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この ようなイ ンフラの上 を走る起業家 (アン トレプ
レナー)の 輩出の面 で も、京都 において最近、優れた

京都 にはベ ンチ ャー企業が育 ちやす い風土があ ると
一般的 に言 われてい ます。事実 、京 セラ、オムロン、

若 い起業家が多 く見受けられるようにな り、活性化 し
て きてい ます。彼 らは柔軟な発想 で新 しいことを生み

ローム、 日本電産等世界 レベ ルで認 め られてい るベ ン

出 し、経営全般 につい て猛烈に勉 強 をして、ひたむき

チ ャーか らス ター トした企業が数多 くあ ります。
私 も当地 で約 1年 間、ベ ンチ ャーキヤピタリス トと

な姿勢 で企 業経営 をしてい ます。

して活動 して、そのことを実感 してい ます。ベ ンチ ャ
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翁難場感縁蓉議鬱轟機の嗜つ喉恭孝ン:ト

ー企業 を生み出すためのイ ンフラ、すなわち大学や、
会計士 ・弁護士等 の専門家、ベ ンチャー イ ンキュベー
シ ョン施設、独創 的な新 しいこ とを重ん じる気質等が

次 に、私 が 日頃、ベ ンチ ャー企業が成長す るにあた
って大切 だと考 えてい るポイ ン トを 7つ ほ ど述べ てみ

京都 には整 ってい ます。
ベ ンチ ャー イ ンキ ュベ ーシ ヨン施設 の京都 リサ ーチ

たい と思 い ます。

パー ク (KRP、 下京区)に 行 くと、特別 にアポイ ン ト
メン トを設定 してい な くとも、ベ ンチャー起業家や会

①

計士、 コンサ ルタン トなどにばった り会 って、新 しい
ビジネスの情報 が入 つた り、役 に立つ アイデイアをも
らえた りす ることがたびたびあ ります。
京都 は適度 に小 さな コ ミュニ テイーであ るために、

エクイティ 。フアイナンスで資金調達 し、自己資
本比率を高 める。
日本 の金融 システムはこれまで 、間接金融中心 で あ

ったため、事業 とい うものは銀行 か ら資金 を借 りてや
るものだとい う意識 が強 くあ りま した。そのため、 日

ベ ンチ ャー関係者が皆、顔見知 りで、 イ ンフォーマル

本 の場合、従来型 の中小企業 のみならず、上場 を目指
してい る若 くて新 しいベ ンチャー企業で も、米国に比

に繋 が つているとい う米国のシリコンバ レー と同 じよ
うな環境 にあ り、 これがベ ンチ ャー企業 を生み出す素

して格段 に 自己資本比率 が低 い企業が多 いのが実情で
す。そ もそ もベ ンチ ャー企業には リスクは付 きもので

地 になってい ると言 えます。

あるため、元本保証 の預金 を元 に薄 いス プレッ ドをと
る銀行 では、ベ ンチ ャー企業に十分な資金 を供給す る

私 どもの会社が設立 されるまでは、 リス クマ ネーを
提供す るベ ンチ ャー キャピタルだけが存在 しませ んで
したが、現在 ではその役割 を私 どもが担 わせていただ

ことは、その しくみ上、無理があ ります。 したが つて、
銀行 の融資姿勢 を批判す るよ り、まず縁故 やベ ンチ ャ

い てい ます (かつ ては旦那衆 と呼 ばれる資産家が有望

ーキャピタルか ら株式 で資金調達 をする道 を模索す る

な事業家 に資金 を提供 した とい う歴史が京都 にはある
・
…・
よ うですが・
)。 まだまだ不完全 な面 はある ものの、

ことが 賢明 です。

基本的 にベ ンチ ャー企業 を育成す るために必要なパー

自己資本比率 が高 くなれば、財務 の安定性 の向上 を
理由 に銀行 か ら融資 を追加的に受け ることがで きる よ

ツは揃 っています。

うにな りますので、銀行取引の面 で も大 きなメリッ ト
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があ ります。

るかが成否 を左右する大 きなポイ ン トとな ります。 そ
の際、下請けの ように大企業の傘下 に入 つて しまわな

② 組織化された経営チームを構築する。
私 たちベ ンチ ャーキヤピタリス トは投資 を決定す る

い ようにす ることに留意 が必要です。

に際 して、社長 の資質 を最 も注意深 く審査 します。 し
か し、私は最近、 よ り大切 な ことは、社長一人の能力

④

上場 。公開を明確に目指す。

ベ ンチ ャー企業向けの新市場 である 「
マザ ーズ」 や
「ナス ダック ・ジャパ ン」 の創設 により、ベ ンチ ャー

だけでな く、その社長 が相互 に補完 し合えるバ ラ ンス
の よい経営 チームを構築 で きるか どうかではないか と

企業 を取 り巻 く環境 は、濠1的に変 わつたと言 えます。

感 じ始 めてい ます。

かつ て上場 と言 えば、業歴 の長 い大企業が行 うもので

社長 も人間であ る以上、100%完 璧 な社長 は存在 し
ません。問題 は、自分 の長所 。短所 をよく認識 して、

したが、現在では売上規模や利益水準 に関係 な く、成

自分 に足 りない部分 を持 っている人を集 めて組織化 で
きるか どうか とい うことです。気 が合 う、合 わない と
い うことだけでな く、自分 に欠けてい る部分 を補 つて

長性 があって、監査 とデ イス クロー ジャー体制 が整 っ
てい さえすれば、上場す ることがで きます。
上場 を明確 に目指 し、上場 に向けて一気 に駆け登
「
る中で、人 も資金 も集め てい く」、 これ しか単 なる中

くれる人か どうか とい う視点 で人を集 めて、バ ラ ンス
の とれた経営 チーム を構築す る ことが企業 を成長 させ

小企業で終 わらず、次世代 の経済 を担 う革新的 なベ ン

てい くために不可欠です。その際、会社経営 の経験 の

もな く、ベ ンチ ャーキャピタルは上場 を目指 してい る
企業 に しか投資 をしませんので、上場 を目指 さない と、

あ る人に一人で も入 つて もらうことがポイン トです。
そ うす れば、経験 さえあれ ば乗 り越 えられる簡単 な障
害 で蹟 かな くて済み、企業 の立ち上が リスピー ドを速
めることがで きます。
優 れた人材 を自分 の もとに集 め られるか どうか とい
うこと も、突 き詰め て言 えば、社長 の能力 と言 えるか
もしれませ ん。社長 の能力 以上 の人が下 に付 くことは
考 えられないので、その意味 で も、起業家 は高 い能力
を有 してい なければな りませ ん。

チ ャー企業 として成長す る道 はあ りません。言 うまで

ベ ンチ ャーキャピタルか ら資金 を調達す ることもで き
ないこ とにな ります。
上場 を目指す ためには、成長性 のある魅力的な事業
計画 を有 してい ることが必須 ですが、上場 までの道筋
(ス トー リー)、戦略 (ス トラテジー)を ベ ンチ ャー
キャ ピタル等 の投資家 に論理的 に説明 し、理解 を得 る
ことで、事業拡大資金 を調達 してい くことがで きます。
そ して、ス トック ・オプシ ヨンによ り上場時に大 きな
キャピタル ・ゲイ ンを取 れる可能性 を提供する ことで、

③ 販路を戦略的 に確立する。

発展 のために必要な人材 を獲得す ることがで きるよう

企業はまず、モノを売 るな り、サ ービスを受けて も
らうな りして、売上 を増加 させ なければ成長 で きない

にな ります。

わけですが、研究開発型 のベ ンチ ャー企業 の社長 は開
発者 であることが多 く、良い技術 を持 つてい て も、売
上を伸 ばせ ない とい うことが よくあ ります。す ばらし
い製品を開発す れば、 どこかの大企業が商品化 して売
って くれるだろうと安易に考 える方 もい ますが、研究
開発が完了 して も、 どう売 ってい くかで苦労 してい る

上場 を目指 してい るか否かで、単 なる中小企業 か、
いわゆるベ ンチ ャー企業かを区別する こと もで き、ベ
ンチ ャー企業 として成長 してい くためには、上場 に向
か って勢 い をつ けて、事業展開す ることが どう して も
必要 な ことであ ると言 えます。また、起業家 は、新 し
いことに挑戦 した リス クを取 っているので、それに見
合 った リターンを上場 に よるキャ ピタルゲインで享受

会社が多 いのが現実 です。 どんなに高尚な研究 を行 つ
たとして も、売上を伸 ば し、利益 を上げられなけれ ば、

す ることは、極 めて合理的な ことであ ると言 えます。

ビジネス としては失敗 に終 わ ります。戦略的 に販路 を

⑤

確立する ことは研究開発 と並ぶ極め て重要 な課題 です。
日本 の場合、ベ ンチ ャー企業は大企業 とうま く組 ん

ディスクロー ジヤーの大切さを理解する。
上場 。公開にあたつては、公認会計士か ら監査 を受

でいか ない となかなか売上 を伸 ば してい けない面があ

け、またデ ィス クロー ジヤーをタイム リー に的確 に行
える体制 を整備する ことが求 め られます。特 に、ベ ン

ります。 したが つて、いかにうまい形 で大企業 と組 め

チ ャー企 業向けの 2つ の新市場 は、上場 。公開基準 が

低 い 一 方、投 資家 の 自己責任原則 を貫徹 す る方針 のた
め、厳 しい デ イス ク ロー ジヤー を求 めて い ます。 した

過度 に難 しいことでは な く、 きちん とした事業計 画 を
立て、毎月確実 にクリアー して してい けば、達成 で き

が って 、デ イス ク ロー ジ ヤーの大切 さを十分認識す る
ことが よ リー層重要 になって きて い ます。経営者 は、

るのだとい うことを教 えて くれてい ます。

情報 を包み隠 さず 開示 し、公 明 な会社運営 をす ると共
に、公認会計士 の ア ドバ イス を素直 に受 け入 れる姿勢
を持 つ ことが必要 です。上場 。公 開 のためだけでな く、
従業員 や支援 者 か らの理解 を得 るために も、デ イス ク
ロー ジャー を大切 にす る ことは意義があ ります。

起業す るにあた つて事業計画 を全 く立てない経営者
はい ない と思 い ますが、案外、その後、事業計画 をお
ざな りに して しまっている方が多い ように思 い ます。
自分 の事業計画 に対 し、月次で達成 で きたか どうか、
で きなか った場合 は どこが悪かつたのかを、 こまめに

ベ ンチ ャー キ ヤ ピタ リス トとして も、投資判断 にお

分析 して、事業 に取 り組 んでい くことが大切 だ と私 は
思 い ます。 日々忙 しくしていると数字 のチェックとい

い て、デ イス ク ロー ジ ャー に対 す る経営者 の姿勢 を重
要 な判断材料 の 1つ にせ ざるを得 な くな つて きてい ま

うのは、面倒 臭 くな りがちですが、そ こを我慢 して、
月次 での経営管理 を実行 してい くことが、当 た り前 の

す。 なお、ベ ンチ ャーキ ヤピタルか ら投資 を受 けた場
合、ベ ンチ ャーキヤ ピタルに対 し、原則 としてすべ て

ことですが、結局 は上場 。公開達成へ の近道 であ るこ
とをご理 解 い ただ きたい と思 い ます。急成長す るベ ン

の情報 を上場 したの と同 じように開示す ることが要求

チ ャー企業 の経営 とい えども、基本 は積 み重ねです。

されます。
京都の不必要な しが らみを断ち切 る。
先 に、京都 は適度 に小 さな コ ミュニテイーであるた

鐵離舞絡
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め、ベ ンチ ヤーが育 ちやすい と述べ ましたが、逆に こ
のことが京都 で起業す ることを阻害 してい る面がある

私 の所属す るフューチ ヤーベ ンチ ャーキヤ ピタルい
(FVC)の 投資 について、 ご紹介 します。

ことも指摘 しておかなければな りません。伝統 ある京
都 の風土や しが らみが、特 に京都 で生 まれ、育 つた方

FVCは どこかの金融機 関 の子会社 ではな く、いわ

③

が京都 で起業す るにあたつての 1つ の阻害要因 になつ
てい ることは確かです。何 か新 しいこ とを考 え出 し、
起業 して も、すべ ての企 業が順調 に軌道 に乗 るわけで
はな く、その苦難 の時期 に、近所 の人などか ら後 ろ指

ゆる独立系 のベ ンチ ャーキヤピタルであ り、 また、資
金 を投資す るだけでな く、投資後 の コンサ ルテイング
に力 を入れるアメリカ型のベ ンチャーキヤ ピタルです。
投資判断 に際 して重視 してい るのは、経営者 の資質
とマーケ ッ トの成長性 の 2つ です。業種 につい ては、

を指 された とい うのはよく聞 く話 です。
最近 は じが らみがあま りな くな ってきてい るとは言

特 に限定 は してい ませんが、で きるだけ製造業 に投資
してい きたい と考 えてい ます。インターネ ッ ト、情報

え、依然 として周囲の 目に萎縮 して起業 で きないでい
る方 は存在す ると思 い ます。京都出身の起業家 にとつ

通信分野 へ の投資 は、全体 の 1/2以

ては、京都 での人 と人 とのつ なが りを大切 に しなが ら
も、 もともとの しが らみ を断ち切 つて、自分 の考 えを

下に抑 えるよう

に してい ます。投資 ステージとしては、従来 の 日本 の
ベ ンチ ャーキヤ ピタルに比 して、少 し早 いス テージの

信 じて努力す る意思の強 さを持 ち続けてい くことが 、

企業へ の投資 を行 っています。実際、京都 での案件 で、
FVCが 先行 して リス クをとって投資 を行 い、 ビジ ネ

必要 な ことだ と言 えます。

ス を前 に進めた後、大手ベ ンチ ャーキヤピタルが高 い
株価 で投資 をした とい う事例 がすでに2つ ほ どあ りま

修正する。
① 月次で事業計画 とのズレを こまめに分析 ・
私 は特別 に高
あ る公 開 を達成 した企業 の社長 が、「
い能力 があ つたわけではないが、事業計画 と実績 との
ズ レを毎月、毎 月チ ェツクし、その原因 を分析 して、

菫 菫 磯

事業計画 を達成 で きる よ うに、 こまめにやつた結果、
公開で きた」 と言 つてお られました。 この話 には大 き
。
な示唆があ ります。す なわち、上場 公開 とい うのは

量
磯
饉
目
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す。
FVCは 、ベ ンチ ャーキ ヤ ピタルの本質 は投 資先 企
業 の企 業価値 を高 める ことである と考 えてい ます。私
どもは、投資審査 は厳 しく行 い ますが、いつたん投資
を実行 した以上 は、投資先企業に対 し、何 が何 で も上
場 ・公開 していただけるように、社長 を支援す る立場
を維持 しなが ら徹底 したフオロー アツプを行 い ます。

目
轟

必要 に応 じて、非常勤取締役 の派遣 も行 ってい ます。
なお、イ ンベ ス トメ ン ト ・オフ イサ ーで ある私個 人

資家 か ら資金 を集 めて、自分 の理想 を実現 してい くこ
とがで きます。冒頭述べ ましたように、京都 はベ ンチ

が投資 にあた つて、最 も重視 して い る視点 は、革新性

ャー企業が成長するにあたつて必要な イ ンフラが基本
的に整 つています。是非tベ ンチ ャー起業家 の方 々に

(ィブベーション)が あるかどうか、そして、その ビ
ジネスが社会に新 しい価値 を提供 しているかどうかと
い うことです。 これは、社会 に新 しい価値 を提供 しな
い限り、人々に受け入れられていかず、企業が長期的

は、 このチ ャンス と環境 を生か して、会社 を成長 させ、
自分 の夢 を実現 していつていただ きたい と思 い ます。
この 間、国や地方 自治体等 ベ ンチ ャー企業育成 を司

に成長 してい くことができない とい う考 えに基づいて
います。ベ ンチャーキヤピタリス トとして妙味のある

る政策当局 には、マーケッ ト ・メカニズム (市場原理)
・メカニズム
を阻害 しない よ うに、いかにマニ ケ ッ:,卜

投資 をするために、イノベーシヨンとい う視点 をとて
も大切 にしています。

を円滑 に機能 させ るか とい う観点 か らの政策立案 を期
待 したい と思 い ます。
私 は、京都 を日本 のシリコンバ レー にすべ く、ベ ン
チ ャー支援 のネ ッ トワー クをより強固な ものに し、京
都 のベ ンチ ャー企業 を 1社 で も多 く成長 させ られるよ
うに、今後 とも努力 してい きたい と思 い ます。 そ して、

霧:

無

相次 ぐベ ンチ ャー ・フアン ドの設立や投資家 の未公
開株式投資へ の関心 の高 まり等 により、現在 は、数十

優 れた起業家 と一緒 に社会 に新 しい価値 を提供 してい
きたい と思 ってい ます。私は京都が近 い将来、米国の

年 に一度あ るかないか と言 ってよいほ ど、ベ ンチ ャー
企業に とって資金 を集めやす い時期 にあ ります。魅力

シ リコンバ レーや東京 の ビッ トバ レーに匹敵す るよう
なベ ンチ ャー企業 の一大集積地域 になってい くことを

的な事業計画 とやる気 ・情熱 さえあれば、起 業 し、投

確信 してい ます。
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■フユーチヤーベ ンチヤーキ ヤピタル株式会社 (FVC)―― 概要 一
所 :京都市中京区室町通御池上 ル御池之町314 イ トコー アパ レルビル 5階
話 :075‑257‑2511 フアツクス :075‑211‑1601
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事業内容 :ベ ンチ ャーキヤピタル業務
立 : 1 9 9 8 年9 月
￨1分 陽 二
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資 本 金 :2億 1千 万円
社 員 数 :5名
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