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事業再生・地域活性化ファンド募集要項  

― 機構の特定組合出資を希望するファンド運営事業者向け ― 

 

 

Ⅰ．制度趣旨  

株式会社地域経済活性化支援機構（以下「機構」という。）は、株式会社地域経済活

性化支援機構法（以下「機構法」という。）の趣旨・目的巻末注１ を踏まえ、広く地域にお

いて、事業再生や地域活性化に向けた取組みを資金面で支援するのみならず、機構が有

する知見・ノウハウ等を地域に移転し、浸透・定着させていくことによって、地域にお

ける事業再生・地域活性化支援の担い手である地域金融機関等の支援能力の向上を図

り、ひいては、地域経済の活性化・継続的発展を図っていくために、事業再生ファンド

や地域活性化ファンドに対し運営・出資等を行う立場で関わっていきます。 

上記のような機構の目的の下、特定組合出資業務は、平成２６年５月の機構法改正に

伴い新たに行えるようになった業務で、従来のファンド運営業務（特定経営管理業務）

とは別の機能として、機構が事業再生・地域活性化ファンドに対し有限責任組合員とし

て出資を行うものです。機構が出資を行い呼び水となることで、民間によるリスクマネ

ーの供給や事業再生・地域活性化ファンドの組成が促されることを期待しています。 

 

【特定組合出資業務のイメージ図】 
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Ⅱ．出資要件  

１．申込対象者 

次のすべての条件を満たす事業者が、機構に対し特定組合出資（以下、単に「出資」と

いう。）を申し込むことができる。 

（１） 本要項に掲げる諸要件を満たす組合を組成し、無限責任組合員として業務執行

を行う者（無限責任組合員となろうとする者又は無限責任組合員となる法人を

設立しようとする者を含む。） 

（２） 事業再生・地域活性化支援に関する専門的知識・経験を有する人材がいる、無

限責任組合員として組合運営に携わった実績を有する人材がいる等、無限責任

組合員として組合業務を適切に運営するための人的体制等が整備されている者 

（３） 組合業務の適切な運営を図ることができる健全な財務内容であること等、無限

責任組合員として経営状況に問題がない者 

（４） 直近１年間の法人税、消費税、地方消費税、都道府県税及び市町村民税の滞納

がない者 

（５） 破産法に基づく破産者で復権を得ない者でないこと 

（６） 会社更生法に基づく更生手続き開始申立、又は民事再生法に基づく民事再生手

続き開始申立がなされていない者 

 

２．機構の組合員としての地位及び出資限度額 

機構は、組合の有限責任組合員として参加することとし、出資額は、組合が行う地域経

済の活性化に資する資金供給のために必要と認められる金額の範囲内であり、かつ、１

組合への出資限度額は、原則として、出資約束金額総額の２分の１以下（地方公共団体

が出資を行う場合には、当該地方公共団体の出資約束金額と合わせて２分の１以下）と

する。 

 

３．出資対象組合 

次の（１）から（３）のすべてを満たす組合を機構による出資の対象とする。 

（１） 投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づく投資事業有限責任組合である

こと。 

（２） 地域経済の活性化に資する資金供給を行う組合であること。具体的には、次の

①、②のいずれかの事業者に対して投資を行う組合であること。 

① 事業の再生を図ろうとする事業者 

② 地域産業の高度化・活性化や雇用機会の増大に繋がる次に掲げる事業活動

を行う事業者 

(ア) 新技術の研究開発及びその成果の企業化を通じた新たな事業の創出 

(イ) 独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発、新

役務の提供その他の新たな事業の分野への進出 



3 

 

(ウ) 産業競争力強化法第２条第１１項巻末注２ に規定する事業再編又は同

条第１２項巻末注２ に規定する特定事業再編 

（３） 中堅企業等（巻末脚注の定義参照）巻末注３ を主な投資対象とする組合であるこ

と。具体的には、組合の投資総額に占める中堅企業等への投資額の比率（中堅

企業等比率）が次に掲げる比率基準を満たすこと。ただし、機構以外の官民フ

ァンドによって十分な資金が供給されないおそれがある組合に対しては、中堅

企業等比率に関係なく出資可能。 

《 比率基準 》 

中堅企業等比率（ただし、最低２５％）≧ 機構による当該組合への出資比率 

例）機構の組合への出資比率が５０％の場合 中堅企業等比率≧５０％ 

機構の組合への出資比率が２０％の場合 中堅企業等比率≧２５％ 

 

４．組合の投資形態 

投資事業有限責任組合契約に関する法律第３条第１項各号に規定する投資形態による

ものとする。 

 

５．出資金の払込方法 

原則として、出資約束金額を確定した上でのキャピタルコール方式とする。 

 

６．組合の存続期間 

組合の存続期間は、原則として、最長で令和７年３月３１日までとする。 

 

７．投資先事業者の育成 

（１） 無限責任組合員は、投資後における投資先事業者の業況や事業の進捗状況等を

継続的に把握すること。また、経営、技術等に関する支援（ハンズオン支援等）

に努めること。 

（２） 無限責任組合員は、投資先事業者に対する事業・財務戦略、資本政策等の検討

の支援にあたっては、それらが地域経済の活性化・継続的発展に繋がるかどう

かを十分に考慮すること。例えば、組合にとってのエグジット先の選定におい

ても、地域の意向、地域経済の継続的発展等に配慮すること。 

 

８．善管注意義務、利益相反、秘密保持 

（１） 無限責任組合員は、組合の目的に従い善良なる管理者の注意をもってその業務

を執行すること。 

（２） 無限責任組合員は、組合に不利益が生じないよう利益相反に配慮すること。 

特段の必要性が認められる場合を除き、無限責任組合員は、①組合存続期間の

２分の１を経過した日又は組合の出資約束金額の総額に占める投資総額の割合

が６０％を超える日のいずれか早い日までの間は、組合員の事前の承認を得る
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ことなく、組合の事業と同種又は類似の事業を行わない、②組合員の事前の承

認を得ることなく、組合との取引を行わないこと。 

（３） 無限責任組合員は、投資先事業者に関する情報をはじめ、組合に関する情報を、

合理的な範囲を超えて開示又は漏洩してはならないものとし、組合運営に際し

ては、万全の秘密保持体制をとること。 

 

９．報告義務 

（１） 無限責任組合員は、組合が投資を実行した場合、投資証券等の回収を行った場

合、投資先事業者に重要な事象が発生した場合等は都度、有限責任組合員に対

し、当該内容について報告する。 

（２） 無限責任組合員は、原則として組合員集会を開催し、定期的に有限責任組合員

に対し、組合の運営及び組合財産の運用状況について報告する。 

（３） 無限責任組合員は、機構又は有限責任組合員（機構を含む。）に対し、投資先事

業者の経営状況について報告する。 

 

１０．無限責任組合員に対する報酬 

（１） 管理報酬 

� 管理報酬により賄われるべき費用の範囲は、投資先事業者の発掘・審査、投資

先事業者に対する支援及び組合事業の運営に要する費用（組合組成費用を含

む）を基本とする。 

（２） 成功報酬 

� 成功報酬は、出資約束金額総額又は組合員から出資された金額の累計額に対

する組合員に分配された金額の累計額の比率が１００％を上回る場合に、組

合財産から受領することができる。 

� 成功報酬は、原則として、組合員に分配することができる金額の総額（上記の

１００％を上回る金額）の２０％を超えない額とする。 

 

１１．無限責任組合員の出資額 

 無限責任組合員の出資額※２ 

組合員※１に適格機関投資家が入っている場合 
原則、出資約束金額総額の 

１％に相当する額以上 

組合員※１に適格機関投資家が入っていない場

合 

原則、出資約束金額総額の 

１０％に相当する額以上 

※１ 機構、無限責任組合員及びその関係会社等は除く。 

※２ ファンド・オブ・ファンズの子ファンドにおいては、無限責任組合員の出資には、親ファン

ド経由の間接出資分も含める。 
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１２．機構の関与 

（１） 機構は、投資委員会若しくは投資検討会にオブザーバーとして出席すること、

又はその内容についての報告を求めることができる。 

（２） 機構は、無限責任組合員の財務内容等の経営状況について、報告を求めること

ができる。 

 

１３．反社会的勢力への対応 

（１） すべての組合員が、契約時点において反社会的勢力でないこと及び組合員であ

る全期間において反社会的勢力に該当しないことを、表明及び保証すること。 

（２） （１）に虚偽又は違反があることが判明した場合には、組合員の除名事由に該

当するものとすること。 

（３） 組合の投資対象から反社会的勢力を除外すること。 

 

１４．その他要件 

（１） 機構が出資をしなければ組合運営に必要な資金が集まらないなど、機構の出資

の必要性が相応に認められること。 

（２） 機構のほかに民間事業者が有限責任組合員として出資すること。 

（３） 組合は、原則として、金銭の借入れを行わないものとする。 

（４） 投資により発生する有価証券譲渡益又は配当収入による利益の再投資を行わな

いこと。 

（５） 組合存続期間中に、無限責任組合員による組合の運営が、組合契約に規定する

組合の目的、投資方針等から逸脱すると合理的に判断される状況、又は無限責

任組合員について、「１．申込対象者」の（２）及び（３）に掲げる要件を充足

しないと合理的に判断される状況であって、その状況の解決を図るために無限

責任組合員と機構との間で誠実に協議を行ったが解決が見込めないと合理的か

つ客観的に判断される場合には、機構は組合を脱退することができるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際の出資の可否は、法の定めを充足する範囲で、機構が上記要件の充足度のほか総合的な

判断に基づいて決定します。 
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Ⅲ．申込要領  

１．出資決定までの流れ 

 

 

２．申込手順 

（１） 事前相談 

� 事前相談の段階で、機構の出資を希望する案件が基本的な要件を満たすもの

かどうか（制度趣旨に沿ったファンドであるか、ファンド期間が制度期限内に

収まるものか、機構出資希望額が基準に合ったものか等）を確認します。 

（２） 事前審査 

� 基本的な要件を満たしていれば事前審査に入りますので、事前審査に必要な

書類を提出していただきます。提出していただく書類は、特定組合出資申込書

（機構の制定様式）の全項目の内容が示された資料（既存資料でも可）及び

「３．提出書類」の⑤～⑧の書類になります。（注：この時点では、正式な申

込書の提出は必要ありません。） 

� 提出書類の内容に関するプレゼンテーションを行っていただき、機構からは

ヒアリングを実施します。（現地調査を実施する場合もあります。） 

� 新たにファンドを組成するケース又は新たに組合員を募集するケースでは、

機構以外の組合員の出資見込みを確認します。組合員の構成については、正式

申込みまでに概ね確定していただきます。 

� 機構の特定組合出資担当役員による面接を実施します。 
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� 投資事業有限責任組合契約（以下「組合契約」という。）の内容についても、

事前審査の段階で調整を行い、正式申込みまでに概ね確定していただきます。 

（３） 本審査 

� 組合員の構成及び組合契約の内容が概ね確定したことが確認でき次第、正式

な申込みを受け付けます。 

� 申込みを行うにあたっては、代表者印を押印した特定組合出資申込書その他

必要書類（「３．提出書類」参照）を提出していただきます。 

� 機構にて、所定の手続に則り、申込書面の審査を行い出資決定します。 

 

３．提出書類 

① 特定組合出資申込書（機構の制定様式を使用すること） 

② 組合設立趣意書 

③ 投資事業有限責任組合契約（確定前の場合はドラフトの最新版） 

④ 申込者の印鑑証明書 

⑤ 申込者の履歴事項全部証明書（直近３ヶ月以内に取得したもの） 

⑥ 申込者の定款（写し） 

⑦ 申込者の確定申告書（写し）及び決算書（直近３期分） 

⑧ 申込者の会社案内、パンフレット等 

 

４．審査項目 

下記の審査項目について評価を行い、出資の可否を決定します。 

① 申込理由・組合設立趣旨（申込経緯・理由、組合設立趣旨、機構出資の必要性、機

構出資希望額の根拠等） 

② 組合の運営方針（事業目的、投資対象、投資スタンス、投資先事業者に対する育成

方針、投資形態・規模、回収方法、想定ＩＲＲ、地域との関わり方等） 

③ 組合の組成計画（組合員の構成、投資候補先の状況、組合総出資額の設定根拠、存

続期間、投資期間、払込方法、ＬＰ募集状況、管理報酬・成功報酬等） 

④ 組合の運営体制・運営方法（投資・支援プロセス、利益相反防止体制、その他管理

体制、投資委員会の運営方法等） 

⑤ 無限責任組合員の経営状況（業績、業績計画、組織体制等） 

⑥ 無限責任組合員としての実績等（ファンド設立実績、投資実績、投資先に対するハ

ンズオン支援実績、投資責任者・担当者のファンド運営・ハンズオン支援実績、地

域における情報収集力・ネットワーク等） 

⑦ 契約条件 
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脚 注 

（注１） 機構法第１条（機構の目的） 

株式会社地域経済活性化支援機構は、雇用機会の確保に配慮しつつ、地域における

総合的な経済力の向上を通じて地域経済の活性化を図り、併せてこれにより地域

の信用秩序の基盤強化にも資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連

携しつつ、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている中小企業者その

他の事業者に対して金融機関等が有する債権の買取りその他の業務を通じた当該

事業者の事業の再生の支援及び地域経済の活性化に資する資金供給を行う投資事

業有限責任組合の無限責任組合員としてその業務を執行する株式会社の経営管理

その他の業務を通じた地域経済の活性化に資する事業活動の支援を行うことを目

的とする株式会社とする。 

 

（注２） 産業競争力強化法第２条第１１項、第１２項 

第１１項 

この法律において「事業再編」とは、事業者がその事業の全部又は一部の生産性を

相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該

当するものをいう。  

一  次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更（当該

事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。）を行

うものであること。  

イ 合併 

ロ 会社の分割 

ハ 株式交換 

ニ 株式移転 

ホ 事業又は資産の譲受け又は譲渡（外国におけるこれらに相当するものを

含む。） 

ヘ 出資の受入れ 

ト 他の会社の株式又は持分の取得（当該取得により当該他の会社が関係事

業者となる場合に限る。） 

チ 関係事業者の株式又は持分の譲渡（当該譲渡により当該事業者の関係事

業者でなくなる場合に限る。） 

リ 外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得（当該取

得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。） 

ヌ 外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡（当

該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。） 

ル 会社又は外国法人の設立又は清算 

ヲ 有限責任事業組合（有限責任事業組合契約に関する法律第二条に規定す

る有限責任事業組合をいう。）に対する出資 
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ワ 保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄 

二  事業者がその経営資源を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式

の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。  

イ 新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供（次項第二号にお

いて「新商品の開発等」という。）により、生産若しくは販売に係る商品

の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。 

ロ 商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生

産を著しく効率化すること。 

ハ 商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入によ

り、商品の販売又は役務の提供を著しく効率化すること。 

ニ 新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製

品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度

低減すること。 

第１２項 

この法律において「特定事業再編」とは、事業再編のうち、二以上の事業者が、そ

れぞれの経営資源を有効に組み合わせて一体的に活用して、当該二以上の事業者

のそれぞれの事業の全部又は一部の生産性を著しく向上させることを目指したも

のであって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。  

一  次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更を行う

ものであること。  

イ 当該二以上の事業者のそれぞれの完全子会社（一の事業者がその設立の

日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社をいう。以下この号

において同じ。）相互間の新設合併又は吸収合併 

ロ 当該二以上の事業者が共同して行う新設分割 

ハ 当該二以上の事業者のいずれか一の事業者の完全子会社に、当該二以上

の事業者のうち他の事業者が、その事業に関して有する権利義務の全部

又は一部を承継させる吸収分割 

ニ 当該二以上の事業者のいずれか一の事業者の完全子会社が行う当該二以

上の事業者のうち他の事業者からの出資の受入れ 

ホ 当該二以上の事業者が共同して行うそのそれぞれの完全子会社の発行済

株式の全部を取得する会社の設立 

二  次に掲げる会社のいずれかが、外国における新たな需要を相当程度開拓し、

又は新商品の開発等により国内における新たな需要を相当程度開拓するもの

であること。  

イ 前号イの新設合併により設立された会社又は同号イの吸収合併後存続す

る会社 

ロ 前号ロの新設分割により設立された会社 

ハ 前号ハの吸収分割により事業に関して権利義務の全部又は一部を承継し
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た会社 

ニ 前号ニの出資の受入れをした会社 

ホ 前号ホの会社の設立により設立された会社 

 

（注３） 「中堅企業等」の定義 

「中堅企業等」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第２条第１項各号に定

義される中小企業者（以下、単に「中小企業者」という。）以外の事業者をいう。

ただし、１社の中堅企業等若しくはその役員から５０％以上の出資を受けている

中小企業者又は中堅企業等若しくはその役員から１００％の出資を受けている中

小企業者（投資後に当該中小企業者に該当しなくなることが明らかである場合を

除く。）は、中小企業者とはみなさない。中小企業者は、具体的には次の①から⑦

のいずれかに該当するものをいう。 

① 製造業、建設業、運輸業その他の業種を主たる事業として営む者にあって

は、資本金若しくは出資の総額が３億円以下の会社又は常時使用する従業

員数が３００人以下の会社及び個人。 

ただし、ゴム製品製造業（自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業

並びに工業用ベルト製造業を除く。）については、資本金若しくは出資の総

額が３億円以下の会社又は常時使用する従業員数が９００人以下の会社

及び個人。 

② 卸売業を主たる事業として営む者にあっては、資本金若しくは出資の総

額が１億円以下の会社又は常時使用する従業員数が１００人以下の会社

及び個人。 

③ サービス業を主たる事業として営む者にあっては、資本金若しくは出資の

総額が５千万円以下の会社又は常時使用する従業員数が１００人以下の

会社及び個人。 

ただし、ソフトウェア業又は情報処理サービス業については資本金若しく

は出資の総額が３億円以下又は常時使用する従業員数が３００人以下の

会社及び個人、旅館業については資本金若しくは出資の総額が５千万円以

下の会社又は常時使用する従業員数が２００人以下の会社及び個人。 

④ 小売業を主たる事業として営む者にあっては、資本金若しくは出資の総額

が５千万円以下の会社又は常時使用する従業員が５０人以下の会社及び

個人。 

⑤ 企業組合 

⑥ 協業組合 

⑦ 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令第１条第２項で定める組合

及び連合会 

以上 


