿・成長見込み・その到達方法などに関する基本的なアウトライン

を体系的にまとめたものです。会社を船に例えれば、事業計画は羅針盤です。

事業の方向性や必要としている経営能力を要約し、経営チームがどのように

して大海原を渡って夢を実現するのかを定める重要なものです。

経営者が事業計画を作成するにあたって考慮しなければならないポイント

は以下のとおりです。
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以上の10項目の質問に答えることができるように事業計画を作り上げてくだ

さい。つまり、事業計画は今後取り組む事業の魅力を訴え、それを利益やキャ

ッシュフローとして得るための行動計画をロジカルに証明するものです。

②　事業計画作成上の留意点

事業計画を作成する上での留意点として、まず読みやすいものであること

が必要です。製造業の場合、技術的な専門用語が頻繁に出てきますが、読み

手が必ずしもその世界の専門家ではないことを考慮してください。書き手の

専門家だけが理解できるものではなく、誰に読んでもらうのかをよく考えて

作成してください。

事業計画は一度作成したら、それを必ず実行し予定の成果を上げるよう努

めなければなりません。しかし、周囲の環境が変化しているのにも関わらず、

それに固執し事業計画を変更しなかったために、それ自体が陳腐化してしま

うことがあります。事業計画は常に進行中であり、完成途上であるという位

置づけで環境変化に適応する柔軟な考えを持つ必要があります。

事業計画は実際に事業を行ううえでのアウトラインとして活用されるもの

でなければなりません。経営者が格好にこだわり、事業計画作成に酔ってし

まうと、自己中心的で抽象的なものになってしまいます。事業計画は常に実

用的で日常の手引きとして使われるようなツールとなるように作成するとよ

いでしょう。

事業計画の中心目的は資金調達ですので、財務的裏づけに数字のミスがあ

っては、斬新な戦略・精巧な行動計画が示されてあっても見劣りしてしまい

ます。第三者からの信用を得るには、やはり正確な数字がものをいいますの

15

①　将来こうありたいとするビジョンは明確か？�

②　経営者の夢・情熱が人を引き付けるものであるか？�

③　いかに儲かる仕組みが確立できているか？�

④　市場環境を踏まえたマーケティング戦略が立案されているか？�

⑤　競合他社は誰か、そして敵の状況が分析できているか？�

⑥　ビジネスのタイミングは適切か？�

⑦　組織がうまく機能する仕組みができているか？�

⑧　不測事態を考えて代替案を用意できているか？�

⑨　実行可能性は高いか？�

⑩　財務的裏づけに裏打ちされたものであるか？�
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で、何度も検算を行いミスのないようにしてください。

事業計画は全社員の一体感が見えてこなければなりません。経営者が優秀

で情熱家であっても、従業員が冷めていては真の成果は得られません。従業

員の意見にも耳を傾け、幹部も交えて経営チーム全員参加で作成することが

望ましいでしょう。十分な議論を尽くしてこそ、全社一丸となったパワーが

生み出されるのです。

③　事業計画の構成

事業計画は事業の縮図ですから、読み手が書き手の事業の全体像を自然な

形で吸収できるように、重要項目を設定して簡潔に示さなければなりません。

事業計画の量は、少人数私募債などの縁故者中心に説明するものであれば10

枚程度で、金融機関に提出する経営改善計画であれば資料を入れて20枚以内

でしょう。また、ベンチャーキャピタルなどへの提出は30枚程度が適当とい

えるでしょう。少なすぎず多すぎない適当な量が望まれます。

事業計画の構成は大枠として、概要（ア）、企業の現状（イ～ク）、事業戦略

（ケ～シ）、実施計画（ス～ソ）の4つとなります。それを細分化した重要項目は

図表のとおりです。

ア．サマリー（要約）

サマリーは事業計画の単なる導入部分ではありません。事業の全体像が簡潔

にまとめられていなければなりません。事業計画の読み手はこのサマリーを読

んで本格的にその事業計画を読むべきか、それともこの段階で読むのをやめる

のかを判断します。ベンチャーキャピタリスト（ベンチャーキャピタルの投資

担当者）には企業から1日に何十本もの事業計画が届きます。調査活動や経営者

との面談、投資決定資料作成等の作業もありますので、それらをすべて読んで

いては、与えられた業務を遂行できなくなります。じっくり読みこなすのはそ

事業計画書の量は「少なすぎず多すぎず」が基本！�

　⇒　縁故者中心なら10枚程度�

　⇒　金融機関に提出する経営改善計画であれば20枚程度�

　⇒　ベンチャーキャピタルなどへの提出であれば30枚程度�
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のうちの数本です。

読み手はそのサマリーを読んで、事業の全体像を把握し、事業のポイントを

つかみ、新規性があるか成長性があるかをある程度判断します。そして、興味

をそそり、実現可能性を確認したいと思った場合に、事業計画の中味に入って

精査していきます。

イ．企業概要

事業計画において最初に記載すべきなのが、企業概要です。会社名、代表者

名、事業内容、住所、電話番号、ＦＡＸ番号、連絡担当者名、ＵＲＬ（ホーム

ページのアドレス）などです。読み手が問い合わせをしたいと思った時にすぐ

に目に留まるようにしなければなりません。

ウ．取り巻く経営環境

企業を取り巻く経営環境をマクロ（企業に間接的に影響を与えるもの）とミ

クロ（企業に直接的に影響を与えるもの）の視点で客観的に示さなければなり

ません。製品・サービスおよび市場の一般的な動きと、自社がなぜ経営革新や

経営改革を図らなければならないか、またなぜその市場で勝てるのかについて

のポイントを解説します。また、競合他社の状況も的確な分析のもとに説明し

ます。

エ．自社の強み・弱み

経営の分析手法としてSWOT分析というものがあります。それは経営環境を

内部環境と外部環境に分け、それらを自社の強みなのか、弱みなのか、自社に

とって好影響なのか、悪影響なのかの4つに分類する手法です。Strengths（強

み）、Weaknesses（弱み）、Opportunities（機会）、Threats（脅威）の4つの

頭文字を取ったものです。機会と脅威は「ウ．取り巻く経営環境」のことです。

強みを活かして弱みを補強することが経営の鉄則です。自社の強みを強調し、

それを経営革新の柱とします。弱みは改善しても限界がありますので、外部か

ら人・モノ・カネ・情報・ノウハウ等の経営資源を調達して補うという事業戦

略の展開につなげるとよいでしょう。ある面、「必要な経営資源を求めるために

事業計画を示す」ともいえます。

オ．主要経営陣

経営チームメンバーの役割とその経歴・実績を説明します。経営者の経営経

17
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験や実績、能力、資格等は読み手にとってポイントとなります。履歴書等を別

添資料としてつけてアピールするとよいでしょう。

カ．必要資金・資金使途等

資金調達しようとする場合には的確に必要な資金とその使途を示さなければ

なりません。なぜ融資なのか、なぜ社債なのか、なぜ出資なのか、どれくらい

の額を求めているのか、また、他の資本提供者には何をどれだけ求めているの

かも示さなければなりません。

キ．経営理念・行動指針等

ここはいわゆるビジョンと呼ばれる部分です。中小企業にないものは、お金

であり、人であり、顧客です。これらを会社に引き込むことができる唯一の手

段が、経営者の想いが集約されたビジョンです。ビジョンが企業のイメージや

事業の方向性、組織風土を左右します。具体的には、創業の精神・存在意義・

経営姿勢・行動指針などから構成されます。経営者単独ではなく、従業員も含

めて徹底的に議論し総意としてまとめるべきです。

ク．現状の経営戦略

経営革新や経営改革することによる経営戦略の変化を示さなければなりませ

んので、現在遂行している経営戦略を説明します。そこから問題点が見えてく

るような演出も必要です。改善により大幅な成果が期待できる将来像を読み手

にイメージさせる工夫があるとよいでしょう。

ケ．新たな取組みテーマ

現状の戦略を転換し、新たな取組みを確立することによって競争優位性を獲

得できるようなテーマを記述します。そのテーマは心を打つ切れ味の良いもの

にしなければなりません。それが経営革新や経営改革の切り札として、事業の

成功要因となるように考えなければなりません。

コ．ドメイン（事業領域）

ドメインとは、企業がどこを戦場に定めて、どのように戦っていくかをコン

セプト化したものです。ターゲット（対象顧客）、顧客ニーズ、企業の持ってい

る独自能力の3つの切り口から概念化するとよいでしょう。誰（Who）に、顧客

が持っているどのようなニーズやウォンツ（What）に対して、どのように
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（How）提供していくかを明確化するものです。

特にターゲットは重要ですから、それを選定した理由を明確にしなければなり

ません。受け手は定義づけしたターゲットにズレがないか、間違っていないか

に関心があります。受け手が納得する論理的説明が必要です。また、マーケテ

ィング・リサーチの結果を示すと説得力が増します。

ターゲットを地理的な基準で細分化するのでしたら、既存のエリアと新規エ

リアを区別する地図を添付するとよいでしょう。市場の広がりをビジュアルに

演出するとアピール度が高くなります。

サ．ビジネスモデル（儲ける仕組み）

新たな取組みとしての事業戦略を的確に説明しなければなりません。競合他

社に勝てる競争戦略が新しいビジネスモデルとして簡潔に示す必要があります。

自社の強みがどのように展開されているか、弱みをどのように補強しているの

かをビジネスモデルとして強調します。

新たな取組みについては、スキーム（仕組み）図などを活用し、モノの流

れ・お金の流れを明確にしたビジネスモデルとして、わかりやすく示してくだ

さい。スキーム図の中に専門的な用語が使われている場合は、その補足説明を

つけてください。

新規事業が既存事業への相乗効果を生むことも説得材料となります。その場

合、経営革新・経営改革等の実行がいかに既存の事業の収益改善に貢献するか

を具体的に説明する必要があります。また、既存の経営資源に余剰があれば、

それを経営革新や改革に活用する方策も効果的です。

シ．取組む上での課題・取組み内容・実施時期

素晴らしいビジネスモデルであってもそれを実施するには様々な問題が必ず

生じます。実際には明らかに問題が生じているにもかかわらず、それを意図的

に隠して良いことばかりを並べても、受け手には通用しません。経営者として

その問題に対応するために取組むべき課題を設定し、具体的にどのように取組

んでいくかが評価の対象となります。

そして、課題をいくつかにグルーピングして事業戦略としてまとめると受け

手の整理がしやすいと思います。例えば、事業戦略を構成するマーケティング

戦略・人材戦略・情報戦略・財務戦略などの機能戦略に分けるとよいでしょう。

図表4を参考にしてください。

いつどのような形で展開していくのかも具体的に示してください。それをス

19

マニュアルqx.PDF用  05.11.10 5:05 PM  ページ 19



20

ケジュールとして図でまとめると理解が得やすいでしょう。戦術レベルの具体

的な取組み内容は、経営チームだけでなく、現場の責任者の声も聞き入れ、経

営参画意識を高めるようにしてください。

ス．実施体制

経営革新や経営改革という新たな取組みにどのような組織で運営していくの

かを組織図を示して説明します。子会社や関連会社があれば、それらも組織図

に取り込んで説明します。経営革新の責任者やメンバーについて名前を記し、

そのメンバーの肩書きも入れておくとよいでしょう。

セ．利益計画

読み手が最も関心を寄せるのが、予想損益計算書・予想貸借対照表です。経

営革新や経営改革の計画期間の数字を入れ、図表4のように、直近3期の損益計

算書・貸借対照表の実績が対比できるようにします。計画期間における高い成

長が見えなければなりませんが、現実的な数字を作ることがポイントです。

読み手からは、その数字の根拠を求められますので、作成時のバックデータ

（根拠となる数字）は残しておく必要があります。色々な角度から分析し、積み

上げられた数字であることを理解してもらう必要があります。売上高の伸長、

売上原価率の推移、販管費の変化、特に人件費の変化について、その理由を説

明する必要があります。

ソ．資金計画・設備投資計画・借入金返済計画

予想損益計算書・予想貸借対照表ができたら、それを基に予想キャッシュフ

ロー計算書を作成します。キャッシュフロー計算書は、営業上の収支から計算

される営業キャッシュフロー、設備投資等の収支から計算される投資キャッシ

ュフロー、借入れや社債・増資等の資金調達に

関する収支から計算される財務キャッシュフロ

ーに分かれます。

キャッシュフロー計算書の見方や作成の仕方

については、別途学習する機会をもってほしい

と思います。読み手は、1年間でいったいいく

らキャッシュが残るのか、計画期間中いくらの

キャッシュフローを生み出すことができるのかを確認し投資の最終判断をしま

す。経営者として、最低限キャッシュフロー計算書の構造を理解しておかなけ

マニュアルqx.PDF用  05.11.10 5:05 PM  ページ 20



ればならないと思います。

資金調達をする際には、既存の借入れと新規の借入れを借入金返済計画とし

て示す必要があります。資金の出し手はどこからどんな目的でいくら調達した

かに関心を持ちます。そして、その返済期限はいつなのか、それはどこから賄

うのかに注意を払います。今回支出する資金がどこに回ってどのような貢献を

果たして戻ってくるのかをはっきりと説明しなければ、資金調達は難しいとい

えます。

（3）パブリックカンパニーとしての意識

直接金融を行う中小企業者は放漫経営が許されません。相手が金融機関であ

れば多少の甘えも許されるかもしれませんが、中小企業の直接金融の場合は、

顔の見えるネットワークからの監督（モニタリング）を受けることになります。

預かった資金を運用し、所定の期日にリターンとともに返還しなければなりま

せん。求められるものは、積極的な情報開示（ディスクロージャー）と説明責

任（アカウンタビリティ）です。

顔の見えるネットワークからの監督とは、監視と動機づけの2つに集約されま

す。監視を受けることで、法令を順守することを意識した順法経営（コンプラ

イアンス）を目指すことにつながります。動機づけとは、「誰のために経営を行

っているのか？」という考え方を意識することで、「効率経営を目指し、最適利

潤を獲得する」という動機づけが働きます。社債発行や新株発行などにより資

金が会社に入ることで、経営者は監視と動機づけを意識することになります。

そこで企業統治（コーポレートガバナンス）の確立が必要になります。

上記に記載した情報開示（ディスクロージャー）、説明責任（アカウンタビリ

ティ）、順法経営（コンプライアンス）、企業統治（コーポレートガバナンス）

等のキーワードは公開企業だけの問題ではありません。直接金融に挑戦する中

小企業に求められるスキルといえます。また、事業計画を書かなければならな

い必要性から、戦略的経営に移行するきっかけにもなります。事業計画には前

述のとおり、自社の環境分析から経営戦略、マーケティング戦略、人事戦略、

財務戦略の立案が必要になるからです。

今まで、度胸と勘と経験に頼ってきた経営から、データと検証と確認を重視

する経営に転換しなければ、事業計画は策定できません。直接金融に挑戦する

ことが、経営者としてのスキルアップにつながるのです。中小企業がプライベ

ートカンパニーからパブリックカンパニーになるよい機会を得ることになりま

す。

21

マニュアルqx.PDF用  05.11.10 5:05 PM  ページ 21



22

パブリックカンパニーになるためには、継続企業体（ゴーイングコンサーン）

でなければなりません。社債や新株を発行するための一時的な事業計画策定に

終わらせることなく、継続的に環境変化に適応した新しい事業計画を策定し続

けなければなりません。集めた資金の維持、新規の資金を呼び込むために常に

新しい事業への意欲、新しいビジネスモデルの構築を経営者の課題として、

日々努力することが求められています。

（4）中小企業政策の活用

中小企業が直接金融に挑戦する場合、事業計画が必要であると述べてきまし

たが、新たに事業計画を作成するならば、中小企業政策に基づく優遇制度と組

み合わせることも有効です。具体的には、中小企業経営革新支援法であれば経

営革新計画、中小企業創造活動促進法であれば研究開発等事業計画、新事業創

出促進法であれば新事業開拓に関する事業計画などです。

これらの事業計画等を提出し、法律に基づく承認や認定を受けることで、低

利融資や補助金等の優遇措置が受けられると同時に、承認企業・認定企業とし

て金融機関等から高い評価が得られます。金融機関等から高い評価を得られる

ということは、社債や新株を引受ける方からも高い評価を得られることにつな

がり、スムーズな資金調達につなげることができます。

直接金融と中小企業経営革新支援法等との組合せは、非常に相性がよく、相

乗効果（シナジー）を生み出すといえます。投資を働きかけるに当たって、投

資家の投資判断の中にある否定的な部分を取り除くことができるという効果が

ありますので、中小企業経営革新支援法等の申請を並行して行うことは非常に

有効です。

仮に、社債や新株の発行に至らなくても、中小企業経営革新支援法等の承認

や認定が取得できていれば、それらに基づいた融資等を有利な条件で得ること

が可能となります。そうすれば予定した事業や設備投資の推進などが可能とな

ります。資金調達の多様な選択肢を中小企業者が得ることができると同時に、

金融機関との交渉力が増すことにもつながります。

（5）リレーションシップバンキングとの協調

昨年、金融庁が地域金融機関に示したアクションプログラムにおいて、都市

銀行を中心とする大手銀行と地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合な

どの中小・地域金融機関の位置づけを区分し、中小・地域金融機関をリレーシ

ョンシップバンクと位置づけました。リレーションシップバンキングとは、長
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期継続する関係の中から借り手である中小企業の経営者の資質や事業の将来性

等についての情報を得て、融資を実行するビジネスモデルと定義づけられてい

ます。

直接金融は事業計画をベースとして、将来キャッシュフローをより所として

ファイナンスされていることが一般的ですから、中小・地域金融機関がリレー

ションシップバンクとして目指すべき融資のあり方に近いといえます。よって、

中小・地域金融機関は、中小企業の直接金融を高く評価しています。

また、リレーションシップバンクと直接金融とのファイナンスの協調が考え

られます。中小・地域金融機関は企業を丸抱えで融資することが難しいケース

がありますので、直接金融とのバランスを持って、融資歩調をとる可能性があ

ります。中小・地域金融機関が短期の資金しか出せない状況であれば、運転資

金等の短期借入れは中小・地域金融機関で、設備投資などの長期資金は社債や

新株発行で、というような住み分けもできてきます。

また、一般投資家は企業を信用調査することに不慣れですので、事前にリレ

ーションシップバンクから融資証明を受けることで、投資家が社債や新株へ投

資することに安心感を与えることができます。仮に中小企業が3,000万円の設備

資金の調達を考えているとします。まず、中小・地域金融機関にその融資を依

頼し、3,000万円の融資承諾を得ておきます。投資家への説明にこの融資承諾の

事実を加えて、全額発行できなくても事業が成り立つ旨の説明を行います。結

果として2,000万円しか集まらなかった場合、残りの1,000万円を中小・地域金融

機関から融資してもらうような協調が考えられます。

上記例は、投資家にとっても、中小・地域金融機関にとっても、そして、発

行企業側にもメリットがあり、これがまさに「リレーションシップバンキング

の取組み」といえます。直接金融に挑戦する中小企業は、「銀行に頼らない資金

調達」ではなく、「リレーションシップバンキングとの協調」を図ることが鍵と

いえます。
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少人数私募債について
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1．社債にはどのような種類があるのか？
（1）代表的な社債

代表的な社債につきましては、以下の3つがあげられます。

①　普通社債

会社が社債を発行し、投資家がこれを購入して一定期間後の償還時に利息

をつけて投資家に返済します。

②　転換社債

あらかじめ決められた価格で、発行会社の株式と交換できる権利がある社

債です。

③　新株予約権付社債

ある一定の価格で発行会社の株式を買える権利がついている社債です。

（2）普通社債の区分

普通社債は、募集する対象及び発行の方法によって、次のとおり公募債、私

募社債（プロ私募債）、少人数私募債の3つに区分されます。

①　公募債

不特定多数の相手を対象に広く一般に募集し50人以上の相手に発行する社

債です。

②　私募社債（プロ私募債）

適格機関投資家（金融のプロ）（注）のみを対象に募集し、50人未満の相手

に対し発行する社債です。

図表５　代表的な社債�

社債�

内　　　　　　容�

固定利付債・固定割引債・変動利付債の3つがある�

決められた価格で発行会社の株式と変換が可能な債券�

代表的な社債�

普通社債�

転換社債�

新株予約権付社債� ある一定の価格で債券発行会社の株式を買える権利の付いた債券�

（注）適格機関投資家とは？�

証券会社、証券投資信託会社、銀行、保険会社、信用金庫および連合会、�

農林中央金庫、商工組合中央金庫、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、�

投資顧問業者など証券投資を業務としている法人をいいます。�
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③　少人数私募債

少人数私募債は社債の一種に位置付けられますが、法的には明確な定義は

ありません。商法や証券取引法などの規定により、50人未満に発行するなど

の一定の要件を満たせば社債発行にかかる複雑な手続きの一部を免除される

ケースが少人数私募債として、他の社債と区別されています。

2．少人数私募債の発行要件
少人数私募債とみなされるためには、次の要件を満たすことが必要となります。

（1）株式会社であること

前述のとおり、少人数私募債も社債の一種ですので、発行できるのは株式会社

に限られます。また、株式を公開していないことが必要です。どうしても有限会

社で少人数私募債を発行したい場合には、現在の会社を株式会社に組織変更する

しかありません。

（2）縁故者に限定して募集すること

募集の相手は経営者の縁故者に限定し、証券会社等を通さず直接勧誘します。

縁故者とは、経営者の親族や従業員、従業員の親族、取引先、友人・知人等、経

営者と縁の深い相手です。年賀状を出す範囲の相手といわれています。その結果、

不特定多数の人に債券が譲渡される恐れはほとんどありません。

一方で、購入者に金融プロ（機関投資家）がいないことを条件としています。

証券取引法上では、株主と違って購入者には経営内容の公開の必要はないとさ

れています。しかし、縁故者に直接募集するうえで、自分たちの資金でやりぬく

というリーダーシップを示す必要があります。必然的に会社の数字は関係者に対

してディスクロージャーすることが求められると考えられます。

発行方法による区分� 募集対象による区分�

普
　
通
　
社
　
債�

私募�
50人未満を�

対象に発行�

少人数私募�

・銀行、証券会社等のプロ�

　の金融関係者を除く�

・縁故者は対象としてよい�

プロ私募� 適格機関投資家のみを対象�

公募� 不特定多数を対象に発行�

社 債 名�

少人数私募債�

私募社債�

公 募 債�

図表６　普通社債の区分�
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（3）社債購入者が50人未満であること

購入者を49人までにする必要があります。6ヶ月以内に少人数私募債を再び発行

する場合は、購入者が合わせて50人未満となるようにしなければなりません。な

お、6ヶ月を越えれば再び49人まで勧誘できることになります。

（4）募集総額が1億円未満であること

募集総額が1億円未満であることが必要です。ただし、2年以内に少人数私募債

を再び発行する場合は、募集総額の合計額が１億円未満でなければなりません。

（5）発行総数が50口未満であること

発行総数は、50口未満であることが必要です。従って、複数口を購入する人が

出てくれば、（3）の要件にかかわらず、購入者数に制約が出てきますので注意が

必要です。

（6）1口の最低発行価格が、発行総額を50で割った額を上回ること

商法では社債を発行する際に、社債管理会社を決めて管理を委託しなければな

らないとの規定があります。しかし、1口の最低発行価格が、発行総額を50で割っ

た額を上回る場合には社債管理会社を置かなくてもよいことになっています。

したがって、1口当たりの発行価格はいろいろな額を設定することができますが、

最低発行価格は発行総額を50で割った額を上回ることが必要となります。

発行総額� 50人以上に発行�

１億円以上� 有価証券通知書の提出が必要� 有価証券届出書の提出が必要�

１千万円超１億円未満�

１千万円以下�

不要�

不要� 不要�

有価証券通知書の提出が必要�

図表７　証券取引法上の社債発行�

50人未満に発行�

発行総額を5,000万円とした場合、発行総額を50で割りますから、

最低発行価格を100万円より大きく設定すればよいことになります。

マニュアルqx.PDF用  05.11.10 5:05 PM  ページ 27



3．少人数私募債のメリット
少人数私募債発行の主なメリットについては、図表8のとおりです。

28

図表８　少人数私募債発行のメリット�

（1）資金運用性の向上�

（2）資金繰りの向上�

（3）税務上の有利性�

（4）物的担保が不要�

（5）財務内容の公開の�

　  義務がない�

（6）財務局に対する届�

　  出が不要�

　社債の償還期間は通常2年から12年に設定されています。つまり長期でも

短期でも、購入者が納得してくれるのであれば、社債発行企業のニーズに合

わせた期間を設定でき、自己資本のように安心して運用できる資金です。�

　償還期間が到来したならば、借換えをすることも可能です。�

　また、銀行借入れのように、歩積み・両建て・拘束預金がないので投資効

率がよいのも特徴です。商法上は償還期間の定めはありません。�

　借入金は元本を月々返済しなければなりませんが、社債は通常、償還時に

一括返済です。資金調達時には、社債の方が大幅に資金繰りが向上します。�

　社債利息は株主配当と異なり、損金扱いとなります。さらに、社債利息の

分離課税の税率は20％なので、経営者が社債を購入する場合、経営者自身の

収入の総合課税率を下回るケースがあります。�

　中小企業では物的担保がなければ、通常、金融機関からの借入れは困難

です。しかし、少人数私募債の購入者は縁故者であり、自分の資金で顔見

知りの企業を守り育てようという気持ちで応募してきます。したがって、

物的担保の有無はそれほど問題になりません。しかし、経営者としては「会

社を成長させる」という責任がより一層問われることになります。�

　少人数私募債には、公募債のように財務内容の開示義務が法定化されて

いません。したがって、株主と異なり購入者（社債権者）に対しては、会

社として毎期決算等の公開の義務はありません。ただし、公開の義務がな

くとも、信頼関係を築く上では事業説明等を行うべきでしょう。�

　公募債を募集する際には、発行する企業は募集の開始前日までに財務局に

届出なければなりませんが、私募社債または少人数私募債を募集する場合は

届出は不要とされています。�

（7）社債管理会社を定�

　  める必要がない�

　一般に社債を募集する際には、購入者（社債権者）の保護のため、社債管

理会社（注）を定めて社債の管理を委託するのが原則ですが、少人数私募債の

場合は、社債管理会社を定める必要がありません。�

（注）社債管理会社とは、社債を発行する企業から委託を受けて、購入者（社

債権者）の代理人として社債の管理・保全・弁済に関する手続きを行う

会社です。社債管理会社は、銀行、信託会社または担保附社債信託法第

５条の免許を受けた企業でなければなりません。�
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（9）格付評価の向上�

（10）社債券が不要�

（11）購入者の利点�

（12）行政の取組み�

　例えば、取引先の上場企業が少人数私募債の大口の払込みに応じてくれ

た場合など、銀行に対する信用があがったというケースもあります。�

（8）税務上のトラブル�

　  防止�

　社債券を発行することが原則ですが、購入者が「社債券は不要である」

と会社に申し出れば、社債券を発行しないで済ませることが可能です。少

人数私募債の場合、購入者が縁故者であり、盗難や紛失等の事故を懸念し

て発行しないケ－スが多いようです。これによって社債券発行の手間と印

刷代、印紙税などのコストも削減できます。�

　通常、社債利息は預貯金より有利な利率で設定されます。さらに、株式

の配当のように企業の損益に影響されることがなく、安定した利息収入が

確保されます。�

　2002年版中小企業白書で資金調達の手段として少人数私募債が取り上げ

られたり、東京都文京区や足立区で社債利息に対する利子補給が実施され

るなど、今後各自治体での積極的な取組みが予想されます。�

　企業の不足資金を経営者個人から借入れた場合、支払利息の不透明性が問

題になることがあります。また、経営者個人の受取利息が確定申告時に総合

課税されます。借入金を社債に切り替えることにより、税務上のトラブル防

止に役立ち、申告時の是認率の向上にもつながります。�

メリットがいっぱい�

じゃな！�
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4．少人数私募債発行の手続き
少人数私募債の発行から償還に至るまでに必要な手続きは、基本的には他の社

債の場合と同様です。ただし、前述のとおり社債券の発行を省略できたり、財務

省への届出が免除されたりしますので、比較的簡単な手続きで進めることができ

ます。

プ ロ セ ス �

（1）全体フローチャート�

①　取締役会�

発行会社の手続き� 購入者（社債権者）の手続き�

運営・決議�

②　募集要項� 作　　成�

③　社債申込証� 作成・受付� 応募申請�

受　　領�

送　　金�

受　　領�

受　　領�

利息受取�

元金受取�

④　申込者適格審査�
　　・発行金額決定�

引受人審査・確定�

⑤　募集決定通知書� 作成・送付�

⑥　申込金額の受領� 入金確認�

⑦　申込証払込金預り証� 発行・送付�

⑧　社債券・利札� 印刷・発行・送付�

⑨　社債台帳� 記録作成�

⑩　利払い期� 利息支払�

⑪　満期償還日� 元金返済�

⑫　借換え等手続き� 申請手続き�
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（2）各プロセスの注意点

少人数私募債発行にあたっての各プロセスの注意点ついては、図表9のとおりで

す。

各プロセスに関連する様式は、「５.少人数私募債発行にあたっての各種様式例」

をご覧ください。

31

①取締役会�

②募集要項�

図表９　少人数私募債発行にあたっての各プロセスの注意点�

　商法296条により、会社が社債を発行するためには取締役会の決議が必要で

す。昭和25年までは株主総会の特別決議が必要でした。商法の改正により取締

役会の決議事項となり、役員間の承認事項で済むようになりました。取締役会

では、決議事項として出席取締役の過半数の承認を受ける必要があります。し

かし、中小企業は取締役の数も少ないので大きな支障が生じることはなく、以

前と比較して社債の発行も行いやすくなりました。�

　なお、取締役会の記録としての議事録（様式例１）を作成しなければなりま

せん。�

　取締役会で社債発行の決議がなされたら、次に詳細な募集要項（様式例２）

を取り決めます。募集金額、利率、償還の期間等から始まり、中途換金や第三

者への譲渡などあらゆるケースを想定してあらかじめ決めておきます。�

　次に実際に募集を行います。社債募集事項を文章化して勧誘する方に渡しま

す。方法としては、一人ひとり勧誘する場合と、説明会を開く場合とがありま

す。一人ひとり勧誘する場合には、自社の取締役や大株主から始めて、少しず

つ広げていくという方法が一般的です。�

　通常、想定される社債の購入者は次の順序で考えられます。�

　　ア．経営者およびその親族�

　　イ．既存株主およびその親族�

　　ウ．従業員およびその親族�

　　エ．取引先およびその経営者�

　　オ．経営者の友人・知人�

　　カ．自社の顧問（税理士、弁護士、中小企業診断士等）�

　　キ．その他、経営者が信頼できる人�

　しかし、自社の企業風土や、株主構成等を充分に考慮したうえで、勧誘する

先を選択していく必要があります。�
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③社債申込証�

④申込者適格�

審査・発行�

金額決定�

　応募者に配布する社債申込証（様式例３）の裏面には、次の事項を記載しなけ

ればなりません。�

　ア．社債発行会社の商号�

　イ．発行総額�

　ウ．額面金額�

　エ．利率�

　オ．社債の発行価格（通常はウ．と同じですが、必要記載事項なので記載しま

す）�

　カ．社債を償還する方法と期限�

　キ．利息を支払う方法と期限�

　ク．分割払いにする際はその金額と時期�

　ケ．「実際の応募総額が社債申込証に記載した総額に達しない場合でも、社債

の発行を成立させ、そのときには実際の応募額を社債の総額とする」旨の記

載�

　コ．「代表者を決めることを条件に何人でも1口の社債を共有してもよいこと

とする」旨の記載�

　また、社債申込証を送付する際には、社債発行趣意書（様式例４）を添えて案

内するほうが、社債発行の主旨を理解していただけると思います。�

　申込者は、社債申込証に必要事項を記入して社債発行会社に提出します。社債

発行会社はこの社債申込証を社債申込受付票（様式例５）と引換えて申込者に渡

します。�

　特定の人を勧誘しても、時として知らない人物から申込みを受けることがあり

ます。その場合は、申込者が適格であるか慎重に審査を行うことが必要です。非

協力的な人等である場合には、無理に申込みを受け付けるのではなく、後々のト

ラブルを避けるため、丁重に断ることが必要です。�

　そして、購入してもらう相手が決まったら、発行総額を決定します。�

　もし申込金額が募集金額に達しない場合には、実際に集まった金額を発行総額

とできる旨を募集要項・社債申込証に明記していれば、集まった金額を発行総額

とすることができます。一方、多く集まった場合は１億円未満であれば総額を増

額することもできます。�
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⑤募集決定通�

　知書�

⑥申込金額の�

　受領�

⑦申込証払込�

　金預り証の�

　発行�

⑧社債券・利札�

　の発行�

⑨社債台帳�

⑩利払い期�

　社債発行総額が決まりましたら、速やかに申込者に募集決定通知書（様式例

６）を送付します。申込者がこの募集決定通知書を受け取って初めて引受けが

決定することとなります。募集決定通知書には、申込金額を明示し、期限まで

に入金してほしい旨を記載します。入金に銀行等の口座振込みを利用する際に

は、他の入金と区別するためにも、会社の決済口座とは別の口座を用意し、そ

の口座に振り込むよう募集決定通知書に記載したほうがよいでしょう。�

　募集決定通知書に記載した申込金額を、募集決定通知書に定めた方法と期限

に基づき、申込者に入金してもらいます。�

　申込者から入金を受けたら社債申込証払込金預り証（様式例７）を渡します。

いわば、領収書のようなものです。�

　さらに実際に社債券を発行し交付する場合には社債券引換証（様式例８）を

作成し、申込者の署名もしくは捺印したものと引換えに社債券を渡すことにな

ります。�

　前述のように、少人数私募債では社債券を発行せず、社債台帳に記載するこ

とが一般的です。あえて社債券を作成する場合は券面に明記しなければならな

い事項がありますのでご注意ください（様式例９）。�

　また社債券を発行しない場合でも、利札（⑩参照）だけを発行する会社もあ

ります。�

　社債を管理するためには、次の事項を記載した社債台帳（様式例10）を作成

しなければなりません�

　ア．購入者（社債権者）の氏名と住所�

　イ．社債の券面の種類と枚数及び取得金額�

　ウ．社債券を発行したときは、その発行番号�

　エ．社債の取得の年月日�

　オ．社債償還申し出、又は他者へ譲渡した時はその譲受人の氏名と住所�

　カ．会社から購入者（社債権者）に対して行う通知等は、この社債台帳に記

載された住所へ宛てる旨�

　利札とは、発行する企業が購入者に利息を支払うことを約束した有価証券で

す。社債の利息には、税金として20％を源泉徴収する義務が生じ、利息を支払

った翌月の10日までに、20％のうちの15％を国税として税務署に、5％を地方

税として都道府県税事務所に納付しなければなりません。�
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⑪満期償還日�

⑫借換え等手続き�

　社債を償還する場合に、手続きや方法を定めた規定は特にありません。社債

を発行する際に、発行会社が自由に決めることができます。ただしその内

容は、募集要項や社債申込証、社債券等に記載する必要があります。�

　会社が社債利息の支払を怠ったり、社債の償還が困難になった時には、社債

権者集会で決議して、直ちに償還を請求することができます。�

　このような場合、購入者（社債権者）との話し合いで借換え又は一部買取り

の手続きをとります。少人数私募債の場合、購入者（社債権者）が縁故者です

ので、会社の状況を理解してもらいやすく、比較的その手続きがスムーズに進

められます。�

　また、社債権者集会での取り決めは議事録として10年間保存しておくことが

法律で義務付けられています。�

しっかりと�
チェック�
しよう！�
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（3）発行に当たっての注意点

①　募集総額の設定

募集総額の設定にあたって、購入者に損失を与えないことを最も重要視し、

そのうえで、以下の順序に従って募集総額を決定します。

ア．自社の経営状況の把握

イ．資金調達の目的の明確化

ウ．目的に見合った資金調達額の算出

エ．調達後の売上目標、目標限界利益、固定費計画の策定等

オ．社債償還までの予想キャッシュフロー計算書の策定

※充分な検討を行った上で、無理のない範囲で募集総額を設定する必要があり

ます。

②　償還請求権の時効

ア．社債の償還請求権の時効　：　10年

イ．社債利息の請求権の時効　： 5年

少人数私募債の購入者は縁故者ですので、顔の見える、信頼のおける人たちか

らの出資を仰ぐことになります。したがって、発行会社が法律上の時効をもって

購入者に損害を与えることは会社の信用をなくすことになりますので、絶対にあ

ってはならないことです。

③　債権・利札を紛失した時の対応

社債券を紛失した場合でも、紛失者は債権についての権利を失うことはあり

ません。その時は所有者の居住地区の裁判所に公示催告の申立てを行います。

35

よ～く考えて、募集総額�

を決定しよう！�
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④　共同取得の取扱い

1口の発行価格が高額で手が出ないという理由で、申込者が集まらない場合が

あります。とはいえ、購入者数が50人未満という条件があるため、発行価格を

引き下げて多くの相手から集めようとすることは困難です。

このような場合、1口を数人で共同で取得してもらうことで、購入者1人あた

りの払込み額を下げるという方法があります。共同購入者には、連帯して購入

代金を払込んでもらうことになります。また、社債権者としての権利を行使す

る代表者を1人選んでもらいます。

この方法により、1口の発行価格を実質的に分割することができるので、資金

調達のチャンスを大きくすることができます。

その際、社債発行会社は、共同取得希望者の申込み受付や組合わせ斡旋を行

う事務局を設置して共同取得希望者を募るという方法もあります。

⑤　社債権者集会

商法では、購入者（社債権者）自身が、自らの権利を積極的に守ることがで

きるように、社債権者集会をつくることを認めています。この集会では裁判所

の許可を得て、購入者（社債権者）の利益にとって重要な事柄について決議で

きることになっています。

具体的な決議内容は次のようなものです。

ア．発行会社が償還履行困難に陥った場合における、社債元利金の支払の猶予、

利率の引下げ

イ．不履行により生じた責任の免除、和解、整理開始、民事再生法の申立て

図表10　公示催告申立てのフロー�

プ ロ セ ス� 内　　　　　容�

① 公示催告申し立て�

　　（１～２ヶ月程度）�

② 公示催告�

　　（６ヶ月以上）�

③ 公示催告期限の到来�

④ 除権判決�

社債券の有効性�

有　効�

無　効�

○ 裁判所が形式的要件をチェックする�

○ 裁判所の掲示板や官報に掲載する�

○ 所有者がでれば中断し、裁判で決着する�

○ 紛失した社債券が無効になる�

○ 社債券の再発行を請求する�
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⑥　ビジョン・経営計画の策定

少人数私募債は企業を取り巻く縁故者から資金を調達しますので、副次的効

果として強い連帯感が生れます。しかし、そのためには、第１章でも述べまし

たが、経営者は「会社がいかに生き残り、いかに発展するか」ということを資

金の提供者や従業員に、事業計画という形で示さなければなりません。

まずは、ビジョンを策定し、企業の理想的な姿を明示します。このビジョン

が策定されたことにより、従業員やその会社の関係者は、ア．掲げられた目標

を目指し、イ．気持ちを同じ方向に向け、ウ．共同体的意識を高め、エ．目標

達成に向けて関係者が一丸となるために会社発展の大きなエネルギーとなるこ

とでしょう。

更に、その目標に向かって、2年後、3年後、5年後と定性的・定量的に明確な

シナリオを作ります。それが事業計画です。少人数私募債で資金調達する上で

は、ア．会社はどの様に発展していくのか、イ．社債利息の支払は可能なのか、

ウ．社債償還に問題はないのか、エ．その資金が充分に活用されていくのかと

いうことを明確な計画にしていかなければなりません。

そして、購入者にそれを説明し、信用を得なければ、強い連帯感は生れない

でしょう。また社債発行後も、計画通り会社が発展しているかを常にチェック

します。もし計画から外れているようであれば、事業計画を再設計して会社の

成長が滞らないようにする必要があります。

37

事業計画の策定については、第1章�

5.の「直接金融の留意点」もご参考�

ください。�
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5．少人数私募債発行にあたっての各種様式例
少人数私募債発行にあたっての各種様式例を示します。

（様式例1）取締役会議事録�

取 締 役 会 議 事 録�

�

日　　　　時：平成　年　月　日　午前　時　分�

場　　　　所：本社会議室�

取 締 役 数：○名�

出席取締役数：○名�

�

代表取締役○○○○氏が議長となり、本取締役会は適法に成立した旨を述べ、議事に入った。�

�

第1号議案　社債発行の件（商法296条による、利付少人数私募債）�

�

議長は、議案について募集要項は別紙によるものとして詳細を説明し、出席取締役が慎重に審

議した結果、提案通り承認した。�

�

以上をもって議案の審議が終了したので、議長は午前　時　分閉会を宣した。�

�

上記決議を明確にするために本議事録を作成し、出席取締役は下記に記名捺印する。�

�

平成　年　月　日�

株式会社○○○○取締役会�

�

代表取締役○○○○　印�

取締役　　○○○○　印�

取締役　　○○○○　印�

取締役　　○○○○　印�

取締役　　○○○○　印�
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（様式例2）社債募集要項�

株式会社○○○○　第○回社債募集要項�

1. 会社の商号�

2. 社債募集総額�

3. 社債の種類�

4. 社債の金額�

5. 社債の利率�

6. 発行価格�

7. 償還金額�

8. 社債償還の方法及

び期間�

�

9. 利息の支払方法及

び期間�

�

10. 中途換金（解約）

の方法及び利率�

11. 第三者譲渡の方

法及び譲渡制限�

�

�

�

12. 元金支払方法�

13. 社債元利請求権

の時効�

14. 申込期間�

�

15. 募集方法�

�

�

�

16. 振込期日�

17. 振込銀行�

18. 申込取扱場所�

株式会社○○○○�

金　　　　　　円�

利付少人数私募債とする。ただし、債券不発行。�

金　　　　　　円�

年　　　　％�

額面どおり。�

額面どおり。�

元金は平成　年　月　日にその金額を償還する。会社は平成　年　月　日以

降何時でも申し出があった社債権者の所有の社債全部を買入償却することが

できる。ただし、一括譲渡する以外の譲渡は買入を実施しない。�

利息は発行日（平成　年　月　日）から償還期日または解約日までこれをつけ、�

毎年　月　日と　月　日の年2回経過分を支払う。ただし、半年に満たない

ときは日割計算とする。償還期日後または解約日後は利息をつけない。�

社債権者は、満期日前に所有の社債全部を取締役会の承認を受けた上で換金

解約することができる。�

社債権者は、満期日前に所有の社債全部を第三者に売却譲渡する場合は、取

締役会の承認を受けるものとする。ただし、一括譲渡以外の譲渡については

認められない。譲渡価格は利息の付される経過期間を考慮して当事者間の合

意によって決定するものとする。譲渡の際、別途定める名義書換手数料を申

し受けるものとする。�

当社本店�

社債の償還請求権は10年を経過するときは時効により消滅する。�

利息の請求権は5年を経過するときは時効により消滅する。�

平成　年　月　日より同年　月　日までとする。ただし、申込額が募集額に

達した時は期間中であっても申込を締切ることができる。�

直接募集。ただし、応募超過の場合は２記載の応募額を適宜変更し、社債総

額として社債を発行する。また、応募総額が発行総額に達しない時はその応

募総額をもって社債総額として社債を発行する。なお、共有による申込の場

合には、その共有者の中から代表者を定めるものとする。�

平成　年　月　日�

○○銀行○○支店　普通預金　NO.�

東京都○○区○○町○○－○○�

株式会社○○○○�

平成　年　月　日�
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（様式例3）社債申込証�

社 債 申 込 証�
�

�

株式会社　○○○○�
�

第　○　回　社　債�

�

�

　額　　　面 円�

 （１口金○○○万円につき　　口）�

�

　裏面記載事項承認の上、申込みいたします。�

平成　　年　　月　　日�

�

�

住　所�

�

�

申込者 印�

※　裏面記載事項については、4．「（2）各プロセスの注意点」の「③社債申込証」をご�
参考ください�
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（様式例4）社債発行趣意書�

社 債 発 行 趣 意 書�

�

様�

�

謹啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご

愛顧を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。�

さて、このたび弊社では別紙募集要項にもとづき、社債を発行することに

なりました。�

社債発行により得られる資本は株式会社○○○○の経営合理化及び業容拡

張資金として、有効に活用することを確約いたします。�

�

つきましては、日頃よりご懇意を賜っております方々のご協力を仰ぎたく、

ご案内かたがたお願い申し上げます。�

謹白�

平成　　年　　月　　日�

株式会社　　○○○○�

代表取締役　○○○○�
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（様式例5）社債申込受付票�

社 債 申 込 受 付 票 �

�

�

様�

�

�

株式会社　○○○○　　第○回社債�

�

�

�

金　　　　　　　　　　　円（　　　　　口）�

�

上記社債のお申込を受付けました。�

�

平成　　年　　月　　日�

�

（注）この受付票は社債券の引取券ではありません。売買譲渡等もできません。�

この受付票は社債券がお手元に到着するまでご保存ください。�
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（様式例6）募集決定通知書�

募 集 決 定 通 知 書�

�

社債申込者ご氏名　　　　　　　　　　　　　　様�

�

�

今般弊社の私募債に応募していただきまして、誠にありがとうございました。�

御申込書に記載の額面のとおり決定させていただきましたので、

平成　　年　　月　　日までに、○○銀行○○支店○○口座にお振込みく

ださいますようお願い申し上げます。�

�

社債申込金額　　　金　　　　　　　　　円�

�

振込先口座　　　○○銀行○○支店　普通預金NO．○○○○�

�

平成　　年　　月　　日�

株式会社　　○○○○�

代表取締役　○○○○　印�
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（様式例7）社債申込証払込金預り証�

社 債 申 込 証 払 込 金 預 り 証�

�

社債申込者ご氏名　　　　　　　　　　　　　様�

�

このたび、平成　　　年　　　月　　　日付けで、○○銀行に社債申込金

として、金　　　　　円をお振込頂き、誠にありがとうございました。�

　社債発行予定日　　平成　　年　　月　　日�

　社債（金　　　　　　円）　　　　　　　口�

　合計金額　　　　円を�

　社債発行金額とさせていただきます。�

�

平成　　年　　月　　日�

社債発行金額　　　　　　　　　　　　　円�

社債発行会社　　株式会社○○○○�

代表取締役　　　○○○○　印�
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（様式例8）社債券引換証�

社 債 券 引 換 証�

�

本証と引き換えに、社債券（金　　　　　　　　　円券）を　　　　　　　口�

合計金額　　　　　　円、交付を受けました。�

�

平成　年　月　日�

株式会社○○○○�

　　　代表取締役　　　○○○○殿�

�

　　　社債権者�

　　　住所�

　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印�
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（様式例9）社債券・利札�
�
（表面）�

（裏面）�

株式会社○○○○�

第○回無担保社債券�

金 1，0 0 0，0 0 0 円�

　　年利率　　５％　　　　　　　　　　償還期限　平成　　年　　月　　日�

　　社債権者　△△△△　殿　　　　　　利渡日　　毎年　　月　　日�

　本社債券は株式会社○○○○が平成　年　月　日開催した取締役会の決議に�

従い、本社債券記載の要領により直接募集し発行した社債券である。�

平成　年　月　日�

○○県○○市○○－○○�

株式会社　○○○○�

代表取締役　○○○○�

①�

株式会社○○�

　金　○○円�

　平成　年�

　○月○日渡�

　　　支払印�

⑤�

株式会社○○�

　金　○○円�

　平成　年�

　○月○日渡�

　　　支払印�

④�

株式会社○○�

　金　○○円�

　平成　年�

　○月○日渡�

　　　支払印�

③�

株式会社○○�

　金　○○円�

　平成　年�

　○月○日渡�

　　　支払印�

②�

株式会社○○�

　金　○○円�

　平成　年�

　○月○日渡�

　　　支払印�

社債の要項�

社債券�

社債券�

本要項は、株式会社○○○○（以下「会社」という）が発行する第○回無担保社�

債（以下「本社債」という）にこれを適用する。�

１．本社債の発行総額は、金○○○○円とする。�

２．本社債の債券は、利付き少人数私募債とする。�

３．本社債の金額は、金1,000,000円とする。�

４．本社債の利率は、年5％とする。�

５．本社債の発行金額は、額面どおりとする。�

６．本社債の償還金額は、額面どおりとする。�

７．本社債の転売は、一括譲渡を行う場合以外には、これを行うことはできない。�

８．本社債券は、社債券に表示されている単位未満に分割することはできない。�

以上�

利札�
※利札だけ�
発行する場�
合は、この�
部分だけと�
なる。�

マニュアルqx.PDF用  05.11.10 5:06 PM  ページ 46



47

（様式例１０）社債台帳�

社 債 台 帳�

社債権者ご氏名� 殿�

住所�

変更住所�

社債券発行�

年月日�

譲受又は譲渡人�

氏名�
取得� 譲渡�

年� 月� 日� 券面額�債券番号�金額�券面額�債券番号�金額�券面額�債券番号�金額�

現所有� 摘要�

郵便番号�

郵便番号�
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6．少人数私募債に関する関係法令

（1）社債の発行は株式会社に限られている

⇒【商法第296条、有限会社法第59条】

商法の条文中には「社債の発行は株式会社に限る」との文言はありませんが、

商法296条では「会社ハ取締役会ノ決議ニ依リ社債ヲ募集スルコトヲ得」と規定さ

れ、この規定が商法の株式会社の章のみにあることに基づき、株式会社にのみ社

債の発行が認められると解釈されています。

また、有限会社法第59条第4項では「合併ヲ為ス会社ノ一方ガ社債ノ償還ヲ完了

セザル株式会社ナルトキハ合併後存続スル会社又ハ合併ニ因リテ設立スル会社ハ

有限会社タルコトヲ得ズ」と規定していることから、有限会社では社債が発行で

きないことになります。

（2）少人数私募債の購入者は50人未満でなければならない

⇒【証券取引法第2条第3項、証券取引法施行令第1条の4～7】

証券取引法第2条第3項では、有価証券の募集について規定しており、有価証券

の取得の申込みの勧誘のうち、次に掲げる場合を有価証券の募集に該当するとし、

これに該当しないものを「有価証券の私募」としています。

【以下、抜粋】

一　多数の者を相手方として行う場合として政令で定める場合（有価証券に対

する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者

（以下「適格機関投資家」という。）のみを相手方とする場合を除く。）

二　前号に掲げる場合のほか、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合

イ　適格機関投資家のみを相手方として行う場合で、当該有価証券がその取

得者から適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれが少ないものとして

政令で定める場合

ロ　前号の政令で定める場合及びイに掲げる場合以外の場合（政令で定める

要件に該当する場合を除く。）で当該有価証券がその取得者から多数の者に

譲渡されるおそれが少ないものとして政令で定める場合

そして、証券取引法施行令第１条の4において、多数の者を相手方として行

う場合とは、50名以上の者を相手方として有価証券の取得の申込みの勧誘を

する場合と規定しています。

また、同施行令第1条の6では、少人数向け勧誘に該当しないための要件を

次のように規定しています。
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「当該有価証券の発行される日以前6月以内に、当該有価証券と同一種類の

ものとして内閣府令で定める他の有価証券（カッコ内省略）が発行されてお

り、当該有価証券の取得の申込みの勧誘を行う相手方の人数と当該6月以内に

発行された同種の新規発行証券の取得の申込みの勧誘を行った相手方の人数

との合計が50名以上となることとする」

さらに、同施行令第1条の7では、少人数向け勧誘に該当する場合として、

普通社債に関しては内閣府令で定めるとし、内閣府令でその有価証券は、①

記名式に限る旨の定めがあり、転売制限が有価証券に記載されている、又は

②有価証券の発行枚数が50枚未満であり、分割制限されている旨が有価証券

に記載されている、のいずれかであることが必要であるとされています。

（3）1口の最低発行価格が、発行総額を50で割った額を上回るときには社債管理会社は不要

⇒【商法第297条】

商法第297条では、次のように社債管理会社の強制設置とその例外規定が定めら

れています。

「社債ヲ募集スルニハ会社ハ社債管理会社ヲ定メ社債権者ノ為ニ弁済ノ受領、

債権ノ保全其ノ他ノ社債ノ管理ヲ為スベキコトヲ委託スルコトヲ要ス但シ各社債

ノ金額ガ一億円ヲ下ラザル場合又ハ社債ノ最低額ヲ以テ除シタル数ガ五十ヲ下ル

場合ハ此ノ限ニ在ラズ」

（4）社債の募集総額が1億円未満であれば財務局への届出や告知義務が免除される

⇒【証券取引法第4条第1項第3号、証券取引法第23条の13】

証券取引法第4条では、有価証券の募集又は売出しは、発行者が当該募集又は売

出しに関し内閣総理大臣（実際は各財務局）に届出をしているものでなければ、

することができないと規定されています。ただし「発行価額又は売出価額の総額

が1億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの」等はこの限り

でないとされています。

また、証券取引法第23条の13では、適格機関投資家向け勧誘又は少人数向け勧

誘を行う者について、上記の届出が行われていないことを相手方に対して告知し

なければならないと規定されていますが、「発行価額の総額が1億円を超えない範

囲内で内閣府令で定める金額未満である場合は、この限りでない」とされていま

す。

49
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第3章では、少人数私募債以外の直接金融による資金調達方法をご紹介します。

1．擬似私募債
これまで述べてきたように、少人数私募債は、株式会社にのみ発行が認められ

ています。では、有限会社や個人事業主は直接金融を調達する方法はないのでし

ょうか？

株式会社以外の会社などが活用できる有効な方法が、いわゆる「擬似私募債」

です。「擬似私募債」とは、有限会社や個人事業主が、直接金融で事業資金を集め

る手段の1つで、少人数私募債の手法を用いて、縁故者に「○○債」と名付けた債

券を買ってもらうものです。なお、実態はあくまで民法上に規定されている金銭

消費貸借に当たり、社債ではありません。

しかしこれは、少人数私募債の特徴である、「物的担保よりも社長の信用力・事

業の将来性を判断してもらうこと」をより明確に打ち出した新しい直接金融の手

段といえます。この擬似私募債の活用は、出資者（資金提供者）が積極的に調達

者の「パートナー・支援者」となることにより、新たな販路・ファン層の拡大に

つながるなど、単なる資金面の問題解決にとどまらない様々な効果を生み出して

います。

2．コミュニティ・クレジット
（1）コミュニティ・クレジットとは？

コミュニティ・クレジットとは、日本政策投資銀行（DJB）が提案する地域開

発の新たな金融手法です。

その手法は、地域経済においてお互いに信頼関係にある企業等が連携して金融

プラットホームを設立し、コミュニティの信用に基づき、地域企業への貸出し及

び銀行等からの資金調達を行おうとするものです。

コミュニティの構成企業が互いに資金を拠出しあい、独自の信用情報と高いモ

ラルにより、自ら借入企業の選定とモニタリングを行うことで、地域企業が有す

る本来の実力に見合った信用を創造し、金融機関からの資金調達を円滑化すると

共に、地域の資金を地域に還流させるものです。

（2）神戸におけるコミュニティ・クレジットの取組み

①　神戸コミュニティ・クレジットにみる地域金融の新たな方向

神戸コミュニティ・クレジットは、平成13年11月に日本トラストファンド

株式会社（JTF社）（本社：神戸市）を中心とする、阪神・淡路大震災被災企
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業等のグループ（コミュニティ）が初めて挑戦した地域開発金融の新たな手

法です。

このコミュニティは、JTF社を核に被災企業等15社で構成されています。

JTF社は、「自助・自立の精神による被災地経済の再生」を目的に、被災企

業等の自発的な連携により、平成11年に設立された企業で、これまでも神戸

市内で「神戸駅前大学」を開催し、意欲ある企業や人材の育成、企業間連携

や新規事業の創出を図ってきており、すでに300社を超える企業が駅前大学に

参加しています。

今回、このコミュニティを構成した15社は、JTF社の立ち上げに携わって

きたメンバーで固められています。

②　神戸コミュニティ・クレジットの成果

具体的な成果の一つとして、洋菓子製造販売会社C社の場合は、コミュニテ

政策投資銀行�

みなと銀行�

信託銀行�

（しんきん銀行）�

委託者兼受益者�

（神戸の被災企業等15社のグループ）�

＝コミュニティ�

②融資�
（5,000万円）�

③貸付�
（1億円）�

④返済�

④配当� 貸付について受益者�

のスクリーニング�

③部分保証�

（30％）�①金融の信託�

（5,000万円）�

情報開示�

表明保証�

借入企業6社�

（＝委託者の一部）�

（ア）15社は信託銀行に5,000万円の金銭の信託を行う。�

（イ）銀行は信託銀行に対して、信託財産に責任財産を限定して5,000万円の融資を実

施する。銀行は信託受益権に質権を設定。�

（ウ）信託銀行は１億円の資金を原資にコミュニティから選定された6社に対し同時

に貸付を行う。その際、借入企業は15社のうちの複数の企業から３割程度の部

分保証を受けることが条件となる。�

（エ）６社から貸付を回収し、銀行への返済と残余財産の委託者への交付がなされた

時点でコミュニティ・クレジットは終了する。�

図表11　神戸コミュニティ・クレジットの仕組み�
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ィを中心としたメンバー49人から私募債で約7,000万円を調達し、コミュニテ

ィ・クレジットの資金と合わせて新店舗を出店しました。この事例のように、

借入企業はコミュニティの信頼に応えて意義の高い投資を行い、事業を拡大

する契機としており、コミュニティは他の企業等も巻き込みながら、借入企

業の事業に積極的に関わっていることが伺われます。

（3）長野県高森町商工会の取組み（地域内資金還流型直接金融システム）

高森町商工会では、会員企業の出資により、直接金融の支援等を行う「アルプ

ストラストファンド株式会社（ATF社）」を設立しました。

このATF社は、株式会社である会員企業に対しては、少人数私募債引受け等を

行うことにより資金調達環境の改善を支援する一方、個人事業会員と有限会社会

員については、私募債が発行できないことから、同社の金融資産を金銭信託担保

し、会員が金融機関から無担保・無保証融資を受けることができる「コミュニテ

ィ・クレジット」の仕組みを組み込んでいます。コミュニティ・クレジットにつ

いては、間接金融の方式となるものの、ATF社の信用力を介在させることで、金

融機関が通常の与信取引条件によらない別枠融資（金銭信託部分に加算される部

分は融資実行金融機関の無担保融資を見込む）の方式となっています。

発行企業の未来を担保としている点で、間接金融に依存しなければならない中

小企業金融の環境改善に貢献し、これからの中小企業経営を支援する仕組みとし

て大きな可能性を秘めています。同時に地域内の資金が還流することで町全体を

活性化するシステムとして中小企業と地域の発展に寄与することが期待されてい

ます。
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3．特定社債（信用保証協会による私募債保証制度）
特定社債とは、中小企業の私募債発行を支援する「信用保証協会による私募債

保証制度」です。この制度は、中小企業が発行する私募債を民間金融機関に引受

けてもらいやすくするために、私募債の債務に信用保証協会の保証を付けるもの

です。この特定社債は、適格機関投資家などを対象とするプロ私募債と、特定の

知人等を対象とする少人数私募債の中間的な位置づけといえます。少人数私募債

では必要な資金額を調達することができず、かといってプロ私募債を発行するに

も信用力等の担保が足りないケースなどに利用されています。

中小企業が私募債を発行する際に信用保証協会が発行額の90％を保証する仕組

みで、最大5億円（保証額は4億5千万円）までの私募債発行が可能となります。地

会員企業�

（株式会社）�

会員企業�

（個人・有限会社）�

図表12　長野県高森町における地域資金環流型直接金融システム�
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域の金融機関が引受者となります。発行額の90％が保証されることから、私募債

の利率も制度融資に近い低い水準となり有利です。ただし、信用保証協会への保

証料（有担保：0.75％　無担保0.85％）の支払いが別途必要となります。

対象となる中小企業者は以下のとおりです。問い合わせや申込みは地域金融機

関に直接行ってください。

4．創造的中小企業創出支援事業に基づく直接投資・間接投資
創造的中小企業創出支援事業は、新製品や新サービスの開発に取り組む中小企

業の新株発行や私募債発行などの資金調達を支援することを目的とした公的制度

です。この制度は、中小企業創造活動促進法の研究開発等事業計画の認定を受け

た中小企業者の直接金融を支援します。また、中小企業創造活動促進法の実施主

体である都道府県の財団等（ベンチャー財団）が同法の計画認定に類すると認め

た中小企業者も対象となります。

ベンチャー財団は、対象中小企業者（創造的中小企業）に以下の事業を講じて

います。

詳細は、各都道府県に設置されているベンチャー財団にお問い合わせください。

（1）直接投資

ベンチャー財団が創造的中小企業に対して株式・私募債の引受けを行います。

（2）間接投資

ベンチャー財団が、特定ベンチャーキャピタル（特定ＶＣ）と契約し、特定Ｖ

Ｃを通じて株式・私募債の引き受けを行います。

55

＊用語解説�

純資産額＝資本の額（資本金を含む）�

自己資本比率＝資本の額（資本金を含む）÷総資産×100�

純資産倍率＝資本の額（資本金を含む）÷資本金�

使用総資本事業利益率＝（営業利益＋受取利息・受取配当金）÷資産の額×100�

インタレスト・カバレッジ・レーシオ＝（営業利益＋受取利息・受取配当金）÷（支払利息＋割引料）�

自己資本比率�

純資産倍率�

使用総資本事業利益率�

インタレスト・カバレッジ・レーシオ�

純資産３億円以上５億円未満の中小企業者�

20％以上�

1.5倍以上�

10％以上�

1.5倍以上�

純資産５億円以上の中小企業者�

15％以上�

1.5倍以上�

５％以上�

1.0倍以上�

備考�

�
どちらかを充足�

�
どちらかを充足�

図表13　対象となる中小企業者の要件�
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（3）債務保証

ベンチャー財団と契約した特定ＶＣが創造的中小企業の私募債を引受ける際に、

70％の部分について債務保証を行います。

（4）ベンチャーリース

創造的中小企業に対して設備リース・割賦販売を行います。

5．出資・増資
株式会社が出資や増資を受けるということは、返済義務のない資金を調達し、

財務体質をよくするということから喜ばしいことです。しかし、手続きや所有割

合などの資本政策を誤ると思わぬマイナスを被ることになります。ここでは出資

や増資という概念よりも、それらを受ける場合の留意点を中心に説明していきた

いと思います。

株式発行の手続きには、株主割当による新株発行、募集による新株発行、第三

者割当による新株発行があります。定款に記載されている「会社が発行する株式

の総数」つまり、授権資本の範囲内であれば、取締役会の決議で発行が可能です。

授権資本をオーバーする発行を行うならば、株主総会を開いて定款を変更しなけ

ればなりません。また、中小企業の場合、不特定多数の方に発行することはない

出資�

無利子融資�

無利子融資�

②間接投資�

④リース�

①新株・社債引受� ②新株・社債引受�

③債務保証�

信用保険�

国�

中小企業基盤整備機構�

特定VC

都道府県�

ベンチャー財団�

創造的中小企業�

図表14　創造的中小企業創出支援事業のスキーム�
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と思いますが、投資家の数（50人以上）と発行金額（1億円以上）によっては証券

取引法の規制を受けて、有価証券通知書あるいは有価証券報告書の財務局への提

出が求められます。

株主権についても注意が必要です。資金を多く調達すれば財務構造は良くなり

ますが、第三者の株主比率が高まります。第三者が総株主の議決権の51％以上保

有してしまうと、経営権を失います。34％以上保有してしまうと経営者単独で定

款変更等の株主総会特別決議を採決することができなくなります。また、3％以上

保有となると帳簿閲覧権が発生します。

株主比率を高めず、多くの資金を調達するためには、株価を上げることが必要

です。株価の算定は、経営成績、財政状態、成長性、株主構成、株式所有者の経

営参加の関係等で大きく異なります。算定方法としては、純資産方式、収益還元

方式、配当還元方式、類似業種（会社）比準法などがありますので、詳しくは中

小企業診断士等にご相談ください。

また、中小企業への優遇税制や各種補助金・制度融資等は、資本金の額で決ま

ります。資本金が1億円を超えると、法人税率が課税所得800万円までの分が22％

から30％に上がります。また、資本金が増えることにより、図表15の中小企業の

定義から外れてしまう場合があります。そうなると、各種補助金・低利の制度融

資・共済制度等が受けられなくなりますので、増資に関しては、その点も気をつ

けて資本政策を行うようにしてください。

なお、平成9年に、売上高1億円に満たない企業や赤字企業でも登録できる「グ

リーンシート市場」が発足するなど、多様な市場が発足・整備されており、これ

らを活用した資金調達も検討してみてはいかがでしょうか。

6．地域中小企業再生ファンド
地域中小企業再生ファンドは、民間の投資事業を行うベンチャーキャピタルが

業務執行組合員（無限責任組合員：ファンドの運営に全責任を負う者）となって
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＊「資本金」「従業員」のどちらかが合致していればよい。�

図表15　中小企業の定義�

業　　種�

製造業・建設業・運輸業等�

卸売業�

サービス業�

小売業�

資本金�

３億円以下�

１億円以下�

5,000万円以下�

5,000万円以下�

従業員�

300人以下�
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100人以下�

50人以下�
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組成されます。中小企業基盤整備機構や地域金融機関などが中小企業再生ファン

ドへの出資を行い、中小企業再生ファンドが再生に取り組む中小企業に対する投

資事業を行うことにより、これら中小企業の資金調達を円滑化し、中小企業の再

生を支援していくことを目的としています。

中小企業再生ファンド自体は、短期的な利益獲得を目指すのではなく、各地に

設置された中小企業再生支援協議会と連携し、中期的に株式等を保有して継続的

な支援を行っています。中小企業再生支援協議会とは産業活力再生特別措置法に

基づき、経営不振に陥った中小企業の経営再建を支援するために、各都道府県に

設置された機関です。多くの場合、商工会議所等が事務局になっています。ただ

し、中小企業再生ファンドはすべての都道府県に設置されているわけではありま

せんので、各都道府県中小企業再生支援協議会にお問い合わせください。

中小企業再生ファンドの例はスキーム図のとおりです。債務過剰等により経営

状況が悪化しているが、財務リストラや事業の見直しなどにより再生が可能な中

小企業者を対象としています。

経営支援� 連携�

出資�

出資�

出資�

連携�

出資・私募債引受�

事業計画策定支援�

連携�

ファンドの運用�

相談�

A県中小企業再生支援協議会�

中小企業再生ファンド�
（投資事業有限責任組合）�

Aベンチャーキャピタル�

地域金融機関�

中小企業基盤整備機構�

地域金融機関�

地元優良企業�

中
小
企
業�

図表16　地域中小企業再生ファンドのスキーム（A県の例）�
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