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自己変革を遂げて躍動する
中小企業・小規模事業者



第1章
起業・創業

起業・創業は、産業の新陳代謝の促進、経営資源の有効活用、雇用の創出等により、我が国経済を活性
化させている1。しかし、新たに誕生した企業は、起業時及び起業後に発生する課題に対応できなければ、
退出を迫られかねない。こうした中、我が国の開廃業率は、米国や英国に比べて低迷しているのが実情で
あるが、開業率が廃業率を上回るとともに、中長期的には米英並みの水準への引上げを目指していく2。
また、起業して間もない企業、いわゆるスタートアップ企業が、継続的に発展・成長するためには、自己
変革を重ねることで、事業を進める上で直面する様々な課題に、柔軟に対応する必要がある。
本章では、「起業の実態に関する調査3」により、地域需要創出型とグローバル成長型の二形態に焦点を
当て、さらに、起業の準備段階から経営が安定するまでの過程を、萌芽期、成長初期、安定・拡大期の三
段階に分け、各段階で生じる課題や、必要となる経営資源を分析する。これにより、起業の形態や発展・
成長の各段階によって変化する、求められる支援の内容を明らかにする。

第1節 多様に展開する起業

起業家は、性別、年齢、起業動機、選択する事

業分野、経営志向等で異なる側面を持ち、彼ら・

彼女らによる起業の姿も多様である。本節では、

様々な特徴を有する起業を、事業の経営方針と今

後の目指す市場により、地域需要創出型とグロー

バル成長型の二形態に分類し、それぞれの属性や

地域にもたらす影響を概観する。

1．起業形態の分類
第2-1-1図は、スタートアップ企業が目指して
いる今後（3年後程度）の市場を、事業経営の方
針別に示したものである。これを見ると、まず、

起業家の事業経営方針については、約3割が「規
模を拡大したい」と回答しているのに対し、約7
割が「規模の拡大より、事業の安定継続を優先し

たい」と回答しており、スタートアップ企業には、

成長志向の企業のみならず、事業の安定を優先す

る企業も多数存在することが分かる。

さらに、事業経営方針ごとに、目指している今

後の市場を見ると、「規模を拡大したい」と回答

した成長志向の企業の約4割が同一市町村、同一

都道府県、約5割が全国、約1割が海外と回答し
ている。規模拡大を志向するスタートアップ企業

であっても、今後の市場として、海外を目指す割

合は1割程度であり、国内の市場が、スタート
アップ企業の初期の成長にとって、重要な市場で

あることがうかがえる4。

一方で、「規模の拡大より、事業の安定継続を

優先したい」と回答した企業では、約6割が、同
一市町村、同一都道府県と回答しており、より地

域に身近な事業展開を志向する割合が高くなって

いる。

こうした傾向を踏まえ、事業経営方針として

1 中小企業白書（2011年版）p.186を参照。
2 各国の開廃業率については、付注2-1-1を参照。
3 中小企業庁の委託により、三菱UFJ リサーチ＆コンサルティング（株）が、2012年11月に2000年以降に起業された企業30,000社（うち、特定非営利活動法人1,000
法人）を対象に実施したアンケート調査。回収率17.5％。詳細は、参考資料を参照。

4 中小企業白書（2012年版）では、「需要の創出・獲得に挑む事業活動」として、海外展開を取り上げ、その中で、海外でコンテンツ配信事業を行うベンチャー企業
の事例（p.89）を紹介している。また、後掲事例2-1-1は、ネット家電の分野でグローバル市場を目指している企業である。情報通信業等の、起業が盛んな分野で
は、当初から国内外の市場を目指した事業活動が広がっていくことが期待される。
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　事業経営方針については、「その他」は除いて集計している。
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第2-1-1図 事業経営方針と目指している今後（3年後程度）の市場による起業形態の分類

「規模の拡大より、事業の安定継続を優先した

い」と回答し、かつ、目指している今後の市場と

して、「同一市町村」又は「同一都道府県」と回

答している企業を「地域需要創出型」、事業の経

営方針として、「規模を拡大したい」と回答し、

かつ、目指している今後の市場として、「全国」

又は「海外」と回答している企業を、「グローバ

ル成長型」と呼ぶこととする5。起業活動は多様

であり、この二形態に収まりきるものではないこ

とはいうまでもない。スタートアップ企業の中に

は、後に事例で紹介している起業家たちのよう

に、規模の拡大を志向せず、事業の安定を優先し

ながらも、全国に販路を拡大し、成功を収めた者

も多数存在しているであろう。このことに留意し

つつ、対比的なこの二つの起業形態に焦点を当

て、分析を進めていくことにより、起業の現状や

課題を明らかにしていきたい。

2．起業の特徴
まず、地域需要創出型とグローバル成長型の起

業を比較しながら、それぞれの起業形態の特徴を

見ていく。

■スタートアップ企業の特徴
スタートアップ企業の特徴を、起業形態別に見

てみよう6。第2-1-2図は、スタートアップ企業の
主要市場を起業形態別に比較したものである。地

域需要創出型では、「対個人消費者向け」の割合

が、グローバル成長型に比べて高くなっており、

より身近な事業展開となっていることがこのこと

からもうかがえる。

5 二つの起業形態の名称は、「〝日本の未来”応援会議～小さな企業が日本を変える～」（中小企業白書（2012年版）p.160参照）が2012年6月に行った取りまとめに
盛り込まれたものに沿っている。同取りまとめでは、次のとおり、両形態を示している。
「地域需要創出型」：「都市・地方を含め、若手・女性層などが中心となって、個人や少数従業員の企業、複数人による協働をはじめ、活力ある〝小さな企業”とし
て、主として地域の需要や雇用を支えるものとして起業・創業するもの（※ネット販売を通じ、国内外に販路拡大をすること等はあり得る）」
「グローバル成長型」：「大企業等からのスピンアウト人材等が、高度な技術・サービス・システムや革新的なビジネスモデルなどをベースに、グローバル市場の獲
得を念頭に迅速な事業拡大を目指して起業・創業するもの」

6 起業形態別の業種については、付注2-1-2を参照。
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　｢その他｣は除いて集計している。
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第2-1-2図 起業形態別の主要市場

資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
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第2-1-3図 起業形態別の売上高と売上高年平均伸び率

次に、起業形態別に、売上高と従業員数を見て

みる。売上高とその伸び率、従業員数の伸び率

は、グローバル成長型が地域需要創出型を上回っ

ている（第2-1-3図、第2-1-4図）。
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
(注)　平均従業員数は、平均値－（標準偏差×3）未満及び平均値+（標準偏差×3）超の数値を異常値として除いている。
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第2-1-4図 起業形態別の従業員数の推移

相対的に数の少ないグローバル成長型の起業

は、以下の事例のように、急速な成長により、雇

用や経済活動に影響を与えている7。

7 グローバル成長型では、「やりがいのある就業機会の提供」で地域・社会に影響を与えていることを後掲第2-1-8図で示している。
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事　例

パソコンを介さずにライブ動画共有サイトで映像配信を行える
映像配信機「LiveShell PRO（ライブシェルプロ）」

萌芽期の資金面等の課題を乗り越え、
グローバル市場で支持される製品を創造するネット家電ベンチャー

東京都千代田区の株式会社 Cerevo（従業員10名、資
本金2億460万円）は、インターネットにつながる家電
製品の開発・設計・販売を行う企業である。同社の主力
製品は、市販のビデオカメラに接続すれば、パソコンを
介さずに動画共有サイトで映像配信を行える装置であ
り、その独自性から、国内外の多くの利用者から支持さ
れている。
同社は、顧客ターゲットを設定せず、高まりつつある
需要をグローバルに捉え、公開されている技術や設計情
報を活用して開発期間を短縮し、大企業に先駆けて製品
を投入するビジネスモデルで成長している。現在、同社
の売上高の約4割は海外向けである。
大手の家電メーカーに勤務していた同社の岩佐琢磨社
長は、起業家が集う勉強会やブログを活用することで、
起業準備を着実に進めた。自己資金と十人前後の支援者
からの数十万円単位の出資で資金を確保して起業した同
社であったが、その後の資金調達が課題となった。結果
として、第三者割当増資により資金調達できたが、リー
マン・ショックの影響から、出資を受けるまでに、考え
ていた以上に時間が掛かり、その間の岩佐社長自身の生
活費や技術者の人件費の工面に苦労した。また、その後

の製品開発段階では、部品調達が大きな課題となった。
国内では、大口注文しか引き受けない業者や新規企業と
の取引を控える業者が多いため、インターネット上の
マッチングサイトで余剰在庫を抱える海外の部品業者を
発掘し、必要最小限の量での部品調達を可能とした。
2007年に起業した岩佐社長であったが、近年の起業
環境について、「働き方が多様化し、様々な働き手を活
用することで、固定的な人件費を抑えることができる。
また、インターネットによる商品の先行予約やオープ
ン・ソース・ハードウェア8の広がりにより、資金調達
や製品開発も容易になった。このため、これまで開発に
多大な費用を要したハードウェア分野でも、自分が起業
した時よりも、更に起業しやすい環境が整いつつある。
当社は、そうした環境を最大限活用し、グローバルニッ
チな製品を作っていきたい。」と話している。

2-1-1：株式会社Cerevo

8 オープン・ソース・ハードウェアとは、設計情報が公開され、誰でも自由に製造・改変・再配布できるハードウェアである。
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事　例

ファルコンシステムによって可視化された使用電力量

起業形態別にスタートアップ企業の所在を見る

と、地域需要創出型の6割強が、三大都市圏の中
心市が所在しない道県内に所在している一方、グ

ローバル成長型では、三大都市圏の中心市が所在

する都府県内に所在する企業が6割強となってい
る（第2-1-5図）。ここから、地域需要創出型の
スタートアップ企業が、地域経済の重要な担い手

となっていることが分かる。

大震災を機に省エネ・節電支援サービスを新事業展開するベンチャー企業

東京都足立区の株式会社エナリス（従業員80名、資
本金9,500万円）は、電力マネジメント事業等を手掛け
る2004年設立のベンチャー企業である。
1990年代後半、短資会社に勤務していた同社の池田
元英社長は、米国で電力取引業務を経験したことをきっ
かけに、日本でも電力に関係する業務を事業化しようと
考えた。1999年に電力卸取引を行う社内ベンチャーを
立ち上げた後、当時最大の顧客だった大手電機メーカー
に転籍した池田社長は、企業グループ全体の電力使用効
率向上に取り組み、購入電力を1割削減することに成功
した。2004年には、これまで培った電力マネジメント
に関するノウハウ等をもとに同社を設立し、2007年に
PPS9の業務代行事業を開始した。PPS は、系統全体の
安定性を維持するために、需要量と供給量の差（インバ
ランス）を、30分ごとに3％以内に収めることが求め
られており、需給バランスを常時監視しながら、発電所
の出力や需要家の電力消費を調整する必要がある。同社
では、こうした PPS に義務付けられている業務を代行
している。
さらに、東日本大震災後の節電ニーズの高まりを受
け、2011年5月、「FALCON SYSTEM」と呼ばれる省エ
ネ・節電支援サービスを新事業として開始した。これ
は、無理なく効率的に節電することを目的に作られたク
ラウド型システムであり、PPS 業務代行の仕組みを応用
して、全国各地に分散する顧客企業の拠点の状況を監視
し、グループ全体を一括して管理することができる。具
体的には、天候や操業スケジュール等をもとに翌日の目
標使用電力量を設定した上で、使用電力量をリアルタイ

ムで可視化し、目標値を超えそうな場合には警報をメー
ル等で発信する。また、空調機等に取り付けた自動制御
機器を遠隔制御して、出力調整を行うオプション機能も
有する。
同システムの最大の特徴は、PPS 業務代行において
培ってきた需要予測技術にある。社内で独自に気象予測
を行い、自社開発した需要予測アルゴリズムを活用する
などして、高精度な予測を実現した。また、同社は顧客
に対して、電力使用の運用改善を優先して提案し、それ
でも効果が不十分だった場合には、省エネ機器の導入を
勧めている。こうした強みが、中小規模ビル向けのエネ
ルギー管理システムとして、顧客に高く評価され、経済
産業省のエネルギー管理システム導入促進補助事業にお
いては、契約件数でトップを誇る。
事業の拡大に伴い、起業当時6名だった従業員は、約
13倍となった。池田社長は、「企業が成長するにつれ、
プロジェクトを管理する人材の育成が重要になる。外部
研修の情報等があれば、スムーズな成長に役立つ。」と
語る。

2-1-2：株式会社エナリス

9 特定規模電気事業者（Power Producer and Supplier）。自家発電や工場の余剰電力等から調達した電気を、一般電力事業者の送電線網を使用して契約電力50 kW以
上の需要家に供給する事業者のこと。
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング（株））
（注）　ここでは、三大都市圏を、関東大都市圏、中京大都市圏、京阪神大都市圏とし、三大都市圏中心市が所在する都府県を、埼玉県、千

葉県、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県としている。

0% 100%

三大都市圏中心市が所在する都府県三大都市圏中心市が所在しない道県

グローバル成長型
      （n=690）

地域需要創出型
（n=1,809）

36.836.8

62.562.5

63.263.2

37.537.5

第2-1-5図 起業形態別のスタートアップ企業の所在

資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
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（n=1,585）
平均：41.2歳
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第2-1-6図 起業形態別の起業家の各段階の年齢

■起業家の属性
次に、起業家の属性を起業形態別に見ていく。

第2-1-6図は、起業を意識した年齢と実際に起業
した年齢を、起業形態別に比較したものである。

これを見ると、グローバル成長型の起業家は、起

業を意識した年齢及び実際に起業した年齢共に、

地域需要創出型の起業家より低く、早い段階から

起業を意識しながら、事業に関する経験やノウハ

ウを、就業経験の中で獲得し、起業している可能

性がある。

一方で、地域需要創出型の起業家は、ある程度

の就業経験を積んだ後、やりたいことの延長線上

として起業を意識し始めているのではないか、と

考えられる。
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．縦軸は、起業形態別の女性起業家の割合/アンケートの回答者全体に占める女性起業家の割合。
　　　２. 「その他」は、アンケート回答企業全体から「地域需要創出型」、「グローバル成長型」の企業を除いた企業を集計している。
　　　３．n値は、各起業形態における、起業家の性別を回答した企業数である。

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

その他（n=2,616）グローバル成長型（n=690）地域需要創出型（n=1,799）

（アンケート全体に占める女性起業家の割合を１としている。）

1.401.40

0.700.70

0.810.81

第2-1-7図 起業形態別の女性起業家割合の比較

また、第2-1-7図は、アンケートに回答した起
業家全体に占める女性起業家の割合を1とし、起
業形態別に、起業家に占める女性の割合を比較し

たものである。これを見ると、地域需要創出型に

占める女性起業家の割合は、グローバル成長型と

比較して高く、女性起業家は、地域需要創出型の

起業において、重要な役割を担っていることが分

かる。

3．起業が地域にもたらす効果
以上、それぞれの起業形態を比較しながら、そ

の特徴を見てきたが、地域にもたらす影響にも、

起業形態により違いはあるのだろうか。

第2-1-8図は、事業形態による差を取り除くた
め、個人消費者向け事業を行う起業家に焦点を当

て、起業が、地域や社会にどのような影響を与え

ているのかを、起業形態別に比較したものであ

る。

これを見ると、地域需要創出型の起業は、地域

住民の生活の充足や質の向上に寄与している一

方、グローバル成長型の起業は、地域における雇

用の創出に、大きな役割を果たしている。これ

は、起業時に地域資源を活用した起業家に焦点を

当てた場合でも同様であり10、起業形態が異なれ

ば、地域に与える影響も異なることが分かる。

10 地域資源を活用した起業が地域・社会に与えた影響については、付注2-1-3を参照。
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．各項目の割合は、地域・社会に与えた影響について「良い影響があった」、「ある程度良い影響があった」と回答した企業を集計

している。
　　　２．主要市場が「対個人消費者向け」と回答した企業を集計している。
   　　３．各回答項目における（　）内のn値は、左側が「地域需要創出型」、右側が「グローバル成長型」の企業数である。

0 10 20 30 40 50 60 70

グローバル成長型地域需要創出型

地域の安心安全､福祉医療の充実
（n=580/n=140）

地域のコミュニティづくりや伝統文化の継承
（n=644/n=149）

地域産業の発展に貢献する財・サービス・
ノウハウの提供

（n=641/n=147）

事業利益の地域への還元
（n=627/n=146）

やりがいのある就業機会の提供
（n=646/n=149）

地域で生活する人々の生活の充足や質の向上
（n=656/n=149）

（%）

25.025.0

34.934.9

40.840.8

45.245.2

61.161.1

55.055.0

34.134.1

34.034.0

35.335.3

38.438.4

48.948.9

62.262.2

第2-1-8図 起業形態別の起業が地域・社会に与えた影響（対個人消費者向け）

全体の約4割を占める地域需要創出型の起業
は、市場の大きさに合わせた小規模な起業であり

ながら、大規模な企業では対応が困難な、地域で

求められる商品やサービスを提供することで、地

域住民の生活の充足や質の向上に寄与している例

も見られる。
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事　例

運動指導の風景

経営ノウハウの不足を乗り越え、地域住民の健康増進に取り組む若手起業家

熊本県熊本市の株式会社くまもと健康支援研究所（従
業員50名、資本金1,500万円）は、同社社長の松尾洋
氏が、大学卒業後に特定非営利活動法人に所属しなが
ら、取り組んでいた自治体向けの保健指導・介護予防事
業を引き継ぐ形で、従業員10名程度の規模で2006年に
株式会社としてスタートした。
起業時、松尾社長は、熊本大学大学院医学部で、地域
における健康なまちづくりをテーマに学んでいた。この
ため、同社は大学発ベンチャーとして注目され、事業立
ち上げ時の資金調達については、自治体と金融機関が運
営する起業支援組織の出資や助成金によって行うことが
できた。しかし、民間企業での勤務経験がない松尾社長
にとって、組織の拡大に伴う総務・経理・人事の問題に
一人で対応しなければならないことは、大きな負担で
あった。そこで、松尾社長は、経営コンサルタントと契
約し、マネジメント経験のある人材を総務・人事の責任
者として採用し、自身が営業や新規事業の企画立案に集
中できる環境を整えた。
また、その後の段階では、従業員の就業環境が課題と
なった。女性が業務の重要な担い手である同社にとっ
て、結婚・出産後も働き続けられる環境の整備は、急務

であった。そのため、同社は、熊本市内のショッピング
センター内に事業所を設置し、同社の従業員も利用でき
る子育て支援サービスと、本業である高齢者介護予防の
サービスを提供する事業を始めている。
同社は、栄養指導・運動指導を主な事業として、県内
の15の基礎自治体と契約を結ぶとともに、地域の店舗
で使える買物券「健康マイレージ」を活用した、独自の
健康増進プログラムにより、地域の小規模事業者とも連
携した地域活性化にも、取り組んでいる。

2-1-3：株式会社くまもと健康支援研究所
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事　例

同社の「おかず箱」

新たな経営者を迎え、地域に根ざした新事業で雇用を生み出す企業

秋田県由利本荘市の株式会社岩城のかあさん（従業員
59名、資本金1億円）は、ジャム、カレー等200種類程
度のレトルト食品を製造する企業である。2001年創業
の同社は、一時、業績が低迷し、従業員が1名になるな
ど、ほとんど休眠状態に陥ったが、2007年に中塚総紀
氏を社長として迎え入れ、再出発を図った。中塚社長
は、当時、記者として全国を巡り、農業を中心とする生
産者の販路拡大の企画や地域活性化支援の仕事をしてい
たが、介護事業も手掛けている同社会長の岩城祐子氏を
取材した際に、岩城会長の「地元に貢献する」という強
い思いに感銘を受け、社長に就任した。その時の同社が
扱う商品はジャム1種類であり、事業を立て直すために
は売上増が必要として、新商品開発に取り組んだ。新商
品開発に当たっては、「薬箱のように、手元にあってい
つでも使用できるおかずがあれば、便利。」との岩城会
長のアイディアを手掛かりに、常温保存ができる様々な
総菜等を利用者の自宅に置いてもらう「おかず箱」の事
業を考えた。
その仕組みは、「おかず箱」を無料で届け、使っても
らうことから始まる。そして、追加注文を受け配達員が
届ける際、無くなっている総菜を確認し、その代金を受
け取るというものである。利用者は独居高齢者も多く、
買い物が困難であっても、このサービスを利用すること

で、手軽に充実した食生活を送ることができる。1～2
週間に1回程度の配達があるため、配達員との会話を楽
しみにしている高齢者もおり、配達員が1時間以上も引
き止められて話をすることもあるという。
同社は、「地元に貢献する」という理念での事業活動
を行っており、食材の多くは地元の農産物である。形の
そろっていないものを市場価格に近い価格で買い取って
いるため、地元農家からの問い合わせも多い。また、2012
年11月に新設した工場は、廃校となった地元の小学校
の校舎を再利用しており、同校を卒業した従業員は、母
校が取り壊されずに残ったことを喜んでいるという。

2-1-4：株式会社岩城のかあさん
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▶▶

0% 100%

特定非営利
活動法人
（n=138）

資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　1．「その他｣は除いて集計している。
　　　2．「情報通信業」、「運輸業」、「金融業、保険業」、「不動産業、物品賃貸業」は、「その他のサービス業」に含めて集計している。

小売業
専門･技術サービス業
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　主要業種として、「医療、福祉」と回答した企業を集計している。

売上高

売上高年平均伸び率

0.5 10.1 34.8 21.7 29.8 3.0

8.6 27.8 12.6 23.7 27.3

4.3 10.6 36.2 30.9 18.1 0.0

8.0 27.3 21.6 20.5 22.7

組織形態別のスタートアップ企業の売上高と売上高伸び率（医療、福祉のみ）

特定非営利活動法人の起業の現状
本コラムでは、社会が抱える様々な課題の解決に取り組む主体として、存在感を増している、特定非営利活動法人
の起業の現状を見る。
今回のアンケート調査で回答が得られた特定非営利活動法人が起業した業種を示したものを見ると、医療、福祉分
野での起業が約7割を占めていることが分かる。このため、本コラムの分析では、起業した業種による差を取り除く
ため、医療、福祉の業種に焦点を当て、特定非営利活動法人と株式・有限会社との比較を行う。

組織形態別に売上高の状況を見ると、売上高の規模や伸び率は、組織形態による差があまりないことが分かる11。

コラム 2-1-1

11 組織形態別の従業員数、所在、起業家の年齢については、付注2-1-4、付注2-1-5、付注2-1-6を参照。
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0% 100%

男性女性

株式･有限会社
（n=202）

特定非営利
活動法人
（n=93）

資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　主要業種として、「医療、福祉」と回答した企業を集計している。

17.3

52.7

82.7

47.3

組織形態別の起業家の性別（医療、福祉のみ）

資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．各項目の割合は、地域・社会に与えた影響について「良い影響があった」、「ある程度良い影響があった」と回答し

た企業を集計している。
　　　２．主要業種として、「医療、福祉」と回答した企業を集計している。
　　　３．各回答項目における（　）内のn値は、左側が「特定非営利活動法人｣、右側が「株式・有限会社」の企業数である。
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（%）

41.4

45.5

42.1

73.2

78.5

87.7

34.1

51.7

58.9

82.4

84.8

91.5

組織形態別の起業が地域・社会に与えた影響（医療、福祉のみ）

次に、組織形態別に起業家の性別を見ると、特定非営利活動法人では、過半が、女性起業家となっていることが分
かる12。

また、組織形態別に、起業が地域や社会に与えた影響を見ると、両方の組織形態共に、前掲第2-1-8図と比べ、全
般的に高くなっている。両方の組織形態を比べると、各項目において、総じて特定非営利活動法人が、株式・有限会
社より、やや高くなっていることが分かる。

12 後掲事例2-1-5では、特定非営利活動法人を設立した女性起業家を紹介している。
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事　例

同社従業員による病児保育の様子

先輩起業家や外部機関の支援を受け、
女性が安心して働くために必要なサービス提供に取り組む女性起業家

大阪府大阪市の特定非営利活動法人ノーベル（従業員
22名）は、病児保育事業に取り組む法人である。同法
人は、サービス利用会員の負担を和らげ、経営を安定さ
せるため、共済型の仕組みを取る。現在では、利用希望
者の多い大阪市内での活動を行っており、地域に密着し
たサービスを提供している。
同法人代表理事の高亜希氏は、民間企業で勤務した
後、韓国に留学していた。しかし、以前の職場の同僚や
先輩が、出産により就労が困難な状況にあることを聞い
た高代表理事は、「女性が子どもを産んでも、当たり前
に働き続けられる社会」を目指すため、病児保育事業で
の起業を志し、思いを実現するため、同事業を運営する
特定非営利活動法人フローレンス13で活動した後、
2009年に独立・起業した。
起業に当たっては、資金面や情報発信面で課題に直面
したが、外部機関の支援により、乗り越えている。資金
については、事業を立ち上げた際には、助成金、寄付、
親族からの借入等によって調達し、起業後、更なる資金
が必要になった時点で、民間支援組織の無利子融資制度
を利用した。
また、情報発信については、起業当初は、高代表理事

がホームページを作成して対応したが、更新のための費
用等の課題に直面した。そこで、起業支援を行う特定非
営利活動法人のプロボノ14派遣サービスを利用し、専門
家の技術を活用することにより、無償で、より効果的な
ホームページを構築した。
「今後も、女性の社会進出をサポートできるよう、
様々なことに挑戦したい。」と力強く語る高代表理事は、
今後、一人親家庭でも利用できるような価格帯でのサー
ビス提供を、実現する仕組みづくりに取り組んでいる。

2-1-5：特定非営利活動法人ノーベル

13 同法人は、中小企業白書（2010年版）p.136にて、「病児保育に取り組み仕事と家庭の両立を支える法人」として紹介されている。
14 プロボノ（pro bono）とは、「pro bono publico」を略した英単語で「公益のために」という意味。実際には、「公益のために無償で仕事を行う」ことを指してお
り、ソーシャルビジネス推進研究会報告書（2011年3月）では、「企業人材や士業等の専門家によるスキルを活かした社会貢献活動」としている。
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．「始期～終期」及び「平均従業員数」は、平均値－（標準偏差×3）未満及び平均値＋（標準偏差×3）超の数値を異常値として除

いている。
　　　２．「萌芽期」、「成長初期」、「安定・拡大期」通算の回答数上位8項目を表示している。
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第2-1-9図 萌芽期における起業形態別の起業・事業運営上の課題（複数回答）

第2節 萌芽期における起業・事業運営上の課題

1．ライフステージで変化する起業の課題
スタートアップ企業が、地域経済において主要

な存在となるためには、事業を継続する必要があ

るが、様々な課題により、起業後、短期間で退出

を迫られる企業は少なくない15。また、一口に課

題といっても、起業という行為は、起業準備から

起業後の発展・成長までの過程における一時点で

あり、かかる過程の中で、同一の企業であって

も、課題や必要な経営資源の内容は大きく変化す

る。

本節では、起業形態や起業後の発展・成長の段

階で異なる課題を分析し、きめ細やかな支援とし

て求められるものを明らかにする。ここでは、起

業準備時から事業が軌道に乗るまでの発展・成長

の過程を次の三つの段階に分けて、分析を進めて

いくこととしたい。

2．萌芽期における課題と支援
第2-1-9図は、萌芽期における起業・事業運営
上の課題を示したものである。これによると、

「資金調達」、「起業・事業運営に伴う各種手続」、

「経営に関する知識・ノウハウの習得」が、起業

形態にかかわらず、課題とする起業家の割合が高

いことが分かる。

①萌芽期

本業の製品・商品・サービスによる売上が

ない段階（始期は起業の準備に着手した時

期とする。）

②成長初期

売上が計上されているが、営業利益が黒字

化していない段階

③安定・拡大期

売上が計上され、少なくとも一期は営業利

益が黒字化した段階

15 中小企業白書（2011年版）p.187参照。
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
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第2-1-10図 萌芽期における起業形態別の資金調達先（複数回答）

それでは、萌芽期における代表的な三つの課題

を、それぞれ見ていくこととする。まず、「資金

調達」の課題について見てみよう。萌芽期におけ

る資金調達先として、預貯金や副業収入を含む自

己資金と回答する企業は9割に上っており（第2-
1-10図）、金融機関の役割が高まっている成長初
期及び安定・拡大期に比べ、特徴的である16。

次に、株式会社日本政策金融公庫総合研究所が

行っている「新規開業実態調査17」により、開業

時に準備した自己資金額を見ると、中央値が230
万円となっている一方で、開業費用の推移を見る

と、低下傾向にあるものの、直近の2011年度に

おいて、中央値は620万円となっており、依然と
して、自己資金以外での調達を必要とする起業家

が多く存在することがうかがえる（第2-1-11図）。
こうしたことから、この段階の起業家に対する

政策的な資金調達支援を工夫する必要がある。

16 成長初期及び安定・拡大期における起業形態別の資金調達先については、付注2-1-7、付注2-1-8を参照。
17 1991年度以降、株式会社日本政策金融公庫の融資先を対象に実施しているアンケート調査。毎年ほぼ同様の要領で継続的に実施しており、2012年度調査では、
782社が回答。アンケート結果は、日本公庫融資先の状況を見たものであることに留意が必要である。
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資料：（株）日本政策金融公庫総合研究所「新規開業実態調査」
(注)　開業時に準備した自己資金額については、2012年度新規開業実態調査を用いている。
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第2-1-11図 開業時に準備した自己資金額と開業費用の推移
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事　例

北海道産素材を用いた商品

北海道産亜麻の栽培に取り組み、全国に向けた販売事業で起業した若手経営者

北海道札幌市の株式会社北国生活社（従業員4名、資
本金2,500万円）は、道内の機能性素材を用いた商品の
企画・販売等を行う企業である。
道内において、素材の研究開発に取り組む企業の多く
は小規模であり、素材が開発できても、マーケティング
や販路開拓が課題となり、事業化が困難となっている。
同社は、北海道産の機能性素材を、道外の事業者や消費
者にワンストップで提供する体制を構築することで、素
材供給を安定した事業として成り立たせることを目指し
ている。
出身地である北海道で、農家になりたいとの思いを
持っていた、同社社長の内藤大輔氏は、農家になるとし
ても流通を知っている必要があると考え、東京で大手商
社に数年勤務した後、北海道に戻った。そこで、農業研
修の際に知り合ったアルバイト先の建設コンサルタント
会社の社長と、国内では40年ぶりとなる亜麻の栽培に
取り組むため、有限会社亜麻公社を設立した。
起業当初、食品・化粧品関係の製品開発や販路開拓等
に関する知識はほとんどなかったが、道内の公的機関や
インキュベーション施設を運営する経営者、前職の同僚
等の支援により徐々に成長していった。また、亜麻栽培
に協力してもらえる農家についても、道内の各地を訪ね
回り、ようやく当別町のある農家から協力を得た。その
農家は、もともと、土づくりや減農薬農法に取り組む地
元でも有名な農家であったことから、その農家を通じ
て、協力してくれる農家を少しずつ見付けることができ
た。

その後、亜麻の生産が軌道に乗った段階で、販売会社
として、同社が起業された。起業当初は、資金繰りが何
度も悪化したが、その度に資金提供や業務発注してくれ
る多くの社外協力者に恵まれ、危機を乗り越えた。ま
た、人材面でも、同様に、社外の協力者から事業に必要
な人を紹介してもらい、人脈づくりでも多大な支援を受
けた。
様々な地元関係者からの支援を受けた内藤社長は、中
小企業への支援の在り方として、「新たなビジネスチャ
ンスの獲得に取り組む企業が、自らの努力で伸びていく
のをそっと後押しする方法が良いのではないか。」と語
る。

2-1-6：株式会社北国生活社
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▶▶

◇補助金額
・地域需要創造型起業・創業（地域の需要や雇用を支える事業として起業・創業するもの）
　補助上限額：200万円　補助率2/3

・第二創業（既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において、後継者が先代から引き継がれた場合等に、業態転
換や新事業・新分野に進出するもの）

　補助上限額：500万円　補助率2/3

・海外需要獲得型起業・創業（海外市場の獲得を念頭とした事業として起業・創業するもの）
　補助上限額：700万円　補助率2/3

事業スキーム
200.0 億円
（定額）

上限 200～ 700 万円
（2/3 補助）

国 事務局

基金造成

創業する個人、
第二創業する個人又は
中小企業・小規模事業者

事業計画
策定・実行支援

認定支援機関たる
金融機関等

次に、「起業・事業運営に伴う各種手続」につ

いて見てみる。

第2-1-12図は、萌芽期において、起業・事業
運営に伴う各種手続を課題としている起業家を、

業種別に見たものである。これを見ると、各種手

続を課題としている起業家は、どの業種でも多く

存在し、特に、医療、福祉の分野で、その傾向が

強いことが分かる。

地域需要創造型等起業・創業促進補助金等
前述のように、萌芽期では、資金調達が大きな課題となっている。かかる状況下、起業・創業を促進し、地域の新
たな需要の創造や雇用の創出を図り、我が国経済を活性化させることを目的として、中小企業庁は、地域のニーズに
応える新商品・新サービスを提供する事業計画を持つ者に対して、その創業事業費等の一部を補助することとした。
本補助金では、認定支援機関たる金融機関等が事業計画の策定支援を行うとともに、進捗状況管理や定期的なフォ
ローアップを行うことにより、事業計画が円滑に実行されるよう支援することとしている。また、本補助金を呼び水
として、創業する個人が金融機関等から外部資金を円滑に調達できる環境の整備を目指している。

さらに、株式会社産業革新機構におけるベンチャー投資事業部門の創設、株式会社日本政策投資銀行や株式会社商
工組合中央金庫の活用等により、起業・創業時及び事業化に必要となるリスクマネーの供給を強化するとともに、個
人投資家からの資金調達の円滑化や民間企業のベンチャー投資を促すための環境整備に取り組むこととしている。ま
た、資金調達時の個人保証の見直し等、起業者の再チャレンジを促す仕組みも強化していく。

コラム 2-1-2
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．萌芽期において、初期費用又は追加的費用が必要と回答した企業を集計している。
　　　２．回答割合の高い上位9業種を表示している。

0

10

20

30

40

50

60

70

卸売業
（n=350）

小売業
（n=247）

製造業
（n=430）

その他の
サービス業
（n=377）

不動産業､
物品賃貸業
（n=356）

専門･技術
サービス業
（n=436）

建設業
（n=567）

情報通信業
（n=304）

医療､福祉
（n=250）

（%）

65.6

55.9 54.5 54.4 52.8
50.1 49.8 49.0 47.1

第2-1-12図 萌芽期において起業・事業運営に伴う各種手続を課題とする起業家の業種別割合

届出先 種類 提出期限・留意点等

個人
税務署

①開業届出書 ・事業を開始した日から1か月以内

②青色申告承認申請書
（青色申告したいとき）

・事業を開始した日から2か月以内
（事業を開始した日が1月1日から1月15日の場合は、3月15日まで。）

③給与支払事務所等の開設届出書
（従業員を雇うとき） ・給与支払事務所等を設けた日から1か月以内

各都道府県税事務所
（市町村役場）

事業開始等申告書
（開業等届出書）

・各都道府県で定める日
（例えば東京都の場合は、事業を開始した日から15日以内。）

法人
税務署

①法人設立届出書 ・設立の日から2か月以内
・定款等の写しや登記簿謄本等の定められた書類の添付が必要

②給与支払事務所等の開設届出書 ・給与支払事務所等を設けた日から1か月以内

③棚卸資産の評価方法の届出書 ・確定申告の提出期限まで
（届出がない場合は、最終仕入原価法。）

④減価償却資産の償却方法の届出書 ・確定申告の提出期限まで
（届出がない場合は、建物を除き定率法。）

⑤青色申告承認申請書
（青色申告したいとき）

・設立3か月を経過した日と最初の事業年度終了日のうち、いずれ
か早い日の前日

各都道府県税事務所
（市町村役場）

事業開始等申告書
（法人設立・設置届出書）

・各都道府県で定める日
（例えば東京都の場合は、設立の日から15日以内。）

第2-1-13図 起業に伴う届出

（1）税務署等への届出と留意点

第2-1-13図は、起業時に必要となる手続や費
用を、第2-1-14図は、事業開始時に許認可が必
要となる事業を示しているが、業種、事業形態、

従業員の有無によっても、起業時に必要となる手

続は異なることが分かり、それぞれのスタート

アップ企業に応じた、きめ細かい支援が必要とな

る。
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届出先 種類 提出期限・留意点等

年金事務所

健康保険、厚生年金保険
①新規適用届
②被保険者資格取得届
③被扶養者（異動）届
④（法人の場合）
履歴事項全部証明書又は登記簿謄本
（個人の場合）
事業主の世帯全員の住民票

・法人の事業所は全て加入
・個人の場合（注）
従業員が常時5人以上の場合は全て加入（サービス業の一部等について
は任意加入。）
従業員が常時5人未満の場合は任意加入

・届出は事実発生日から5日以内に

（注）個人の事業主は、国民健康保険・国民年金の適用となる。届出先は
区市町村役場。

公共職業安定所
（ハローワーク）

雇用保険
①適用事業所設置届
②被保険者資格取得届

・個人、法人共に従業員を雇用するとき適用事業所となる
・①は開設後10日以内に、②は雇用した翌月の10日までに届出

労働基準監督署
労災保険
①保険関係成立届
②適用事業報告

・適用事業所は雇用保険と同じ
・事業開始から10日以内に届出（①について）
・業種を問わず、労働者を使用するに至ったときに届出（②について）

窓口 必要書類等 必要費用

公証役場

定款の認証の嘱託
①定款 3通 （認証用2通、謄本用1通）
②発起人の印鑑証明書
③収入印紙
④委任状及び代理人の印鑑証明書等（代理人による嘱託のとき）
⑤代表者の印鑑証明書及び会社・法人の登記事項証明書（会社・法人が発起人のと
き）

・収入印紙 4万円（電子定款の場合に
は不要。）

・定款認証費用 5万円
・謄本代 250円（1枚）

法務局

設立登記の申請
①設立登記申請書
②定款
③発起人全員の同意書（発起人が割当てを受けるべき株式数及び払い込むべき金額、
株式発行事項又は発行可能株式総数の内容が定款に定められていないとき、ま
た、資本金及び資本準備金の額が定款に定められていないとき）

④発起人の過半数の一致を証する書面
⑤設立時代表取締役を選定したことを証する書面
⑥設立時取締役等の就任承諾書
⑦就任承諾書の印鑑についての印鑑証明書
⑧設立時取締役の調査報告書及びその附属書類（会社法第28条各号に規定する変
態設立事項に関する定めが定款に定められているとき）

⑨払込みを証する書面
⑩資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書
⑪委任状（代理人による申請のとき）

会社の代表者の印鑑の提出
①印鑑届出書
②印鑑届出書の届出人の印鑑についての印鑑証明書 等

・登録免許税 資本金の額の1,000分
の7の額（算出額が15万円に満たな
い場合は、15万円。）

（2）社会保険関係の届出と留意点

（3）設立手続関係の届出と必要な費用（株式会社の発起設立時）

資料：（株）日本政策金融公庫国民生活事業「創業の手引」、（3）法務局関係の届出と必要な費用（株式会社の発起設立時）については、
日本公証人連合会ホームページ及び法務省ホームページから中小企業庁作成

保健所 警察署 都道府県庁及びその他官庁

・飲食店営業
・菓子製造業
・食肉販売業
・魚介類販売業
・旅館業
・理容業
・美容業
・クリーニング業
・医薬品等の販売業 等

・マージャン店
・古物商
・警備業
・指定自動車教習所 等

・酒類販売業
・各種学校
・旅行業
・宅地建物取引業
・建設業
・運送業
・人材派遣業
・自動車整備業
・ガソリンスタンド 等

第2-1-14図 許認可営業とその主な受付窓口

資料：（株）日本政策金融公庫国民生活事業「創業の手引」
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．各項目の割合は、それぞれの支援施策に「必要」、「ある程度必要」と回答した企業を集計している。
　　　２．各回答項目における（　）内のn値は、左から「萌芽期」、「成長初期」、「安定・拡大期」の企業数である。

0 10 20 30 40 50 60 70 80

安定・拡大期成長初期萌芽期

起業家のインターネット上の交流の場づくり
（n=133/n=1,184/n=3,265）

経営コンサルタント等の専門家による指導･助言
（n=140/n=1,211/n=3,310）

先輩起業家･経営者に相談できる環境づくり
（n=137/n=1,214/n=3,316）

顧客との交流の場づくり
（n=138/n=1,225/n=3,353）

同業種の起業家が実際に出会える交流の場づくり
（n=142/n=1,243/n=3,374）

異業種の起業家が実際に出会える交流の場づくり
（n=141/n=1,230/n=3,366）

経営全般に関する幅広い情報の提供
（n=145/n=1,233/n=3,368）

（%）
25.2

45.3

58.0

65.2

57.1

58.2

70.5

28.3

47.6

56.5

66.4

61.5

58.4

70.9

32.3

52.9

59.9

65.2

66.2

66.7

71.7

第2-1-15図 発展・成長段階別の起業家が経営能力を高めるために必要と感じる支援施策

最後に、「経営に関する知識・ノウハウの習得」

について見てみる。萌芽期の起業家には、どのよ

うな支援が必要とされているのだろうか。

起業家が、経営能力を高めるために必要と感じ

る施策としては、「経営全般に関する幅広い情報

の提供」、「異業種の起業家が実際に出会える交流

の場づくり」、「同業種の起業家が実際に出会える

交流の場づくり」、「顧客との交流の場づくり」の

回答が上位を占める（第2-1-15図）。
その中でも、起業家と実際に出会える交流の場

づくりを必要とする起業家の割合は、萌芽期が最

も高い割合となっている。萌芽期の起業家は、他

の起業家との交流の場を求めていることが分か

る。

以上、萌芽期における起業の課題について見て

きた。萌芽期では、後に見る成長初期、安定・拡

大期と比べ、課題の具体的内容や資金調達先に、

地域需要創出型とグローバル成長型で、大きな違

いは見られなかった。この限りにおいては、萌芽

期には、起業家の志向にかかわらず、求められる

起業支援の内容は、両形態で一定の共通性がある

ものと考えられる。
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事　例

クリエイターとプロジェクトを組み、地場企業との連携によって
開発された「黒もみじ」

共同オフィスを拠点に、地域活性化のための
様々な仕掛けを生み出す女性起業家

広島県広島市の株式会社ソアラサービス（従業員8名、
資本金3,100万円）は、クリエイター、SOHO（Small Of-
fice, Home Office）事業者、起業家の拠点となる共同オ
フィスを運営している。
同社社長の牛来千鶴氏は、1999年に販売促進プラン
ナーとして独立した。しかし、SOHO事業者の多くの仲
間が、自身と同様、孤独に頑張っている姿を目にし、仲
間が、気兼ねせず、気軽に話せる相手を持てるような場
を創りたいと考え、2001年、30坪に10人が入居できる
SOHO共同オフィス「広島 SOHO’ オフィス」を開設し
た。同社の共同オフィスへの入居は、現在までに100事
業者を超えており、30数名の従業員を抱えるまでに成
長した企業もある。しかし、起業から現在に至るまで、
同社が乗り越えてきた課題は数え切れない。
起業当初、同社は、牛来社長一人で運営していたが、
雑用等に追われ、本来の業務になかなか時間を割けな
かった。しかし、2002年、「第二回ひろしまベンチャー
大賞」の受賞で獲得した賞金で1名のパートを雇用する
ことにより、経営者として取り組むべき作業に集中でき
るようになった。
また、現在のオフィス移転のための資金調達の際に
も、大きな苦労を経験した。数千万円単位の出資が必要
となり、当初は思うように資金が集まらなかった。しか

し、数年間、10年後の構想を、何度も何度も語り続け
ることにより、地域の関係者が、積極的に応援してくれ
るようになった。その後、同社は、2009年に社名変更
し、現在のオフィスに移転。500坪、50数社が入居でき
る共同オフィス「ソアラビジネスポート」を構えた。
共同オフィスを拠点として、入居するクリエイターと
地場企業との連携による新商品開発や、入居する専門家
等によるビジネス系セミナーの開催、県内の若者への地
場企業における就業機会の提供等の事業を通じて、地域
における様々な交流やプロジェクトを創出し、地域活性
化に尽力してきた牛来社長は、「地域を元気にするため
には、人の成長が欠かせない。この点を心に刻みながら
今後も様々な仕掛けを手掛けていきたい。」と語る。

2-1-7：株式会社ソアラサービス
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．「始期～終期」及び「平均従業員数」は、平均値－（標準偏差×3）未満及び平均値＋（標準偏差×3）超の数値を異常値として除

いている。
　　　２．「萌芽期」、「成長初期」、「安定・拡大期」通算の回答数上位8項目を表示している。
　　　３．点線部分は、「地域需要創出型」と「グローバル成長型」それぞれの萌芽期における回答割合を示しており、回答割合の数値の

下側の（　）内は、萌芽期からの増減を示している。
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萌芽期における課題
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運営に伴う
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業界に関する知識・
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商品・サービスの
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高付加価値化

販路開拓・
マーケティング

資金調達質の高い人材の
確保

（%）
地域需要創出型
グローバル成長型

始期～終期
＋2.24年～＋5.35年
＋2.11年～＋5.08年

平均従業員数
8.8人
15.1人

（成長初期：売上が計上されているが、営業利益が黒字化していない段階）
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第2-1-16図 成長初期における起業形態別の起業・事業運営上の課題（複数回答）

第3節 成長初期における起業・事業運営上の課題

次に、第2-1-16図により、成長初期における
課題を見ていく。この段階では、「起業・事業運

営に伴う各種手続」、「経営に関する知識・ノウハ

ウの習得」、「自社の事業・業界に関する知識・ノ

ウハウの習得」を課題と回答する割合が低下して

いる。この段階の起業家は、数年の事業経験によ

り、ある程度の経営や事業に関する知識やノウハ

ウを習得済みであるためであると考えられる。

一方、「質の高い人材の確保」、「販路開拓・

マーケティング」、「製品・商品・サービスの高付

加価値化」と回答する割合が上昇しており、「資

金調達」と共に、課題の上位を占めている。既に、

売上計上したこの段階では、萌芽期と比較して、

業務量が増大しており、人材確保が課題となって

いることが分かる。また、売上高は確保できてい

るものの、営業利益が黒字化していないこの段階

では、売上高を拡大し、利益を確保するため、販

路開拓や高付加価値化が課題となっていることが

分かる。

特に、グローバル成長型では、高付加価値化を

課題と回答する割合が大きく上昇している。これ

は、全国や国外の市場を標的とする同形態は、同

様の市場を目指す全国、国外の競合に対抗するた

め、特に、高付加価値化によって他社との差別化

を図ることが求められていると考えられる。
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事　例

同社が開発した健康タマネギ「さらさらレッド」

以下では、独自の販路を持つことで、農産物の

高付加価値化を目指す事例を紹介する。

地元の生産者と連携し、地域ブランド・タマネギの育種から
販売まで一貫して手掛ける企業

北海道栗山町の有限会社植物育種研究所（従業員3名、
資本金300万円）は、独自の育種技術を用いた種苗の研
究開発・販売を行う企業である。同社が開発した、健康
タマネギ「さらさらレッド」は、種の提供だけではなく、
同町内の契約農家と共同で栽培し、同社が全生産量を買
い取り、独自の販路を活用した販売まで手掛けており、
現在では、同町の特産品となりつつある。
同社社長の岡本大作氏は、大手種苗メーカーに研究職
として8年ほど勤務していた。もともと、特徴ある野菜
づくりに携わりたいとの思いを持っていた岡本社長で
あったが、前職では、どうしてもシェアを高めるための
品種改良が主な業務とならざるを得なかった。そのた
め、経営をしたいという意識はなかったが、自分の思い
を実現するためには起業する必要があると考え、妻の実
家があり、前職の人脈も活用できる同町で、2000年に
起業した。
同社は、食品部門を持つ百貨店等を一軒一軒訪問して
営業を行い、商品の価値を理解してもらった上で少しず
つ拡販してきた経緯があり、現在でも、無理のない規模
での着実な経営を実践している。
また、付加価値の高い農産物の生産を事業化するため
には、価格を維持し、生産者の利益を確保しながら、同
社の研究開発費用も回収できるビジネスモデルが不可欠

であった。そのため、同社では、独自の販路を持つこと
で流通段階での主導権を握り、野菜自体の高付加価値化
に取り組んでいる。これにより、同社のビジネスモデル
は、一次産業に土台を置きながら、二次産業や三次産業
から必要な利益を得る、垂直統合に近い仕組みとなって
いる。
同社は、既存の流通に頼らず、規模を小さく維持して
いるからこそ、地元の生産者にも安定した利益を還元で
きている。岡本社長は、「タマネギだけではなく類似の
野菜にも挑戦し、価格に左右されないビジネスを確立し
たい。」と語る。

2-1-8：有限会社植物育種研究所
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．常用従業員数1人以上の企業を集計している。
　　　２．点線部分は、「地域需要創出型」と「グローバル成長型」それぞれの萌芽期における回答割合を示しており、回答割合の数値の

下側の（　）内は、萌芽期からの増減を示している。
　　　３．「その他」は表示していない。

萌芽期において必要となった社内人材（グローバル成長型）

萌芽期において必要となった社内人材（地域需要創出型）
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第2-1-17図 成長初期における起業形態別の必要となった社内人材（複数回答）

では、「質の高い人材の確保」が最大の課題と

なっている成長初期において、起業家は、社内に

どのような人材を必要としているのだろうか。

第2-1-17図は、成長初期に必要となった人材
を、起業形態別に示したものである18。これを見

ると、「経営者を補佐する人材」が、起業形態に

かかわらず、高い割合となっている。これは、萌

芽期には経営者が対応していた業務が、規模拡大

により、経営者だけでは対応困難になっているた

めであると考えられる。

また、グローバル成長型においては、「製品・

サービスで高い技術を持つ人材」や「販路開拓が

できる人材」と回答する割合が高く、「製品・サー

ビスで高い技術を持つ人材」との回答が、特に、

大きく上昇している。これらの人材は、前述した

成長初期における課題に対応しており、成長初期

において、起業家は、直面している課題を克服す

るため、必要な人材を求めていることが分かる。

また、「資金調達」を課題と回答する企業の割

合は、成長初期においても、依然として高い割合

にある。では、起業家が必要とする費用は、萌芽

期と成長初期において、変化しているのだろう

か。

第2-1-18図は、成長初期において必要となっ
た費用を、起業形態別に示したものである。これ

を見ると、人材の採用・育成のための費用が必要

であると回答する割合が上昇している。人材育成

のための費用は、各起業形態で同程度に割合が増

えているが、人材採用のための費用については、

特にグローバル成長型で上昇が著しい。これは、

前述したように、成長初期においては、課題の克

服に必要な人材の確保が課題となっており、これ

らに掛かる費用が、グローバル成長型では、追加

的に、特に必要となっていることが分かる。

18 萌芽期における起業形態別の必要となった社内人材については、付注2-1-9を参照。

第 2 部自己変革を遂げて躍動する中小企業・小規模事業者

第
３
節

71中小企業白書 2013



資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．点線部分は、「地域需要創出型」と「グローバル成長型」それぞれの萌芽期における回答割合を示しており、回答割合の数値の

下側の（　）内は、萌芽期からの増減を示している。
　　　２．「その他」は表示していない。
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第2-1-18図 成長初期における起業形態別の必要となった費用（複数回答）

第4節 安定・拡大期における起業・事業運営上の課題

最後に、第2-1-19図により、安定・拡大期に
おける課題を見ていく。

この段階では、「資金調達」を課題とする割合

は低下する一方で、「新たな製品・商品・サービ

スの開発」を課題と回答する割合が、特にグロー

バル成長型において大きく上昇し、「質の高い人

材の確保」、「販路開拓・マーケティング」、「製

品・商品・サービスの高付加価値化」と共に、上

位を占めている。

この段階においては、規模拡大に伴う業務量の

増大により、人材確保を課題とする起業家の割合

は、更に上昇している。また、事業化の見通しが

付いた安定・拡大期には、事業として成り立つか

どうかが不透明だった成長初期よりも、後発企業

による、更に多くの参入が予見される。

このため、安定・拡大期の起業家、特にグロー

バル成長型の起業家は、後発企業との競争に打ち

勝ち、事業の安定化を図るため、既存の製品・商

品・サービスに頼るだけでなく、新たな製品・商

品・サービスの開発により、新たな市場を開拓す

る必要があると考えていることが分かる。
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．「始期～終期」及び「平均従業員数」は、平均値－（標準偏差×3）未満及び平均値＋（標準偏差×3）超の数値を異常値として除

いている。
　　　２．「萌芽期」、「成長初期」、「安定・拡大期」通算の回答数上位8項目を表示している。
　　　３．点線部分は、「地域需要創出型」と「グローバル成長型」それぞれの成長初期における回答割合を示しており、回答割合の数値

の下側の（　）内は、成長初期からの増減を示している。
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第2-1-19図 安定・拡大期における起業形態別の起業・事業運営上の課題（複数回答）

では、安定・拡大期において、社内で必要とな

る人材が、成長初期と比較してどのように変化し

ているのかを、見ることとする。

安定・拡大期においては、必要な社内人材とし

て、成長初期より割合の高かった「経営者を補佐

する人材」、「販路開拓ができる人材」、「製品・

サービスで高い技術を持つ人材」に加え、回答割

合が大きく上昇した「後継者候補となる人材」が

上位を占めている。

地域需要創出型では、「後継者候補となる人材」

と回答する企業の割合が最も高くなっている。前

掲第2-1-6図で見たように、地域需要創出型の起
業家の起業時における平均年齢は、40代半ばで
ある。起業から5～10年を経過した安定・拡大期
では、50代以上の経営者が多くなることが考え
られ、事業承継が現実的な課題となっている様子

がうかがえる19。

また、グローバル成長型では、「企画・マーケ

ティングができる人材」と回答する割合が大きく

上昇しており、課題となっている新製品開発や

マーケティングを行うための人材を求めているこ

とが分かる（第2-1-20図）。

19 中小企業の後継者の選定・養成の現状や課題については、第3章で触れる。
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．常用従業員数1人以上の企業を集計している。
　　　２．点線部分は、「地域需要創出型」と「グローバル成長型」それぞれの成長初期における回答割合を示しており、回答割合の数値

の下側の（　）内は、成長初期からの増減を示している。
　　　３．「その他」は表示していない。　
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第2-1-20図 安定・拡大期における起業形態別の必要となった社内人材（複数回答）

以上、各段階において変化する課題について見

てきた。

萌芽期には手続や資金調達が大きな課題となっ

ていたが、その後の段階では、人材確保が最大の

課題となっており、最も必要と感じる起業支援施

策としても、人材確保を挙げる起業家が最も多い

（第2-1-21図）。
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．各項目の割合は、それぞれの支援施策に「必要」、「ある程度必要」と回答した企業を集計している。
　　　２．各回答項目における（　）内のn値は、左側が「地域需要創出型」、右側が「グローバル成長型」の企業数である。
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第2-1-21図 起業形態別の起業家が必要と感じる起業支援施策

一口に人材といっても、起業形態や起業後の発

展・成長段階により、必要となる人材は、直面し

ている課題によって変化するため、スタートアッ

プ企業は様々な人材が必要となる。

こうした中、学生インターンシップや、民間の

起業支援団体等を活用し、各段階で直面する課題

を乗り越える企業も存在する。知名度や資金が不

足し、必要な人材を社内で確保することが困難な

スタートアップ企業にとって、社外の人材は、そ

れぞれの発展・成長段階で直面する課題を克服す

る上で、重要な役割を果たす可能性があると考え

られる。

以下では、知名度の低い企業の採用活動を支援

する事例や、学生インターンシップを活用して人

材を確保した事例、民間支援団体の事例を紹介す

る。
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事　例

同社の運営する採用活動支援サイト「ウォンテッドリー」

ソーシャルネットワークの力を活用し、企業の採用活動を支援する女性起業家

東京都渋谷区のウォンテッド株式会社（従業員7名、
資本金3,650万円）は、SNS20を活用し、小さくて知名
度は低いが、魅力的な企業の採用活動を支援する企業で
ある。
同社社長の仲暁子氏は、SNS の運営会社に勤務しなが
ら、2010年に同社を設立した。仲社長は、SNS の利点
として、情報発信が口コミであるために情報の信頼度が
高まること、多大な費用を掛けずに情報発信ができるこ
とを知り、現在の事業を構想した。同社のサービスは、
知名度の高い先輩起業家に採用してもらったこと等によ
り、2013年3月末時点では、1,012社の企業で利用され
ている。
日本語と英語で同時にサービス開発を行う同社は、起
業当初から海外市場を視野に入れており、仲社長は、

「海外市場、特にアジアを目指しており、グローバル市
場から利益を得られる企業になりたい。」と話す。

2-1-9：ウォンテッド株式会社

20 SNS とは、「Social Networking Service（Site）の略。インターネット上で友人を紹介しあって、個人間の交流を支援するサービス（サイト）。会員は自身のプロフィー
ル、日記、知人・友人関係等を、ネット全体、会員全体、特定のグループ、コミュニティ等を選択して公開できるほか、SNS 上での知人・友人等の日記、投稿等を
閲覧したり、コメントしたり、メッセージを送ったりすることができる。」（出典：総務省「平成24年版 情報通信白書」）
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事　例

ドラッグストア内での低価格健診の様子

学生インターンシップや民間の支援団体を活用し、
低価格健診というニューサービスで事業展開する若手起業家

東京都中野区のケアプロ株式会社（従業員15名、資
本金1,650万円）は、低価格の健診サービス（健康診査）
を提供する企業である。
高校生時代に起業家を志した同社社長の川添高志氏
は、大学卒業後、経営コンサルティング会社で1年間経
営を学び、その後、事業化の可能性を感じていた予防医
療の分野を学ぶため、大学病院の糖尿病代謝内科病棟に
勤務した。そこで、川添社長は、入院患者の多くが、健
康診断の未受診による入院を後悔していることを知り、
利用者自身の自己採血による血糖値や中性脂肪の簡易測
定という、ビジネスモデルを考案した。その後、ビジネ
スプランコンテスト、勉強会等を通じてビジネスモデル
を精緻化させた川添社長は、「革新的なヘルスケアサー
ビスをプロデュースし、健康的な社会づくりに貢献す
る。」ことを使命として、2007年に起業し、2008年に1
号店を開店した。
社会的意義と利益獲得の両立を目指す同社は、起業後
の様々な課題に対応するため、社外の人材や組織を活用
した。
起業当初、人材確保が困難だった同社は、将来の新卒
採用を視野に入れて、インターンシップやアルバイトに
より、学生を受け入れた。その後、インターンシップを
経験した5人が同社に入社し、現在では、新規事業の開
発等を担っており、同社の成長に不可欠な存在となって

いる。
また、起業後3年目には、同社は、相次いで出店した
新店舗の不振により、大幅な赤字に直面し、事業見直し
のため、後述の事例2-1-11（特定非営利活動法人ソー
シャルベンチャー・パートナーズ東京）からの支援を受
け入れた。業務のマニュアル作成や社内の会議体の構
築、経営戦略の立案、新たな検査機器の購入のための増
資等の支援を受け、同社は再び黒字化を達成した。
同社の事業ノウハウは他地域展開が可能と考える川添
社長は、今後の事業展望として、「NPO法人等へのフラ
ンチャイズ方式により事業ノウハウを伝え、サービスを
広めていきたい。」と語る。

2-1-10：ケアプロ株式会社
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課 題
起業・創業形態

地域に身近な事業展開を目指す起業・創業 全国・海外市場を目指す起業・創業

各種手続 ■中小企業・小規模事業者や起業を目指す者と専門家が参画し、自由に経営・起業に関する情報交換や相談ができる
IT システムを構築する。（詳細は、第4章 コラム2-4-3を参照。）

資金調達

■日本政策金融公庫による融資や信用保証協会による信
用保証を行うとともに、平成24年度補正予算におい
て、起業・創業を促進する補助金を措置。（詳細は、
コラム2-1-2を参照。）

■産業革新機構、日本政策投資銀行や商工中金の活用
等、リスクマネーの供給を強化。

■個人投資家からの資金調達の円滑化や民間企業のベンチャー投資を促すための環境整備を行う。
■起業者の再チャレンジを促す仕組みを強化（個人保証の見直し等）。

経営ノウハウ不足
■全国の拠点をフル活用して支援施策を広く展開し、地
域から成長の芽を発掘。地域資源と経営力を結び付
け、創業や第二創業を円滑化する環境を整備。 ■一流のベンチャー経営者・キャピタリスト等を「プロ

モーター」として集め、ビジネスモデルの形成をワン
ストップ支援する。
（詳細は、コラム2-1-4を参照。）人材確保

■平成24年度補正予算に282億円を計上し、女性や新
卒者等を対象として、中小企業・小規模事業者が行う
職場実習（インターンシップ）等を支援する。（詳細
は、コラム2-1-3を参照。）

起業環境 ■規制改革や公的分野との連携等により、新市場の開拓や高付加価値サービスの創出を促進。

第2-1-22図 起業・創業に関する主な具体的施策

事　例

以上、本章では、起業の準備段階から経営の安

定までに生じる課題が、起業の形態によって異な

ること、また、発展・成長の段階に応じて変化す

ることを見てきた。

こうした課題に対応するため、政府が講じてい

る具体的な支援施策を整理したものが、第2-1-
22図である。

社会人の専門性を活かし、
社会的企業を経営面・資金面の両面から支援する法人

東京都千代田区の特定非営利活動法人ソーシャルベン
チャー・パートナーズ東京は、社会的課題の解決に取り
組む革新的な事業を行う起業家等を支援する法人であ
る。
同法人には、ソーシャルビジネス21に高い関心を持っ
た社会人が、パートナーとして登録されている。現在、
100名近くの社会人がパートナー登録を行っており、そ
の職種は、広範囲に及んでいる。支援先となる起業家等
の選定は、パートナー全員の投票によって行われ、様々
な経営課題を抱える支援先に対して、各パートナーの専
門性を活かし、最長2年間の経営支援を行っている。

同法人では、さらに、支援先の事業計画を評価した上
で、パートナーの会費等を原資として、出資や助成金等
の資金支援を行っている。
同法人代表理事の岡本拓也氏は、「日本国内の金融環
境は、多様な起業家を育てる機能を発揮できていない。
社会的意義と収益性を両立させる事業への投資が拡大し
ていくような仕組みを構築することで、資金の流れを変
えることに貢献したい。」と考えている。
今後、起業家が直面する人材不足や資金不足という課
題に対して、同法人のような民間の起業支援団体が、大
きな役割を果たすことが期待される。

2-1-11：特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京

21 ソーシャルビジネスとは、社会的課題を解決するために、ビジネスの手法を用いて取り組むものであり、ソーシャルビジネス研究会報告書（2008年4月）では、
①社会性、②事業性、③革新性の要件を満たす主体を、ソーシャルビジネスとして捉えている。
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▶▶

１．新卒者就職応援プロジェクト
　新卒者等及び平成22年３月以降に大学等を卒業した未就職者に対し、中小企業・小規模事業者の事業現場で働く
上で必要な技能・技術・ノウハウを習得する機会を提供するため、中小企業・小規模事業者で実施する職場実習を支
援する。

２．中小企業新戦力発掘プロジェクト
　育児等で一度、退職し、再就職を希望する女性等（新戦力）に対し、職場経験のブランクを埋める機会を提供する
ために、中小企業・小規模事業者で実施する職場実習を支援する。

３．地域中小企業の人材確保・定着支援事業
　中小企業・小規模事業者が優秀な人材を確保していくため、地域の中小企業団体と大学等が連携し、中小企業・小
規模事業者と学生の日常的に顔が見える関係構築から両者のマッチング、新卒者等の採用・定着までを一貫して支援
する。

○予算　平成 24年度補正予算額　281.8 億円

ステップ１ 大学・学生等との関係づくり
（例：中小企業経営者による大学等での出張講座、若手従業員との交流会等）

ステップ２ マッチング
（例：合同就職説明会、職業紹介等）

ステップ３ 地域全体での人材育成・定着支援
（例：地域単位での新人研修、地域レベルでの「同期」づくり等）

中小企業・小規模事業者人材対策事業
前掲第2-1-21図で示したように、人材確保の支援は、非常に重要と考えられている。一方、魅力ある中小企業・
小規模事業者を知らず、就職できていない新卒者や留学生、育児等で退職し、再就職を希望する相当数の人材が存在
している。
こうした中、中小企業庁は、職場実習を通じた中小企業・小規模事業者と人材等のマッチングのほか、地域特性に
応じて大学等との日常的な顔が見える関係づくりから、マッチング、新卒者の採用・定着までを一貫して支援するこ
とで、地域における中小企業・小規模事業者の将来を担う人材の確保・定着・育成を行い、我が国経済や地域の産
業・雇用を支える中小企業・小規模事業者の経営力強化を目指している。

コラム 2-1-3
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【既存組織（企業・大学・研究機関）】
組織の壁（労働管理・企業秘密・転職
リスク等）の中で眠るシーズ

「親委員会」
VC、大企業、公的支援機関、弁護士、会計士 　等

一般的起業
ワーキンググループ

（例：ビジネスプランコンテストからの起業）

大企業・組織
ワーキンググループ

（例：スピンアウトからの事業化）

起業家、大企業、VC、公的機関

【若者・女性・外国人】
社会の壁（ネットワーク・機会・
教育）に阻まれ眠るシーズ

担
当

担
当

担
当

担
当

担
当

担
当

担
当

担
当

▶▶

スタートアップ企業が、経営の不安定な時期を

乗り越え、撤退することなく、発展・成長するた

めには、当初のビジネスモデルに固執せず、工夫

を重ね、人材を確保・育成し、社外人材を活用す

ることにより、組織の自己変革を図り、それぞれ

の段階で発生する課題を克服し続ける必要があ

る。

しかし、そうして幾多の淘汰を乗り越え、競争

力を高めたスタートアップ企業は、地域経済の活

性化や国外市場の開拓において、大きな役割を果

たすであろう。

新事業創出のための目利き・支援人材育成等事業
グローバル成長型の企業が大きく成長する可能性を高めるには、萌芽期・成長初期の段階でトップクラスの専門家
が適切なハンズオン支援を実施することが必要と考えられる。そのため、新事業創出を支える優秀な支援人材を育成
するとともに、支援者のネットワークを形成し、成長する新事業の創出を促進することが重要である。
経済産業省では、起業家、大企業、ベンチャーキャピタル、コンサルタント、弁護士、会計士等で支援プラット
フォームを形成し、親委員会で支援方針を決定した上で、ワーキンググループで個別案件をモデル事業として支援
し、次の成長ステージ（事業会社との提携、ベンチャーキャピタル投資、公的機関出資等）につなげるとともに、本
事業を通じて得られたハンズオン支援の成功事例やノウハウの周知等を行う。
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▶▶

資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．縦軸は、各起業形態における各業種の割合/アンケートの回答者全体に占める各業種の割合を示しており、アンケー

ト全体に占める各業種の割合を1としている。各業種で１を超えると、当該起業形態でその業種が占める割合が起
業全体に比べて高いことを示す。

　　　２．各回答項目における（　）内のn値は、左側が「地域需要創出型」、右側が「グローバル成長型」の企業数である。

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8
グローバル成長型地域需要創出型

（アンケート全体に占める各業種の割合を１としている。）

その他
（n=578/n=182）

医療､福祉
（n=180/n=19）

生活関連サービス業､
娯楽業、教育、
学習支援業

（n=45/n=17）

宿泊業、
飲食サービス業
（n=42/n=24）

専門･技術サービス業
（n=133/n=113）

卸売業、
小売業

（n=225/n=114）

運輸業
（n=69/n=24）

情報通信業
（n=54/n=77）

製造業
（n=84/n=70）

建設業
（n=383/n=48）

1.48

0.44 0.44

1.19

0.83

0.69

0.960.96
1.02

1.64

1.16

0.48

0.950.95

1.62

1.08 1.09

1.54
1.43

1.00

0.45

0.950.95

起業形態別の業種割合の比較

業種別の起業・創業の特徴と課題
起業の姿は、事業の経営方針や今後の目指す市場だけでなく、選択する事業分野によっても、様々な特徴を有し、
異なる側面を持つと考えられる。本コラムでは、業種別に、起業の特徴や課題を見ることとする。
まず、業種別に、それぞれの起業家の特徴を見ていく。
下図は、地域需要創出型及びグローバル成長型のスタートアップ企業全体に占める各業種の割合を、アンケートに
回答した企業全体に占める各業種の割合を1として、業種別に比較したものである。これを見ると、アンケートに回
答した起業家全体と比較して、地域需要創出型においては、建設業や医療、福祉の分野で起業する割合が高く、グ
ローバル成長型においては、情報通信業、専門・技術サービス業等の分野で起業する割合が高くなっている。

起業家の事業経営方針を業種別に示したものを見ると、業種により差があるものの、総じて、規模の拡大より、事
業の安定継続を優先したいと考える起業家が多い。
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　「規模の縮小・廃業をしたい」、「その他」の回答は、除いて集計している。

0% 100%

規模の拡大より､事業の安定継続を優先したい規模を拡大したい

その他（n=1,326）

建設業（n=681）

製造業（n=529）

運輸業（n=159）

卸売業、小売業（n=739）

生活関連サービス業、娯楽業、
教育、学習支援業（n=119）

医療、福祉（n=307）

宿泊業、飲食サービス業（n=113）

専門・技術サービス業（n=516）

情報通信業（n=348）

28.5

18.4

24.0

25.2

26.3

30.3

32.6

35.4

35.5

39.1

71.5

81.6

76.0

74.8

73.7

69.7

67.4

64.6

64.5

60.9

業種別の起業家の事業経営方針

資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．縦軸は、業種別の女性起業家の割合/アンケートの回答者全体に占める女性起業家の割合。
　　　２．n値は、各業種における、起業家の性別を回答した企業数である。

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

その他
（n=1,406）

専門・技術サービス業
（n=545）

製造業
（n=541）

運輸業
（n=162）

建設業
（n=731）

情報通信業
（n=352）

卸売業、
小売業

（n=766）

宿泊業、
飲食サービス業
（n=119）

医療、福祉
（n=308）

生活関連サービス業、
娯楽業、教育、
学習支援業
（n=124）

（アンケート全体に占める女性起業家の割合を１としている。）

4.59

2.15

1.26
0.91

0.66 0.64 0.62 0.58 0.43
0.80

業種別の女性起業家割合の比較

業種別に女性起業家の割合を見ると、医療、福祉や生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業の分野におい
て、女性起業家の割合が高くなっている。

次に、成長初期及び安定・拡大期における代表的な課題を、業種別に見ていく。
成長初期及び安定・拡大期は、前掲第2-1-16図及び前掲第2-1-19図のとおり、人材確保が最大の課題となってい
る。また、成長初期において、必要となった社内人材は、「経営者を補佐する人材」と回答する起業家が、高い割合
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．常用従業員数１人以上の企業を集計している。
　　　２．成長初期において、社内人材が必要となった企業を集計している。
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飲食サービス業
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医療、福祉
（n=227）
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（n=115）
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成長初期において経営者を補佐する人材が必要となった起業家の業種別割合

資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．常用従業員数１人以上の企業を集計している。
　　　２．安定・拡大期において、社内人材が必要となった企業を集計している。
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小売業
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運輸業
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安定・拡大期において経営者を補佐する人材が必要となった起業家の業種別割合

となっており（前掲第2-1-17図）、安定・拡大期においては、これに加え、「後継者候補となる人材」と回答する起
業家が高い割合となっている（前掲第2-1-20図）。
そこで、成長初期において、「経営者を補佐する人材」が必要と回答している起業家を業種別に見ると、運輸業や
医療、福祉の分野で高い割合となっている一方で、情報通信業の分野では低い割合となっており、業種によって差が
あることが分かる。

また、安定・拡大期において、同様に、「経営者を補佐する人材」が必要と回答している起業家を業種別に見ると、
成長初期と比べて、全般的に割合が上昇し、業種による差は小さくなっているものの、依然として業種によるばらつ
きが生じている。
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．常用従業員数1人以上の企業を集計している。
　　　２．安定・拡大期において、社内人材が必要となった企業を集計している。
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安定・拡大期において後継者候補となる人材が必要となった起業家の業種別割合

さらに、安定・拡大期において、「後継者候補となる人材」が必要と回答している起業家を業種別に見ると、運輸
業や医療、福祉の分野で高い割合となっている一方で、情報通信業の分野では低い割合となっており、業種によって
差があることが分かる。

成長初期及び安定・拡大期において、必要となった社内人材の上位を、業種別に見てみる。
成長初期では、多くの業種で、「経営者を補佐する人材」が必要と回答する起業家の割合が最も高くなる一方、製
造業、情報通信業、専門・技術サービス業では「製品・サービスで高い技術を持つ人材」が、卸売業、小売業では「販
路開拓ができる人材」が、最も高くなっており、業種によって、必要となる人材が異なることが分かる。
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その他（n=869）

医療、福祉（n=227）

生活関連サービス業、
娯楽業、教育、学習支援業

（n=95）

宿泊業、飲食サービス業
（n=84）

卸売業、小売業（n=491）

運輸業（n=115）

情報通信業（n=260）

製造業（n=365）

建設業（n=485）

経営者を補佐する人材
（49.4%）

経営者を補佐する人材
（51.6%）

経営者を補佐する人材
（58.6%）

経営者を補佐する人材
（54.8%）

販路開拓ができる人材
（53.6%）

経営者を補佐する人材
（68.7%）

製品・サービスで高い技術を持つ人材
（64.2%）

製品・サービスで高い技術を持つ人材
（58.4%）

経営者を補佐する人材
（52.0%）

1

販路開拓ができる人材
（47.5%）

財務・経理に詳しい人材
（46.7%）

定型業務が着実にできる人材
（46.7%）

販路開拓ができる人材
（49.5%）

定型業務が着実にできる人材
（44.0%）

経営者を補佐する人材
（47.9%）

財務・経理に詳しい人材
（48.7%）

販路開拓ができる人材
（52.7%）

経営者を補佐する人材
（51.0%）

製品・サービスで高い技術を持つ人材
（48.7%）

2

財務・経理に詳しい人材
（41.5%）

製品・サービスで高い技術を持つ人材
（44.5%）

製品・サービスで高い技術を持つ人材
（46.3%）

財務・経理に詳しい人材
（42.9%）

専門・技術サービス業
（n=369）

製品・サービスで高い技術を持つ人材
（65.3%）

販路開拓ができる人材
（45.0%）

経営者を補佐する人材
（44.2%）

財務・経理に詳しい人材
（42.8%）

販路開拓ができる人材
（41.7%）

経営者を補佐する人材
（42.3%）

販路開拓ができる人材
（49.6%）

財務・経理に詳しい人材
（40.6%）

3

資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．常用従業員数１人以上の企業を集計している。
　　　２．それぞれの業種で、回答割合の高い上位３項目を表示している。

成長初期における業種別の必要となった社内人材（複数回答）

安定・拡大期では、成長初期と同様、多くの業種で、「経営者を補佐する人材」が必要と回答する起業家の割合が
最も高くなる一方、建設業、運輸業では、「後継者候補となる人材」が最も高くなっており、他の業種を見ても、後
継者候補となる人材を必要と考える起業家の割合が高くなっている。
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．常用従業員数１人以上の企業を集計している。
　　　２．それぞれの業種で、回答割合の高い上位３項目を表示している。

1

その他（n=710）

医療、福祉（n=196）

生活関連サービス業、
娯楽業、教育、

学習支援業（n=73）

宿泊業、飲食サービス業
（n=59）

専門・技術サービス業
（n=314）

卸売業、小売業（n=425）

運輸業（n=84）

情報通信業（n=233）

製造業（n=316）

建設業（n=337）

経営者を補佐する人材
（53.5％）

経営者を補佐する人材
（67.3％）

経営者を補佐する人材
（64.4％）

製品・サービスで高い技術を持つ人材
（64.0％）

販路開拓ができる人材
（60.5％）

後継者候補となる人材
（66.7％）

経営者を補佐する人材
（66.7％）

販路開拓ができる人材
（63.1％）

経営者を補佐する人材
（61.4％）

後継者候補となる人材
（55.2％）

経営者を補佐する人材
（72.9％）

2

販路開拓ができる人材
（51.5％）

後継者候補となる人材
（61.7％）

製品・サービスで高い技術を持つ人材
（52.1％）

販路開拓ができる人材
（55.1％）

経営者を補佐する人材
（55.1％）

販路開拓ができる人材
（52.4％）

製品・サービスで高い技術を持つ人材
（62.7％）

製品・サービスで高い技術を持つ人材
（58.5％）

経営者を補佐する人材
（53.1％）

後継者候補となる人材
（59.3％）

3

経営者を補佐する人材
（51.9％）

財務・経理に詳しい人材
（55.9%）

後継者候補となる人材（49.3％）
販路開拓ができる人材（49.3％）
企画・マーケティングができる人材（49.3％）

後継者候補となる人材
（53.2％）

財務・経理に詳しい人材
（45.2%）

経営者を補佐する人材
（53.6％）

後継者候補となる人材
（57.9％）

製品・サービスで高い技術を持つ人材
（46.6％）

後継者候補となる人材
（50.7％）

定型業務が着実にできる人材
（50.0％）

安定・拡大期における業種別の必要となった社内人材（複数回答）

資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　起業家が必要と感じる起業支援施策として、「人材確保の支援」の項目に回答した企業を集計しており、同項目を「必要」、

「ある程度必要」と回答した企業の割合である。

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

その他
（n=1,288）

卸売業、
小売業

（n=688）

生活関連サービス業、
娯楽業、教育、
学習支援業

（n=118）

運輸業
（n=153）

専門・技術サービス業
（n=518）

製造業
（n=497）

建設業
（n=667）

情報通信業
（n=338）

宿泊業、
飲食サービス業
（n=118）

医療、福祉
（n=285）

（%）

86.7 85.6
79.9 77.1 76.5 72.4 71.2 71.2

66.6 68.6

起業支援施策として人材確保支援が必要と考える起業家の業種別割合

さらに、業種別に、起業支援施策として人材確保の支援が必要と感じる起業家の割合を見ると、全般的に高く、医
療、福祉や宿泊業、飲食サービス業、情報通信業の分野で、特に高くなっている。
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▶▶

資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．「以前にも起業の経験があるが、うまくいかなかった」と回答した企業を集計している。
　　　２．「その他」は表示していない。

0 10 20 30 40 50 60 70

再起業する意欲が湧かなかった

以前の取引先･債権者から理解を
得ることが難しかった

家族･親族から理解を得ることが
難しかった

以前に起業した事業に関する
処理が長引いた

人材確保が難しかった

新たな販路の開拓が難しかった

資金調達が難しかった

（n=265）

（n=368） （％）

具体的な障害（複数回答）

障害があった
72.0%

障害があった
72.0%

特に障害はなかった
28.0%

特に障害はなかった
28.0%

5.35.3

7.57.5

13.213.2

14.014.0

24.224.2

29.429.4

60.460.4

今回の起業（再起業）の障害

再起業の際の取組
起業時及び起業後の課題に対する支援を整備することは、起業のリスクを低減させ、起業しやすい環境を整えるこ
とにつながる。また、様々な事情により、事業がうまくいかずに、一度撤退した起業家が再び挑戦することができる
環境を整えることも、リスク低減のためには、重要である。
ここでは、再起業時の障害を分析し、再起業時に必要となる支援を見ていくこととしたい。
「以前にも起業の経験があるが、うまくいかなかった」と回答した起業家が、今回の起業（再起業）の際に、障害
となったことを見ると、約7割の起業家が、再起業時に障害があったと回答している。
具体的な障害として、約6割が「資金調達が難しかった」と回答しており、再起業時には、資金調達が最大の障害
となっていることが分かる。

再起業で「資金調達が難しかった」と回答した起業家に具体的な状況を聞いてみたのが、以下である。こうした起
業家側からの声を見ただけでは、以前の事業の状況が資金調達の困難さに影響を与えているかどうかを知ることは難
しいが、再起業が起業初期と同様の資金調達の問題に直面していることには、違いないといえる。

・以前の企業が経営不振に陥り、清算。再起業のため、金融機関に相談したが、必要額の3～4割しか調達でき
ず、残りを自己資金等で手当てした。（情報通信業）
・以前起業した会社を休眠し、より成長が見込まれる分野で再起業した。資金調達のため、金融機関に相談した
が、必要額を調達できず、困った。（不動産業）
・前身の企業は、業績悪化に伴い、個人・法人共に破産。以前と同分野で再起業を目指すも、破産後はクレジッ
トカードすら作れず、開業費用は自己資金等で何とか調達した。金融機関から融資を得られたのは、破産から
7年後であった。（建設業）
・家族と過ごす時間を確保するため、飲食業を辞め、趣味のレジャー用品を扱う事業にて再起業した。実績がな
く、金融機関からの融資は、必要額の3～4割しか調達できず、事業計画の縮小を余儀なくされた。（卸売業）
・倒産企業での社長経験があったため、金融機関からの調達が全くできず、貯蓄の取崩しと不動産の売却によっ
て資金を確保し、何とか再起業した。（小売業）

コラム 2-1-6
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資料：中小企業庁委託「起業の実態に関する調査」（2012年11月、三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株））
（注）　１．今回の起業以前の起業経験について、「起業の経験があるが、うまくいかなかった」と回答した企業を集計している。
　　　２．「その他｣は表示していない。

0 10 20 30 40 50 60

廃業時に適切な対応を行う

家族･親族から理解･協力を得る

一緒に起業するパートナーがいる

仕入先を確保する

事業のもととなるアイディアがある

新たな販路を開拓する

適切な事業内容を選択する

質の高い人材を確保する

これまでの経験や人脈を活かす

新たな資金を調達する

これまでの知識･経験･ノウハウを活かす

（n=338）

（%）

13.313.3

19.519.5

20.120.1

26.926.9

33.733.7

38.538.5

42.942.9

46.746.7

47.947.9

50.350.3

55.355.3

再起業してうまくいくために必要なこと（複数回答）

・以前の企業を譲り、高齢者向けの事業にて再起業。しかし、起業時には、同様のビジネスモデルが世の中にな
かったため、評価されず、金融機関からの調達を断念。自己資金と第三者割当増資を受けることで起業した。
（医療、福祉）

再起業してうまくいくために必要なことを見ると、「これまでの知識・経験・ノウハウを活かす」と回答した割合
が最も高い。以下の事例のように、既存の知識・経験・ノウハウを活かしつつ、新たな取組を行うことが、再起業で
成功するために、重要であることが分かる。
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事　例

2008年にグッドデザイン・中小企業庁長官賞を受賞した
「トラッシュポット」

開発した新製品を事業に加え、
倒産した家業の従業員と共に再起業を果たした企業

愛媛県松山市の株式会社 TAMU（従業員17名、資本
金1,000万円）は、包装容器等に用いられる紙箱の企画、
開発、製造、販売等を行う企業である。
同社社長の田村克彦氏は、義兄が経営する、紙箱製造
企業に勤務していた。1912年に創業された同社前身の
その会社は、従業員100名超を有する、業界内では西日
本でも有数の紙箱製造会社であったが、多大な設備投資
や受注の減少等により、創業90年目の2002年に倒産
し、多くの社員が失業した。田村社長は、彼らの持つ紙
箱づくりの高い技術やノウハウを無くしてはいけないと
の思いから、2003年、4名の技術者と共に、新会社とし
て、同社を起業した。
しかし、再起業時は、資金調達と販路開拓に非常に苦
労した。
資金調達については、金融機関からの調達が困難で
あったため、親族等の資金援助や信用保証協会を活用し
た。販路開拓については、倒産により迷惑を掛けた取引
先へのお詫びから始めた。既存顧客の多くは既に、新た
な取引先を持っていたが、技術者と一緒に回り続け、取
引復活に努めた。
また、倒産前の事業内容だけでは行き詰まると考えて
いた田村社長は、付加価値の高い新製品を事業に加える
ことで同業他社と差別化を図ることが必要と考え、全国
でも取扱いの少ない丸型の紙箱に特化した新製品開発に
取り組んだ。90年の歴史を有する前身会社の紙箱づく
りの技術を活かして開発した包装箱「紙ダル」は、300㎏

の荷重にも潰れない強度や仕上がりの美しさが高く評価
され、全国の有名菓子店や果物店等の新たな顧客獲得に
成功した。また、「紙ダル」製法を用いてできた紙製ゴ
ミ箱「トラッシュポット」は、循環型社会に適合したリ
サイクル可能なデザイン性の高いゴミ箱として注目さ
れ、2008年にグッドデザイン・中小企業庁長官賞を受
賞し、2011年には、日本のグッドデザイン賞受賞作品
をインドで展示した「Japanese Good Design Exhibi-
tion」にて紹介され、高い評価を得た。
田村社長は、「新会社設立後の5年目頃までは、資金
調達と販路拡大が課題であったが、今後は更なる新製品
開発や研究開発と、技術継承者の育成が課題。」と語る。

2-1-12：株式会社TAMU
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事　例

養液栽培施設でのトマト栽培の様子

新たに取り組んだ養液栽培事業等を通じ、
大震災からの地域再生を進める企業

宮城県仙台市の有限会社六郷アズーリファーム（従業
員3名、資本金3,650万円）は、ラジコンヘリによる農
薬散布、地場野菜の輸送・販売等の農業関連業務に取り
組む企業である。
同社社長の菊地守氏は、同市若林区井土浜地区で農業
を営みながら、ラジコンヘリの免許資格を活かして、
2004年に同社を起業した。その後、農薬散布の期間以
外にも行える業務として、大手スーパー内の野菜売場に
直販形式で地元・井土浜地区の野菜を並べる事業に取り
組み、各店舗の売上状況を把握し、店舗ごとに異なる顧
客特性を踏まえたきめ細やかな品ぞろえで、安定した事
業収入を確保した。
しかし、2011年、東日本大震災により、同地区は甚
大な津波被害を受け、農業継続は困難となった。
そのような状況下、大手外食チェーンが、津波の塩害
により土地利用型農業の再生が困難な被災地で、トマト
を中心とした養液栽培施設を建設し、地元農家を研修生
として受け入れる復興支援事業を計画した。地元パート
ナーとして、同社に白羽の矢が立ったものの、養液栽培
に関するノウハウ不足から、当初は断るつもりであっ
た。しかし、同年代の養液栽培の専門家による支援が決
まり、加えて、同チェーンの復興支援への強い思いに賛
同した菊地社長は、地元パートナーとしての活動を決断

した。その後、同社は、これまでに培った人脈を活か
し、農業委員会等の協力を得ながら、農地の集約や従業
員の確保等の地域性の強い業務に取り組んでいる。
他方、同社の輸送・販売事業は、現在、まだ復旧でき
ていない。しかし、「農業が変わり始めた途中だったの
に。」と悔しがる農家仲間の思いを聞き、再起への思い
を強めている。菊地社長は、既に再生プランを作成して
おり、「被災前よりも強い農業地域として、地元を再生
させたい。」と語る。

2-1-13：有限会社六郷アズーリファーム
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