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第四章 日本の事例 
 
小松真実（ミュージックセキュリティーズ株式会社 代表取締役） 
 
「日本の事例」ということで当社の取り組みを中心に、日本におけるふるさと投資（地

域活性化小口投資）に相当するマイクロ投資の国内事例、震災復興への活用事例としての

「セキュリテ被災地応援ファンド」ついての説明をする。 

一 マイクロ投資スキームの活用事例概況 

（1）活用事例の概況 
ふるさと投資（地域活性化小口投資）の基本的スキームは、匿名組合契約による小口（マ

イクロ）の投資によるものと理解している。当社は、二〇〇〇年の創業より匿名組合によ

るマイクロ投資スキームを用いて、全国各地の事業者様の資金調達のお手伝いをしており、

それをマイクロ投資プラットフォームとして、実績を重ねてきた。 
スキームの活用概況（二〇一二年八月末現在）は、利用事業者数が六九社、ファンド本

数は一六六本（募集・運営中八九本、償還済七七本）であり、ファンド募集総額は約二八

億円、登録会員数は約五万人である。 
ファンド償還結果（二〇一二年八月末現在）として、償還済（期間終了）ファンド本数

は七七本、出資した元本を下回ったファンド本数は一三本である。 
図表 4-1は主な事業分野ごとの活用概況である。創業当時から行っている音楽ファンドが
一番多く、六〇本のファンドを組成している。一本あたりのファンド総額は、小さいもの

は五〇万円からＣＤのミニアルバムを制作し、大きいものは一アルバムあたり七七三九万

円のファンドを組成している。資金使途はレコーディングの費用、広告宣伝費、パッケー

ジ製造代などである。その他、純米酒の酒蔵、アジアの事例（第五章参照）としてある開

発途上国支援、農林業、Ｊリーグの東京ヴェルディのプロサッカーチーム運営、そして被

災地応援などのファンドを組成している。 
 
図表 4-1 

 

当社のマイクロ投資スキーム担当部門である証券化事業部の実績として、過去三ヵ年度

で、事業年度毎における資金調達額は四・五倍に、売上は二倍、営業利益も二倍の収益を

上げるようになった。 
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（2）投資家属性と投資の動機 
当社が行った二万人の投資家アンケートから投資家属性、投資の動機を見る。図表 4-2
は男女比率と年齢である。男性六六％、女性三三％で、まだまだ男性が多いが、被災地応

援ファンド以降女性の比率は高まっている。三〇代、四〇代が一番多い層になる。今はイ

ンターネットを通じた投資のため、インターネットユーザー層に近いのではないかと考え

る。図表 4-3は職業分布である。会社員が一番多く三四％で、学生も七％いる。一口一万円
から投資できるので、幅広い職業や学生の方も投資をして下さっている。県別分布は図表

4-4である。宮城県が人口比率に比べて多く、これは地元地域を応援したいという気持ちが
投資につながるということが考えられる。 

 

   

投資の動機について、図表 4-5を参照。「事業者を応援したい」、「事業者の考え方に共感
した」の合計が最多となり、マイクロ投資という「仕組みそのものへの共感」も多い。「利

益が出そうだから」が非常に少ないのが特徴となっている。 
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（3）基本的な仕組み 
基本的な仕組みを、図表 4-6を用いて説明する。 

 

 
 
当社が金融庁の登録業者である第二種金融商品取扱業者として、営業者と業務委託契約

を締結し、ファンドの組成業務として事業の分配シミュレーションの作成、匿名契約関連

書類の作成を行う。この段階で、営業者に対して、共感性および事業性という二つの観点

で、経営関係資料（過去の決算書、借入明細書、事業計画書等）や事務所や工場への訪問

や経営者および関係者へのヒアリング等を通じて得た情報を元に、当社所属の公認会計士

がデューデリジェンスを行う。その上で、営業者およびその事業の中で出資につながる共

感されるポイントがあるか、また、ファンド期間中に事業を継続できるか、そのリスクに

ついて出資者に説明ができるかということを確認したうえで、具体的なファンド組成業務

を進めている。 
募集開始の段階では匿名組合契約締結の仲介、出資金・分配金の仲介を行う。また、匿

名組合出資で行われる事業のモニタリングとそのＩＲ業務、当社役職員の公認会計士によ

る任意の監査業務も行う。 
 契約の主体は、あくまで個人の投資家と営業者であり、直接相対での契約の締結となる。

ここでの特徴は、個人の投資家が、消費者にもなるということである。それによって、投

資家が商品の購入者でもあり、口コミの発信源として、マーケティング的にも有効に働く

ことが期待される。 
ファンド契約期間中は、当社のＩＲのシステムを用いて、各投資家向けに個別にマイペ

ージを提供し、ログイン後に投資対象事業者の営業状況やファンドの利回りなど、いつで

も確認できるようになっている。契約の償還期になったら、営業者よりまとめて当社に資

金を移動し、当社よりすべての個人投資家へ資金をそれぞれに払込を行い、ファンドの償

還となる。 
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図表 4-7は、受取り手である営業者にとっての仕組み図である。投資家からの資金をＢＳ
の資産の部において現金として、負債の部として匿名組合預り金として受け取る。二〇一

一年一一月二二日、金融庁より「十分な資本的性質が認められる借入金」（「資本性借入金」）

について、「資本」とみなすことができる条件が発表され、銀行は匿名組合預り金を一定の

条件下で資本としてみなして融資の評価を行うことができ、融資がしやすくなった。これ

により資本不足に直面している企業のバランスシートの改善を図られ、経営改善につなが

ることが期待できる。金融庁は地域の活性化、被災地の復興のために大きな制度改善をし

たと考える。 
ただし、実際に資本とみなして融資を行うのは個別の金融機関になるため、融資を受け

る企業ごとの事業計画や財務状況によってしまい、これによる融資が進んでいるわけでは

ない。当社としても、各地の地域金融機関との意見交換を密にし、このファンドを通じて

個人の投資家の方が多数出資することで、必要な資金を調達できただけではなく、出資を

受ける前より顧客が増え、事業計画の実現性がより高まることなどをアピールし、融資が

進むように働きかけている。 
また、こうした地域金融機関との新たな連携として、ファンドの地域金融機関の窓口で

の販売への取り組みが始まっている。今回の被災企業に対する資本性資金の供給に一定の

成果が認められたことで、この仕組みの全国的活用と、供給できる金額の拡大が期待され

ている。その鍵を握るのが、特に金融資産を多く持つ五〇代・六〇代の方々が、より身近

に安心して近くの地域金融機関の窓口で購入できる地域金融機関の窓口での販売開始だと

考える。当社は二〇一二年一〇月現在、一一社の地域金融機関と販売に関する提携交渉を

進めている。 
 

 

（4）出資から償還までの資金の流れ 
出資から償還までの資金の流れを、二〇〇八年に募集を開始した純米酒ファンド「奥播

磨ファンド」を例にした図表 4-8を用いて説明をする。 
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出資の受付期間は、概ね三ヵ月間で、この事例の場合は、ファンド募集額が六六〇万円

で、一口出資価格（最低出資金額）は五万円である。一口あたりの出資者特典は、七二〇

mlの四合瓶を約八本、上代で約九八〇〇円相当の純米酒である。 
資金利用（製造）期間は、二年間である。酒米の購入費用に利用する。酒米を原料に純

米酒一万一七九〇本（一升瓶換算）を製造し、製造後、二年間熟成させる。 
売上計上（販売）だが、販売期間は一年間である。熟成後、一年間で販売できた製品の

売上金額に応じて出資者へ分配を行う。売上分配条件は、リクープ（投資家にとっての損

益分岐点）前が売上×六三・六％、リクープ後は売上×一・九二％となる。リクープ後は

投資家への分配が低くなることで事業者、奥播磨ファンドの営業者がそのぶん収益を得る

ことができる。 
分配シミュレーションは、売上が五二五万円の場合は投資家の償還割合は五一％、売上

が一〇三八万円の場合は一〇〇％、売上二八三二万円の場合は一〇六％になる。一〇六％

とは、五万円投資した場合、税引前で五万三〇〇〇円分配を受けられるということである。 
最後に償還について、会計期間終了後、二ヵ月以内に売上結果を集計・監査をし、出資

者へ振込みを開始する。このファンドは、販売結果として三三五八万円の売上が上がり、

利回りが一〇七・二％、分配額が一口あたり 五万三六三七円（税引前）になった。 
 
（5）混同されがちなファイナンシャルスキームとの違い 
 図表 4-9は、マイクロ投資スキームと混同されることの多い、他のファイナンシャルス
キームとの比較表である。 
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資金の出し手 資金の受取手 資金の出し方
償還／
イグジット

金銭的リターン 規制※１
スキーム運営
資格※１

受け取り方

マイクロ投資
スキーム

個人（小口）
主に中小規模法
人

事業への投資
（株式を取得し
ない投資）

売上の一部を契
約時に決めた割
合で分配

投資事業の売上
に連動して償還
時に決まる

金融商品取引法
第二種金融商品
取引業者

BS上負債の部の
匿名組合預り金
として受け取
る。一定の条件
下で資本とみな
せる。

「マイクロファ
イナンス」と呼
ばれているマイ
クロクレジット
のスキーム

金融機関
（MFI）※２

個人、小規模事
業者（小口）

融資
元本に貸付利息
を加えて返済

貸付利息として
事前に決める

貸金業法 貸金業

個人の場合、借
金。法人の場
合、BS上負債の
部の借入金。

ベンチャーキャ
ピタル／プライ
ベートエクイ
ティ・ファンド

投資事業組合
ベンチャー企
業、株式会社全
般

株式の取得によ
る出資

上場やM&Aによ
る売却

株式売却時の
キャピタルゲイ
ン

金融商品取引法
一定の条件下で
なし

一定の条件下で
なし

第三者割当増資
により資本金、
資本準備金とし
て受け取る。  

※１：国により異なるが日本で行う場合を想定 
※２：第四章にて用語説明 

 

参考資料（図表 4-10）として、ファイナンシャルスキームとは決して言えないが、混同さ
れがちなスキーム。 

資金の出し手 資金の受取手 資金の出し方
償還／
イグジット

金銭的リターン 規制※１
スキーム運営
資格※１

受け取り方

「クラウドファ
ンディング」と
呼ばれているス
キーム

個人（小口）
個人、小規模事
業者（小口）

寄付、財やサー
ビスの事前購入

なし なし なし なし

通常、寄付、事
前購入ともに、
売上（経常収
益）として計上
して資金を受け
取る  

 

二 活用事例 

事例１ 音楽ファンド 
 音楽ファンドの事例として、「ＨＩＰＨＯＰ ＬＥＧＥＮＤ－６」（HHL6）をあげる。ア
ーティストは「ＡＫ－６９」という日本を代表するHIPHOPアーティストで、募集金額は
七七三九万円のファンドで、一口一万円である。ファンド会計期間開始日が二〇一一年一

月二六日で、ファンド償還日が同年九月二五日である。償還結果は一〇四・八四％だった。 
 この「ＡＫ－６９」は、二〇〇四年に発売したアルバム「ＰＡＩＮＴ ＴＨＥ ＷＯＲＬ
Ｄ」では、八〇九〇枚の売上枚数で、当時のファンド募集額は一二〇〇万円だった。今回

の HHL6のファンド総額は七七三九万円で、このファンドを活用した二〇一一年発売のア
ルバム「ＴＨＥ ＲＥＤ ＭＡＧＩＣ」は、十万四八八枚売り上げることができ、オリコン
の総合チャートでも三位に入るヒット CDになった。 
 「ＡＫ－６９」は、音楽ファンドを二〇〇三年より八年間にわたって一四本活用し、フ

ァンド総額は三億三三万円、平均利回りは一一一・三％で、プラス一一・三％の利回りを

上げた。インディペンデントな音楽活動にこだわりながら、大手レコード会社に所属のア

ーティストでも困難な、一〇万枚を超える売上の CD に贈られるゴールドアルバムの認定
を日本レコード協会より二タイトル連続で受けた。音楽ファンドを活用し日本を代表する

HIPHOPアーティストになった。 
 
事例２ 純米酒ファンド 
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 純米酒ファンドは、三年程度熟成させた純米の日本酒をつくり続けること、蔵でつくる

日本酒がすべて純米酒という「全量純米蔵」を目指すことをサポートすることが目的であ

る。  
酒蔵が抱えている課題として、一年以上の長期の銀行借入が難しいこと、自己資金では

熟成中の約三年間収益回収ができないのは厳しいこと、原材料が高いということがある。 
 この解決策としての純米酒ファンドである。原材料をまかなう数百万円規模のファンド

をシーズンごとに組成できること、三～五年の運用期間で比較的長期の資金がまかなえる

こと、ファンである出資者はお酒が熟成され味の変化も楽めること、蔵元は自分が納得い

くタイミングで販売を開始できるということである。 
 先ほど説明した「奥播磨ファンド」は、対象が下村酒造店で、兵庫県で明治一七年創業

の老舗の会社である。募集金額は六六〇万円、一口五万円から出資が可能である。ファン

ド会計期間開始日は二〇〇九年一月一日で、ファンド償還日は二〇一一年一二月三一日、

償還結果は一〇七・二七％だった。 
純米酒ファンド全体では、埼玉県の神亀酒造をはじめ一九本のファンドを組成しており、

合計二億二六七五万円になっている。このお金はすべて農家からの酒米を購入する資金に

当てられている。 
 この純米酒ファンドは、蔵元の方の純米酒へのこだわりや、蔵で作る日本酒の全量を純

米酒である蔵になってやっていくという熱い思いへの共感ポイントがある。そして、特典

として、ファンドによって異なるが合計三升分（七二〇ml 瓶八本分）の純米酒を贈呈する
ことや、蔵見学会などにも多くの共感が寄せられている。さらに加えて、販売状況に応じ

て現物での分配も実施されるということが、非金銭的リターンとして期待されている。ま

た図表 4-11のような出資証明として送付される限定お猪口も皆さんに喜ばれている。 

 
 
 この純米酒ファンドの活用の結果として、下村酒造店は二〇〇八年から二〇一〇年まで

は売上は横ばいだったが、二〇〇八年の奥播磨ファンドで製造した熟成酒が二〇一一年か

ら発売でき、二〇一一年六月期は前年比一〇八％、二〇一二年六月期は前年比一一六％に

まで売上が増加した。下村酒造店は二〇〇八年、二〇〇九年、二〇一一年、二〇一二年と

四本の純米酒ファンドを活用している。銀行からは一年間の短期借入しかできず、地元の

酒造好適米の良さを活かすことができる熟成酒の製造ができなかったが、ファンドを通じ

て長期返済が可能な資金を調達でき、地域資源を最も活かすことができるスケジュールで
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事業の展開が可能になった。ファンドの「待てる資金」が新酒より比較的値段の高い熟成

酒を作る原資になり、酒蔵の付加価値を高める原動力となっている。 
 
事例３ タオルファンド 
 タオルファンドの目的は、世界で一％にも満たないオーガニックコットンの利用量拡大、

啓発活動を行うということ、オーガニックコットンを生産するタンザニア農家の生活水準

の向上を目指すこと、新アイテムの商品化による売上拡大を目指すことである。 
 課題として、タオル製造会社が民事再生を経験していることにより金融機関からの資金

調達が困難であったということと、知名度を上げファンを増やしたいということがあった。 
 タオルファンドの意義は、最も農薬が利用されているといわれる通常の「綿」ではない、

有機栽培綿（オーガニックコットン）の消費量を増やす、愛媛県今治市発のファクトリー

ブランドの新しい取り組みを個人出資によってサポートしていくということである。 
 「風で織るタオルファンド」は、対象は池内タオル株式会社で、タンザニアで生産され

たオーガニックコットンを購入し、「コットンヌーボータオル」を生産販売する。募集金額

は五五〇万円、一口あたり五万円である。ファンド会計期間開始日は二〇一一年四月一日

で、ファンド償還日は二〇一二年三月三一日だった。償還結果は一〇四・一八％のプラス

の償還となった 
 活用実績として、二〇一〇年にファンド募集を開始し、二〇一一年ファンドでコットン

タオルプロジェクトを新たにスタートさせた。一年目からタオルは完売し、二年目から販

売前から予約殺到する人気商品になった。二〇一一年にテレビ東京「カンブリア宮殿」に

出演して売上を拡大し、スカイツリーのオフィシャルショップのタオルに「風で織るタオ

ル」が採用された。 
 状況としては、二〇一〇年、二〇一一年と毎年のシリーズとしてファンドを活用し、フ

ァンドによるメッセージ性の強い新規プロジェクトが実現した。コアなファンからの貴重

な資金調達経路となり、事業活動を後押しできた。 
 
事例４ 林業ファンド 
 林業ファンドの目的は、森を後世に残すこと、また林業の活性化である。 
 課題としては、収益化できるはずの木が放置されていること、林業機械導入などの効率

化が進まずコストが高いこと、また国産材を利用することのメリット・価値の認知度や関

心が低いことなどが挙げられる。 
 その解決策としての林業ファンドである。出資を通じて、国産材の関心を持ってもらう

機会を増やし、調達資金で林業機械を購入しコストを下げ、また国産間伐材の有効利用で

収益機会を増やすことである。 
 「西粟倉村共有の森ファンド２００９」は、対象は株式会社トビムシ。ファンド資金で

林業機械を購入する。募集金額は四九四〇万円、募集単位は一口五万円、ファンド会計期

間開始日は二〇〇九年七月一日、ファンド償還日は二〇一九年六月三〇日の予定、現在運

営中である。 
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 共感のポイントは、いい森は手を入れないとつくれない、林業は日本に眠る貴重な資源

を活用できる、現地ツアーなどで仲間づくりや社会との関わりを強くするということであ

る。図表 4-12は、左のような密集しやせ細った木ではなく、右のように日差しが入り、太
く成長することのできる林をつくっていくということを示している。 
 

図表 4-12 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
実績としては、二〇〇九年にファンド募集を開始し、ファンドで林業機械を購入した。

トビムシの子会社であり、林産物の商社機能を担う株式会社西粟倉・森の学校は、岡山県

西粟倉村の民間企業として唯一売上が二〇一一年一億円を超える会社になった。雇用創出

効果もあり、県内で唯一人口が増加している村になった。 
 状況として、全国四〇〇名以上の出資者（西粟倉村共有の森ファンド２０１０含む）が

できたことにより、林業機械が購入できるだけでなく、地元の方々に対して、全国から期

待されているという、やる気創出にもつながった。ファンド出資者が西粟倉村の宣伝マン

となり、西粟倉村の農家のお米の定期購入者になるなど収益拡大に貢献していると考えら

れる。 

三 震災復興への活用事例「セキュリテ被災地応援ファンド」 

（1）概況と基本的な仕組み 
 次に、震災復興への活用事例として、「セキュリテ被災地応援ファンド」の説明をする。 
 「セキュリテ被災地応援ファンド」は、二〇一一年三月一一日の東日本大震災で被災し

た北海道から福島県までの四県三七社が活用し、三八本のファンドを組成している。募集

総額は約一一億円で、そのうち二〇一二年一〇月現在、約九億円調達済みとなっている。 
基本的な仕組みは、図表 4-13で示すように他の匿名組合出資のファンドと同じだが、「セ
キュリテ被災地応援ファンド」は、一口一万円の内、出資金五〇〇〇円と寄付金五〇〇〇

円として、半額は寄付金として返済不要の資金として提供しているということが特徴であ

る。  実際の主な活用事例をご報告する。 
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図表 4-13 

 
 
 
事例５ 山内鮮魚店ファンド 
 南三陸町を牽引する福興市の実行委員長、山内鮮魚店が対象。このファンドは調達額五

〇〇〇万円、出資人数一四五四人、開始が二〇一一年七月一日、償還が二〇二〇年一二月

三一日の予定である。資金使途は加工設備で、図表 4-14の写真のような機械を購入した。 
 

 
 
 ファンドを二〇一一年五月～九月に募集し、南三陸町の別の土地に仮工場を建設し、調

達資金で設備を購入し、二〇一二年六月から工場は再開した。 
 
事例６ 斉吉商店ファンド 
 「こういうときこそ、最低でも震災前以上の品質に」ということを目標に、図表 4-15の
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ような加工設備を購入した。調達額は一〇〇〇万円、出資人数は四〇〇人で、開始日が二

〇一二年八月一日、償還日が二〇一八年三月三一日の予定である。 
 ファンドを二〇一一年四月～五月に募集をし、調達資金で設備を購入し、二〇一二年七

月から工場を再開した。 

 

 
事例７ 石渡商店ふかひれファンド 
 「気仙沼を再びふかひれの町に」を目標に、調達金額は一億円、出資人数は二五三二人

で、開始日は二〇一二年九月一日、償還日が二〇一九年一二月三一日の予定である。新工

場の加工設備を購入し、そして二〇一二年八月から工場を再開した。 
 特に、石渡商店ふかひれファンドの出資人数は二五三二人ととても多く、この投資家の

方々が消費者にもなっていくことが、大きく期待されている。 
 
事例８ 津田鮮魚店ファンド 
 「進化する街の鮮魚店」として、津田鮮魚店は石巻で、店頭販売のほか、ネット通販や

飲食店共同経営を展開。調達額は一五〇〇万円、出資人数は五九〇人となった。開始日が

二〇一二年三月一日、償還日は二〇一九年五月三一日の予定となっている。資金使途は店

舗修繕・設備である。震災前からあった場所で店舗を修繕し、二〇一二年二月から販売を

再開した。 
 
事例９ タツミ食品わかめファンド 
 石巻市にあるタツミ食品は、石巻、十三浜をワカメのブランド産地にした開拓者である。

調達額は一〇〇〇万円で、出資人数は四三一人である。開始日が二〇一二年五月一日で、

償還日は二〇二二年四月三〇日の予定である。資金使途は工場設備で、震災前からあった

場所で二〇一二年四月から工場を再開した。 
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Ⅰ. 小口投資スキームの活用事例概況



小口投資（＝マイクロ投資）スキームの活用概要
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主な事業分野ごとの活用概況

種類 ファンド数 1件あたりファンド募集総額 事業内容
音楽 60件 50万～7,739万円 音楽CD制作・販売
純米酒の酒蔵 19件 440万円～3,335万円 純米酒製造・販売
開発途上国支援 6件 2,850万円～5,292万円 海外のマイクロファイナンス機関向け
農林業 6件 888万円～4,940万円 お米の生産・販売、放牧豚の飼育、森林の施業・木材販売
スポーツ 1本 5,296万円 Jリーグチーム運営
被災地応援 37本 700万～1億円 被災地の復興

スキーム活用概況（2012年8月末現在）
• 利用事業者数：69社
• ファンド本数：166本（募集・運営中 89本、償還済77本）
• ファンド募集総額：約28億円（被災地応援ファンド応援金含む）
• 登録会員数：約5万人

ファンド償還結果（2012年8月末現在）
• 償還済（期間終了）ファンド本数：77本
• 出資元本を下回ったファンド本数：13本

【表－１】



投資家属性

会社員 34.78%

公務員 2.99%

会社役員 2.59%

自営業 6.08%

主婦 5.56%

学生 7.65%

アルバイト・パート 4.04%

その他 8.27%

無効 28.04%

合計 100.00%

北海道 5.31% 滋賀県 0.88%

青森県 0.65% 京都府 2.04%

岩手県 0.94% 大阪府 7.22%

宮城県 3.25% 兵庫県 4.12%

秋田県 0.51% 奈良県 0.89%

山形県 0.56% 和歌山県 0.46%

福島県 0.73% 鳥取県 0.38%

茨城県 1.70% 島根県 0.34%

栃木県 0.98% 岡山県 1.43%

群馬県 0.95% 広島県 1.37%

埼玉県 6.00% 山口県 0.66%

千葉県 5.45% 徳島県 0.32%

東京都 22.03% 香川県 0.52%

神奈川県 9.49% 愛媛県 0.54%

新潟県 0.79% 高知県 0.32%

富山県 0.59% 福岡県 2.74%

石川県 0.66% 佐賀県 0.27%

福井県 0.39% 長崎県 0.47%

山梨県 0.41% 熊本県 0.60%

長野県 1.05% 大分県 0.49%

岐阜県 1.17% 宮崎県 0.41%

静岡県 1.99% 鹿児島県 0.56%

愛知県 5.27% 沖縄県 0.70%

三重県 0.94% 海外 0.46%

▼男女比及び年齢の分布 ▼職業分布 ▼県別分布

※それぞれ有効回答20,000件
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男性 女性

66.85% 33.15%

20 ～ 29歳 14.84% 15.80%

30 ～ 39歳 32.88% 32.81%

40 ～ 49歳 24.37% 23.91%

50 ～ 59歳 14.41% 15.31%

60 ～ 69歳 10.30% 9.08%

70 ～ 79歳 1.86% 1.59%

無効含むその他 1.35% 1.50%

合計 100.00% 100.00%

【表－２】 【表－３】 【表ー４】



投資の動機

4355
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179

157

299
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仕組みに共感したから

事業者の考え方に共感したから

事業を応援したいから

対象商品・サービスが好きだから

新しい仕組に期待したいから

投資家特典が充実しているから

利益が出そうだから

その他

事業者を応援したい、事業者の考え方に共感した、を合計すると、最多である。

マイクロ投資という仕組みそのものへの共感が多い

利益が出そうだからが非常に少ない

（人） ※有効回答20,000件
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【図－１】



小口投資スキームの活用の沿革と主なトピック
2000年～：
匿名組合方式による音楽ファンド事業を開始。
2007年～：
神亀酒造（埼玉）が純米酒の熟成製造事業に純米酒ファンド活用。
2008年～：
金融商品取引法施行（当社第二種金融商品取引業者として登録）
2009年～：
・｢大切なものを守る投資｣をコンセプトに、企業が個人投資家から匿名組合方式で資金調
達することができるプラットフォーム「セキュリテ」のサービスを開始。
・プラットフォーム化されたことで、ぶった農産（石川）が農業、トビムシ（東京・岡山）が林業、
藍布屋桃太郎ジーンズ（岡山）がジーンズ製造等、多様な業種での活用が可能に。
2011年～：
・東日本大震災の被災企業が、セキュリテの仕組みを応用、半分寄付を組み合わせた
「セキュリテ被災地応援ファンド」開始
・2011年11月、金融庁が「資本性借入金」に関する「金融検査マニュアル」の運用を明確化。
「セキュリテ被災地応援ファンド」により調達した資金は、「資本性借入金」として、金融機関が融資
の際に、出資金を資本とみなすことが可能になる。
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基本的な仕組み
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営業者

当社

•第二種金融商品
取扱業者として匿名
組合契約締結、出
資金・分配金の仲
介を行う
•WEB上での契約

•ファンド事業のモニタ
リング・IR業務、任
意監査業務

マイクロ投資プラットフォーム利用（業務委託）契約

ファンド
（匿名組合勘定）

初期報酬、監査報酬（個別御見積）

①ファンド組成

匿名組合契約

匿名組合出資

匿名組合分配金

販売手数料（調達金額5.5％）

出資者

個人

消費者 事業

②ファンド販売・運営

商品・サービス

売上代金 小売・流通等

事業に必要な原
価、販管費

事業売上の一部
転換

【図－２】



仕組み＜金融検査マニュアルの明確化後＞

2011年11月22日、金融庁より『十分な資本的性質が認められる借入金」（「資
本性借入金」）について、「資本」とみなすことができる条件』が発表された。

銀行は、匿名組合預り金を、一定の条件下で、資本としてみなして融資の評価
を行うことができ、融資がしやすくなる。

資本不足に直面している企業のバランスシートの改善を図られ、経営改善に
つながる。
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匿名組合預り金現金

売上原価

販管費

売上 投資家

分配

投資

匿名組合預り金

銀行

資本とみなせる

営業者の特定事業PL 営業者のBS
【図－３】



出資から償還までの資金の流れ

9

純米酒ファンド「奥播磨ファンド」の場合

出資 資金利用（製造） 売上計上（販売） 償還

<3ヶ月程度～＞ ＜2年間＞ ＜1年間＞ ＜2ヶ月＞

・ファンド募集額：
660万円

・1口調達額（最
低出資金額）：
5万円

・出資特典：
約8本（四号瓶）
（約9,800円相当）

・酒米の購入費用に利用
・酒米を原料に純米酒
11,790本（１升瓶換算）
を製造
・製造後、2年間熟成

・熟成後、1年間で販売できた
製品の売上金額に応じて、出
資者へ分配。

--------

・売上分配条件
リクープ前：売上×63.6％
リクープ後：売上×1.92％

・分配シミュレーション
売上525万円：51％
売上1038万円の場合：100％
売上2832万円：106％

・会計期間終了後、2ヶ
月以内に売上結果を集
計・監査をし、出資者へ
振込開始

-----

・販売結果：
3,358万円の売上
・利回り：
107.2％
・分配額：
53,637円(税引前）

【表－５】



Ⅱ. 活用事例



【音楽ファンド】
HIP HOP LEGENDS-6

・アーティスト：AK-69
・募集金額：77,390,000円
・募集単位：1口10,000円
・ファンド会計期間開始日：2011年1月26日
・ファンド償還日：2011年9月25日
・償還結果：104.84％

共感ポイント（例）：
・アーティストAK-69の活動を支えたい
・アーティストの音楽性に惹かれた
・インディペンデントアーティストが、ファンドの力を活用して
オリコン1位を狙う

事例①音楽ファンド
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【図－４】



• 実績
2004年 発売アルバム「PAINT THE WORLD」 8,090枚

（ファンド募集額 1,200万円）
↓

2011年 発売アルバム+DVD「THE RED MAGIC」 91,838枚
（ファンド募集額 7,739万円）
オリコン総合チャート3位

• 状況
AK-69は音楽ファンドを2003年より８年間にわたって14本活用。フ
ァンド総額は3億33万円で、平均利回りは＋11.13%
インディペンデント音楽レーベルにこだわり、自らやりたい音楽を自分た
ちのチームで作り上げるスタイルを維持。
2枚のアルバムが10万枚を突破し、ダブルでゴールドアルバムに認定。

事例①音楽ファンド 活用結果（AK-69）
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【目的】
・3年程度熟成させた純米の日本酒を造り続ける。
・蔵で作る日本酒がすべて純米酒という、「全量純米蔵」を目指す（醸造ア
ルコールや添加物を使用しない）。
【課題】
・1年以上の銀行借入が難しい。
・自己資金では、熟成中約3年間、収益回収ができないのは厳しい。
・原材料が高い（米のみで作るため）。

解決策：純米酒ファンド
・数百万規模（小規模）のファンド、3-5年の運用期間
→ファン（出資者）はお酒が出来る過程も楽しんで待つ
→蔵元は、自分が納得のいくタイミングで販売を開始

事例②純米酒ファンド
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【純米酒ファンド】
奥播磨ファンド
・対象：下村酒造店（兵庫県 明治17年創業）
・募集金額：6,600,000円（最大）
・募集単位：1口50,000円から
・ファンド会計期間開始日：2009年1月1日
・ファンド償還日：2011年12月31日
・償還結果：107.27％
・純米酒ファンド19本の合計は2億2,675万円

共感ポイント（例）：
・販売状況に応じて現物での分配も実施
・蔵元の純米酒への想い
・全量純米蔵を目指す会の想い
・特典（合計3升分のお酒を贈呈、蔵見学 など）
・出資証明の限定おちょこ
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事例②純米酒ファンド

【図－５】



• 実績
2008年から2010年までは売上横ばい。
2008年のファンド（奥播磨ファンド）で製造した熟成酒が2011年から発売でき、
2011年は前年比108％、2012年は前年比120％で推移。
売上面で余裕ができてきたため、地域への貢献として地元の米農家を高い価格で
買取り、地域の農家が兼業でなく専業で若い世代が農業ができることを目標に取
組を行う予定。

• 状況
2008年、2009年、2010年、2011年と4本の純米酒ファンド活用。
銀行からは1年借入しかできず、地元の酒造好適米の良さを活かすことできる熟成
酒の製造ができなかったが、ファンドを通じて長期返済が可能な資金を調達でき、
地域資源を最も活かすことのできるスケジュールで事業の展開が可能となっている。

事例②純米酒ファンド 活用結果（下村酒造店）
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【目的】
・世界で1%にも満たないオーガニックコットンの利用量拡大、啓発活動。
・オーガニックコットンを生産するタンザニア農家の生活水準向上。
・新アイテムの商品化による売上の拡大。

【課題】
・民事再生を経験していることにより金融機関からの資金調達が困難。
・ファンの拡大。

解決策：タオルファンド
・出資を通して、資金およびファンの獲得。
・プロジェクト実施によるオーガニックコットンの使用量拡大。
・継続的にタンザニア農家から購入すること生活向上・安定化。

©2012 MusicSecurities,inc  all right reserved. 16

事例③タオルファンド



【アパレルファンド】
風で織るタオルファンド

対象：池内タオル株式会社（愛媛・今治）
概要：タンザニアで生産されたオーガニックコットンを
購入し、「コットンヌーボータオル」を生産販売
・募集金額：5,500,000円
・募集単位：1口50,000円
・ファンド会計期間開始日：2011年4月1日
・ファンド償還日：2012年3月31日
・償還結果：104.18％

ファンドの意義：
• 最も農薬が利用されているといわれる通常の「綿」ではない、有機栽培綿（オー
ガニックコットン）の消費量を増やす。
• 愛媛県今治市発のファクトリーブランドの新しい取り組みを個人出資によってサ
ポート
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事例④タオルファンド



• 実績
2010年ファンド募集開始。
2011年ファンドでコットンヌーボータオルプロジェクトを新たにスタート。
1年目から完売 - 2年目も販売前から予約殺到する人気商品に。
2011年、テレビ東京「カンブリア宮殿」出演し、売上拡大。
スカイツリーのオフィシャルショップのタオルに「風で織るタオル」採用。

• 状況
2010年、2011年と毎年のシリーズとしてファンドを活用。
ファンドにより、メッセージ性が強い新規プロジェクトが実現。
民事再生後のため、銀行借入が困難の状況下で、コアなファンからの貴重な資金
調達経路となり、事業活動を後押しできている。
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事例④タオルファンド 活用結果（池内タオル）



【目的】
・100年の森を作る（森を後世に残す）
・林業の活性化

【課題】
・収益化できるはずの木が放置されている（日本の70％は森）。
・林業機械導入などの効率化が進まずコストが高い。
・国産材を利用することのメリット・価値の認知度や関心が低い。

解決策：林業ファンド
・出資を通して、国産材への関心を持って頂く機会を増やす
→調達資金で林業機械購入しコストを下げる。
→国産間伐材の有効利用で、収益機会を増やす

事例③林業ファンド
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【林業ファンド】
西粟倉村共有の森ファンド2009

・対象：株式会社トビムシ
・概要：ファンド資金で林業機械購入
・募集金額：49,400,000円
・募集単位：1口50,000円から
・ファンド会計期間開始日：2009年7月1日
・ファンド償還日：2019年6月30日
・償還結果：運営中

共感ポイント（例）：
・いい森は手を入れないと作れない
・林業は日本に眠る貴重な資源を活用出来る
・100年の森を共に支える
・現地ツアーなどで仲間作り、社会との関わり
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事例③林業ファンド

【図－６】



• 実績
2009年ファンド募集開始（ファンドで林業機械を購入）。
トビムシの子会社であり、林産物の商社機能を担う森の学校は岡山県西粟倉村
で民間企業として唯一売上が2011年1億円を超える企業に。
雇用創出もあり、県内で唯一人口が増加している村。

• 状況
全国400名以上の出資者(西粟倉村共有の森ファンド2010含む）ができたこと
により、林業機械を購入できただけでなく、地元の方々に対して、林業が全国から
期待されているというやる気創出にもつながった。
ファンド出資者が、西粟倉村の宣伝マンとなり、西粟倉村の農家のお米の定期購
入者になったりと、収益拡大に貢献している。
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事例③林業ファンド 活用結果（トビムシ）



Ⅲ． 震災復興への活用事例
「セキュリテ被災地応援ファンド」



基本的な仕組み（セキュリテ被災地応援ファンドの場合）

営業者

当社

•第二種金融商品
取扱業者として匿名
組合契約締結、出
資金・分配金の仲
介を行う
•WEB上での契約

•ファンド事業のモニタ
リング・IR業務、任
意監査業務

マイクロ投資プラットフォーム利用（業務提携）契約

ファンド
（匿名組合勘定）

①ファンド組成

匿名組合契約

匿名組合出資5000円/口
＋応援金（寄付金）5000円/口

匿名組合分配金

販売手数料（500円／口）
運営手数料（なし）

出資者

個人

消費者 事業

商品・サービス

売上代金 小売・流通等

事業に必要な原
価、販管費

事業売上の一部
転換
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セキュリテ被災地応援ファンドのみ、1口出資金5000円と寄付金5000円（当社手数料500円）とし、
資金使途は全額個別営業者の事業に活用されるが半額は寄付金として返済不要の資金として提供。

【図－７】



事例⑤山内鮮魚店ファンド
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南三陸町（人口約17,000人）
調達額：5,000万円
出資人数：1,454人
開始：2012年7月1日
償還日：2020年6月30日
資金使途：加工設備
再建予定
2011年5月～9月の募集
南三陸町の別の土地に仮工場建設
調達資金で設備購入済
2012年6月から工場再開

南三陸町を牽引する、福興市の実行委員長。
【図－８】



事例⑥斉吉商店ファンド
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気仙沼市（人口約70,000人）
調達額：1,000万円
出資人数：400人
開始日：2012年8月1日
償還日：2018年3月31日
資金使途：加工設備
再建予定
2011年4月～5月の募集
気仙沼内陸部の倉庫用土地に建設
調達資金で設備購入済
2012年7月から工場再開

こういう時こそ、最低でも震災前以上の品質に。
【図－９】



事例⑦石渡商店ふかひれファンド
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気仙沼市（人口約70,000人）
調達額：1億円
出資人数：2,532人
開始日：2012年9月1日
償還日：2019年12月31日
資金使途：加工設備
再建予定
2011年5月～2012年3月の募集
気仙沼内陸部の土地に建設
調達資金で設備購入済
2012年8月から工場再開

気仙沼を再びふかひれの町に
【図－１０】



事例⑧津田鮮魚店ファンド
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石巻市（人口約150,000人）
調達額：1,500万円
出資人数：590人
開始日：2012年3月1日
償還日：2019年5月31日
資金使途：
店舗修繕・設備

再建予定
2011年5月～9月の募集
震災前の店舗を修繕
2012年2月から販売再開

進化する街の鮮魚店。ネット通販・飲食店共同経営
【図－１１】



事例⑨タツミ食品わかめファンド

©2012  MusicSecurities,inc  all right reserved. 28

石巻市（人口約150,000人）
調達額：1,000万円
出資人数：431人
開始日：2012年5月1日
償還日：2022年4月30日
資金使途：
工場建設・設備

再建予定
2011年5月～8月の募集
震災前の場所に工場再建
2012年4月から工場再開

石巻、十三浜をワカメのブランド産地にした開拓者。
【図－１２】



Appendix



会社概要

事業の証券化業務（マイクロ投資プラットフォーム「セキュリテ」）

音楽制作・販売・著作権管理業務（音楽レーベル「MS Entertainment」）業務内容

主要株主

影山知明、讃岐邦正、猪尾愛隆、榊原智子取締役

1億7,246万5,300円（資本準備金：1億6,323万1,700円）資本金

2001年11月26日設立

三井住友銀行 日比谷支店取引金融機関

東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング10F本店/事業所所在地

松下律、赤井厚雄、吉村龍吾監査役

小松真実代表取締役

ミュージックセキュリティーズ株式会社社名

登録 第二種金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第1791号

新日本有限責任監査法人監査法人

30

小松真実、東京海上キャピタル株式会社、静岡キャピタル、広島キャピタル、
、SMBCベンチャーキャピタル株式会社、三菱UFJキャピタル、信金キャピタル
株式会社電通、しがぎんリース・キャピタル株式会社
リクルート・インキュベーション・パートナーズ他

加入協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会



経営陣

31

慶應義塾大学大学院修了。広告代理店（株）博報堂にて、外資飲料メーカー、国内食品メーカーなどのマーケティングコミュニ
ケーションに従事。2005年より弊社証券化事業部担当。

猪尾 愛隆

慶應義塾大学卒。国際投信委託にてファンドマネージャー。ケミカル信託銀行にて運用部長ファンドマネージャー。インベスコ
投信にて運用部長ファンドマネージャー。ＡＭＶＥＳＣＡＰグローバルパートナー（インベスコグループの持株会社）。2002年弊社
監査役就任。

松下 律

監査役

東京大学卒。戦略系コンサルティングファームMckinsey＆Companyに入社。広く金融機関、ヘルスケア、製造業等の各分野で
新規事業立ち上げ、マーケティング戦略立案、組織運営システム再設計等のコンサルティングに従事。その後ウィルキャピタ
ルマネジメントのヴァイスプレジデントに就任。2002年5月弊社取締役就任。

影山 知明

早稲田大学大学院修了。2000年12月ミュージックセキュリティーズ合資会社設立、2001年11月ミュージックセキュリティーズ有
限会社設立、2002年5月株式会社化し代表取締役就任。

小松 真実

取締役

立教大学卒。公認会計士。新日本監査法人に入所。国内金融機関、メーカー、サービス業等の監査に従事。 その後、TAC
㈱公認会計士講座講師を経て、2004年5月より弊社証券化事業部担当。

讃岐 邦正

慶応義塾大学卒。三菱銀行（現三菱東京UFJ銀行）、米国キダー・ピーボディ社を経て、モルガン・スタンレーに
入社。現在、モルガン・スタンレーMUFG証券マネージングディレクター、早稲田大学客員教授を兼職。2010年11月
弊社監査役に就任。

赤井 厚雄

東京大学卒業。1990年第二東京弁護士会登録。1994年ハーバード大学ロースクール卒業（LL.M.）。アンダーソン・毛利法律事務
所のパートナーを経て2010年11月弊社監査役に就任。

法政大学卒。作詞家、博物館学芸員。大信精機株式会社（デンソーグループ）経営企画室を経て、ミュージックセキュリティー
ズ合資会社立ち上げに参画。2007年より弊社音楽事業部部長、2011年6月取締役就任。

榊原 智子

吉村 龍吾



資金の出し手 資金の受取手 資金の出し方
償還／       イ
グジット

金銭的リターン 規制※１
スキーム運営 資
格※１

受け取り方

マイクロ投資 ス
キーム

個人（小口）
主に中小規模法
人

事業への投資
（株式を取得し
ない投資）

売上の一部を契
約時に決めた割
合で分配

投資事業の売上
に連動して償還
時に決まる

金融商品取引法
第二種金融商品
取引業者

BS上負債の部の
匿名組合預り金
として受け取
る。一定の条件
下で資本とみな

「マイクロファ
イナンス」と呼
ばれているマイ
クロクレジット
のスキーム

金融機関（MFI）
※２

個人、小規模事
業者（小口）

融資
元本に貸付利息
を加えて返済

貸付利息として
事前に決める

貸金業法 貸金業

個人の場合、借
金。法人の場
合、BS上負債の
部の借入金。

ベンチャーキャ
ピタル／プライ
ベートエクイ
ティ・ファンド

投資事業組合
ベンチャー企
業、株式会社全
般

株式の取得によ
る出資

上場やM&Aによる
売却

株式売却時の
キャピタルゲイ
ン

金融商品取引法
一定の条件下で
なし

一定の条件下で
なし

第三者割当増資
により資本金、
資本準備金とし
て受け取る。

資金の出し手 資金の受取手 資金の出し方
償還／       イ
グジット

金銭的リターン 規制※１
スキーム運営 資
格※１

受け取り方

「クラウドファ
ンディング」と
呼ばれているス
キーム

個人（小口）
個人、小規模事
業者（小口）

寄付、財やサー
ビスの事前購入

なし なし なし なし

通常、寄付、事
前購入ともに、
売上（経常収
益）として計上
して資金を受け


