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農林漁業成長産業化支援機構出資の対象となる地域・テーマファンド

の運営者の募集について 

 

 

農林漁業成長産業化支援機構（以下「機構」という。）は、我が国の農林漁業が、

地域との調和を図りながら、農林漁業者の所得を確保し、農山漁村における雇用機

会を創出する成長産業となるために、農林漁業者が主体となって農林水産物、農林

漁業の生産活動又は農山漁村の特色を生かした新商品の開発、新たな販売の方式の

導入、新役務の開発、農山漁村における再生可能エネルギーの開発等を行い国内外

で新たな事業分野を開拓する事業活動等に対して、資金供給等の支援を行うこと

で、農山漁村の活性化、農林漁業者の経営の安定向上に資することを目的として設

立されました。 

上記の機構の設立目的に沿って、機構は、新たに設立される地域・テーマファン

ド（投資事業有限責任組合。以下「組合」という。）への出資事業を行います。 

つきましては、上記の機構の設立目的に沿った出資の対象となる組合の新たな設

立を希望される者（ファンド運営者（無限責任組合員））の募集を下記の通り行いま

す。  

 

記 

 

１．募集対象  
機構の設立目的に沿った組合を新たに設立し、機構から組合への出資を希望され

るファンド運営者（無限責任組合員）として、機構の募集要項に即した提案を行っ

て頂ける者。  

 

２．募集期間  

平成 25年 2月 1日（金）から平成 25年 2月 15日（金）17時まで（必着）  

 

 詳細は添付資料「農林漁業成長産業化ファンド運営事業者募集要項」をご覧下さ

い。  

 

 以上 
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ファンド運営事業者（無限責任組合員）募集要項 
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1.  事業の目的・趣旨 

農林漁業成長産業化支援機構（以下「機構」という。）は、我が国の農林漁業が、地域との調和を図りながら、

農林漁業者の所得を確保し、農山漁村における雇用機会を創出する成長産業となるために、農林漁業者が主

体となって農林水産物、農林漁業の生産活動又は農山漁村の特色を生かした新商品の開発、新たな販売の

方式の導入、新役務の開発、農山漁村における再生可能エネルギーの開発等を行い国内外で新たな事業分

野を開拓する事業活動等に対して、資金供給等の支援を行うことで、農山漁村の活性化、農林漁業者の経営

の安定向上に資することを設立の目的としています。 

上記の機構の設立目的に沿って、農林漁業者とその他の事業者（２次・３次産業）が連携し、バリューチェー

ン（価値連鎖）結合による新たな６次産業を創出する活動等を支援するため、官民連携による農林漁業成長産

業化支援ファンドとして投資事業有限責任組合（投資事業有限責任組合契約に関する法律（平成１０年法律第

９０号。以下「有限責任組合法」という。）に基づく投資事業有限責任組合。以下「組合」とする。）に対する出資

を行います。 

組合は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法（以下「機構法」という。）第２１条第１項第２号に規定す

る対象事業活動支援団体として、農林水産大臣の認可に基づき、民間の事業者との連携のもと、必要に応じ

て複数設立され、株式会社農林漁業成長産業化支援機構支援基準(機構法第２２条第１項に基づき農林水産

大臣が定めるもの。以下「支援基準」という。)を満たす幅広い地域の事業に対して支援を行うことを予定してお

ります。 

つきましては、組合の業務を遂行する無限責任組合員（有限責任組合法に基づく無限責任組合員。以下、

本募集要項において同じ。）となるファンド運営事業者を募集します。 
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2.  投資方針 

(1)  機構の投資方針 

機構は、有限責任組合員（有限責任組合法に基づく有限責任組合員。以下、本募集要項において同

じ。）として組合に参加し、１組合への出資限度額は、出資約束金額総額の２分の１以内とします。 

機構は、以下の方針に基づき、組合への出資を行います。 

ア.  農林漁業者の所得の確保、農山漁村における雇用機会の創出、農林漁業者の主導性の確保及

び農山漁村の資源の活用を通じた地域経済の発展に資すること 

イ.  地域の農林水産物の活用及び地元の雇用を積極的に行う事業体に対して重点的に出資を行うこ

と 

ウ.  事業体の意思決定において、農林漁業者の主導性が確保される配慮をするとともに、その事業体

と地域の多様な経営主体との協調が図られるよう留意すること 

 

(2)  機構が想定する投融資スキームの概要 

機構は、機構の支援対象となった事業者（対象事業者）に対して、直接及び組合を通じて出資するととも

に、対象事業者に対して資本的劣後ローンの直接貸出機能を有しています。本募集要項にて募集する組

合に関するスキームの概要については、以下の図をご参照ください。 

 

図 1 機構の投融資スキーム 
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3.  募集要件 

(1)  募集対象 

組合の業務執行を行う無限責任組合員となるファンド運営事業者で、下記の応募条件の全てを満たす

者を募集します。 

ア.  ファンド運営事業者の選定後、６ヶ月以内に投資事業有限責任組合契約（以下「組合契約」という。）

の締結が可能であること 

イ.  無限責任組合員として業務執行の実績を有している者、または、円滑な業務執行が可能と機構が

判断する者 

ウ.  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 

エ.  破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産者で復権を得ない者でないこと 

オ.  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始申立、又は民事再生法（平成１１

年法律第２２５号）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)  出資金額 

組合への出資金額は、出資者の区分に応じて以下の金額とします。 

ア.  無限責任組合員の出資金額 

無限責任組合員は１口以上、かつ、５万円以上を自ら出資することとします。 

イ.  機構の出資金額 

機構の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以内とします。 

ウ.  有限責任組合員（機構を除く）の出資金額 

有限責任組合員（機構を除く）と無限責任組合員との合算で、組合全体における出資約束金額総額

の２分の１以上を出資するものとします。 

 

(3)  出資金の払い込み方法 

出資約束金額を確定させた上でのキャピタルコール方式（※）とし、各組合員の出資割合に応じて、払い

込むものとします。 

※ キャピタルコール方式とは、組合が必要とする資金について、都度、組合員に出資を要求し、これに応じて、出資金

の払い込みがなされる方式のこと。組合からの払い込み要求は、組合の存続期間内において、出資約束金額総額

を超えない範囲で行われる。 

 

(4)  存続期間 

組合の存続期間は、最大１５年とします。 

 

(5)  投資形態 

有限責任組合法第３条第１項各号に規定する投資形態によるものとします。 
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(6)  投資対象 

組合は、支援基準を満たす以下の事業活動及び事業者に対する投資を行うものとします。 

ア.  対象事業活動の概要 

農林漁業者が主体となって、農林水産物、農林漁業の生産活動又は農山漁村の特色を生かしつつ、

新商品の開発、生産若しくは需要の開拓、新たな販売の方式の導入若しくは販売の方式の改善、新役

務の開発、提供若しくは需要の開拓又は農山漁村における再生可能エネルギーの開発、供給若しくは

需要の開拓を行うことにより、国内外における新たな事業分野を開拓する事業活動とします。 

イ.  対象事業者の概要 

対象事業活動を営むことを目的に、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び

地域の農林水産物の利用促進に関する法律（平成２２年法律第６７号）第５条１項の認定を受けた事業

体であって、農林漁業者の主導性が確保されている（※）もの（以下「６次産業化事業体」という。）としま

す。また、組合は、地域の農林水産物の活用及び地元の雇用を積極的に行う６次産業化事業体に対し

て重点的に出資を行うこととします。 

※「農林漁業者の主導性が確保されている」ためには、以下の事項を全て満たす必要があります。 

・ 組合による出資分を除き、農林漁業者の議決権がある株式への出資割合がその他の事業

者（２次・３次産業事業者、個人を含む）を上回っていること 

・ 議決権がある株式の増資等の場合においても、農林漁業者が議決権でその他事業者（２次・

３次産業事業者、個人を含む）を上回っていること 

・ 優先株式等の議決権に影響を与えない方法による出資等に関しては、その他事業者（２次・

３次産業事業者、個人を含む）は農林漁業者を上回る割合で出資等をすることができるものと

するが、その場合においても、農林漁業者が不利になることがないこと 

ウ.  対象事業者の議決権のある株式への出資割合 

 組合による議決権のある株式への出資割合は、対象事業者の議決権のある株式に出資された総

額の５０％を上限とします。 

 

(7)  投資にかかる機構の同意 

組合による対象事業者への投資にあたっては、機構による事前の同意を得るものとします。機構は、同

意にあたって、組合による対象事業者への投資が妥当かどうかを個別の案件ごとに以下のプロセスに基

づいて審査するものとします。無限責任組合員は、円滑な対象事業者への投資決定を行えるよう、機構と

協調して、デューデリジェンス等の案件審査を進めるものとします。 

Step1－要件審査 

6次産業化事業の投資要件を満たしているかを判断する。 

Step2－事業審査 

事業計画（事業期間中の B/S、P/L等）の提出を受け、収益性を満たしているかを判断する。 

Step3－公正性審査 

事業の実現に必要な資金調達（機構、組合、民間金融機関からの投融資の組み合わせ）、及

び投資契約に係る条項等を検討し、関係者間で同意する。 
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Step4－政策性審査 

社外取締役等により構成される農林漁業成長産業化委員会により、政策性と収益性の両方を 

勘案し、農林漁業者等から意見聴取を行った結果等も踏まえ、最終的な投資方針を決定する。 

 

(8)  投資先の育成 

無限責任組合員は、長期的な事業継続を前提に、投資後における６次産業化事業体の事業の進捗状

況や経営状況等を継続的に把握し、必要な経営支援等を実施するものとします。必要な経営支援等を行う

ことについては、有限責任組合員との間で締結する投資事業有限責任組合契約書（以下「組合契約書」と

する。）に明記するものとします。 

 

(9)  投資の回収 

投資の回収にあたっては、６次産業化事業体の意向を尊重するものとします。また、農林漁業者の保護、

地域の農山漁村の雇用の確保等の機構法の趣旨に留意するものとします。なお、投資の回収方法の決

定にあたっては、機構による事前の同意を得るものとします。 

 

(10)  経営支援委員会の設置 

無限責任組合員が、適切な意思決定を行うことができるようサポートするため、組合にアドバイザリー機

能を担う経営支援委員会を置くものとします。経営支援委員会についての詳細は、別紙をご参照ください。 

 

(11)  機構による対象事業者に対する資本的劣後ローンの融資 

機構は、組合の対象事業者（投資先）に対して、対象事業者の資金調達に必要な場合には、資本的劣

後ローンによる融資を行うことがあります。資本的劣後ローンの審査は、上記の「投資にかかる機構の同

意」に準じて実施します。機構による資本的劣後ローンの詳細は、別紙をご参照ください。 

 

(12)  機構による組合への指導・監督等 

機構は、対象事業活動の支援において、必要があると認める場合には、組合に対して指導、勧告及び

その他の措置を行うことがあります。 
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(13)  無限責任組合員に対する報酬 

    当ファンドの趣旨に鑑み、標準的に想定する無限責任組合員に対する報酬体系を以下に示します。 

    ただし、以下に示す報酬体系は、無限責任組合員、機構、および機構以外の有限責任組合員間の 

    協議による変更を妨げるものではありません。 

 

ア.  管理報酬 

管理報酬は、組合の管理運営に伴い発生する費用を賄うため、個別の投資先ごとに組合の投資残

高（別途基準に基づき評価される価額）に対して、以下の区分に応じて計算した金額を支払うものとしま

す。 

 投資実行年度から５年目まで ： 投資残高の２．０％に相当する金額 

 ６年目以降、１０年目まで  ： 投資残高の１．５％に相当する金額 

 １１年目以降   ： 投資残高の１．０％に相当する金額 

イ.  ファンド組成支援報酬 

ファンド組成支援報酬は、平成２６年３月３１日までに組成されたファンドに対し、ファンドの組成から

投資実行までに発生する費用を賄うため、ファンドを組成した年度から３年間に限り、ファンドの出資約

束金額総額の０．２５％（１年あたり５００万円を上限とする）に相当する金額を支払うものとします。 

ウ.  投資案件組成に対する報酬 

投資案件組成に対する報酬は、投資案件の発掘・審査（デューデリジェンス等）に伴い発生する費用

を賄うため、個別の案件に対する投資の実行年度において、投資実行額の１０％に相当する金額を支

払うものとします。ただし、本組合の投資先事業者間の合併案件については、投資実行額の１％に相当

する金額を支払うものとし、機構が組合員となっている他の組合の投資先事業者との合併案件につい

ては、投資実行額の２％に相当する金額を支払うものとします。 

 

エ.  経営支援報酬 

経営支援報酬は、無限責任組合員による経営支援等に伴い発生する費用を賄うため、個別の投資

先の単年度黒字（当期純利益をベース）が３期連続で継続した場合に、以下の区分に応じて計算した金

額を支払うものとします。 

 初めて３期連続黒字を達成した場合に支払う経営支援報酬の金額 

単年度黒字を３期連続で達成した事業年度の期末時点の当該投資先に対する投資残高の１

０％に相当する金額 

 ２回目以降の３期連続黒字を達成した場合に支払う経営支援報酬の金額 

前回の３期連続黒字を達成した事業年度の翌事業年度以降、再び３期連続黒字を達成した事

業年度の期末時点までにおける当該投資先に対する追加投資残高の１０％に相当する金額 

オ.  成功報酬 

成功報酬は、投資案件に対する出資金の回収において、回収金額が投資金額と累積内部収益額と

の合計を上回る場合に、その上回る金額の１０％相当とします。なお、成功報酬の支払いは、ファンドの
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解散又は最終年度に一括して行われるものとし、無限責任組合員は、組合員から出資された金額の累

計額に別途計算する内部収益額を加算した合計額を、組合員に対して分配した後において、組合財産

に残余額がある場合に、当該残余額の範囲内で、組合財産から成功報酬を受領することができるもの

とします。 

 

(14)  善管注意義務 

無限責任組合員は、組合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とします。 

 

(15)  利益相反（行為制限） 

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とします。 

なお、無限責任組合員は、投資総額並びに組合の費用、管理報酬及びその他報酬にあてられた出資

履行金額の合計額が総組合員の出資約束金額総額の一定割合（別途定める）に達する時、又は出資約

束期間の満了時のいずれか早い時までの間は、組合の事業と同種又は類似の事業を行うことはできない

ものとします。ただし、経営支援委員会が承認した場合は、この限りではありません。 

また、無限責任組合員は、経営支援委員会の事前の承認を得ることなく、組合との取引を行うことはで

きないものとします。 

 

(16)  秘密保持 

無限責任組合員は、投資先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とします。 

 

(17)  報告義務 

無限責任組合員は、有限責任組合員に対し、定期的に業務執行状況及び組合の財産状況を報告する

こととします。 

 

(18)  農林水産大臣による報告の徴収等 

農林水産大臣は、機構の業務の健全かつ適切な運営を確保するため、特に必要があると認めるときは、

組合（支援対象事業活動支援団体）に対して、機構の業務の状況に関し参考となるべき報告をさせること

及びその営業所等について立入検査をすることができるものとします。無限責任組合員は、これに違反し

た場合は、罰則（罰金）が科されます。 
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4.  スケジュール 

(1)  募集スケジュール 

応募の受付期間は、平成２５年２月１日（金）から平成２５年２月１５日（金）の１７時までとし、その他のスケ

ジュールの詳細については、以下の図表をご参照ください。 

 

図 2 募集に関する詳細スケジュール 

募集に関する事項 期間 

ア．応募の受付期間（募集期間） 平成２５年２月１日～平成２５年２月１５日１７時 

イ．応募内容の審査期間 応募受付後、約１ヶ月半程度 

ウ．審査結果の通知 審査終了後すみやかに応募者に直接通知 

 

 

ア.  応募の受付期間（募集期間） 

応募の受付期間は、平成２５年２月１日（金）から平成２５年２月１５日（金）の１７時までとします。応募

書類の詳細につきましては、後述の「6.必要書類」の項目をご参照ください。なお、本募集期間について

は、予告なく早期に終了することがあります。 

 

イ.  応募内容の審査期間 

応募の受付後、１ヶ月半程度の期間、機構にて応募内容の審査を行います。審査では、必要に応じ

て、応募内容に関するプレゼンテーション（ヒアリング）を行っていただく場合があります。プレゼンテーシ

ョン（ヒアリング）を行う場合、その日時は、各応募者に個別に通知します。 

 

ウ.  審査結果の通知 

審査結果は、審査終了後すみやかに各応募者に個別に通知します。 

 

(2)  組合の設立／契約締結へ向けたスケジュール 

ファンド運営事業者（無限責任組合員）の選定後、６ヶ月以内に、機構及び他の有限責任組合員との間で

組合契約書を締結することを予定しています。なお、組合の設立は、農林水産大臣の認可を前提とします。 
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5.  審査 

(1)  審査方法 

本募集要項に記載の機構の投資方針を踏まえ、下記の手順により、ファンド運営事業者（無限責任組合

員）を選定します。 

ア.  応募者が提出した書類についての書面審査 

イ.  必要に応じて、応募者によるプレゼンテーション、ヒアリング、及び意見交換の実施 

 

(2)  審査基準 

審査にあたっては、応募の要件を満たしているか確認するとともに、下記の項目について評価するものと

します。 

 

ア.  本事業の目的及び趣旨に対する理解度 

イ.  経営の健全性（財務、内部統制、コンプライアンス） 

ウ.  信用力 

エ.  実施体制 

オ.  担当者の業務遂行能力 

カ.  経営支援能力 

キ.  投資実行・管理能力 
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6.  必要書類 

(1)  企画提案書（定型書式、１部提出） 

企画提案書には、表紙の企画提案概要（組合名、予定存続期間、組合出資総額、機構への出資期待額、 

出資者の募集状況、連絡担当者）の他、以下の事項について記載するものとします。 

ア.  応募者に関する事項 

応募者の名称等の概要（コーポレートプロフィール）に加え、農林漁業への取り組み姿勢、投資実績

等について、以下の事項を記載してください。 

(ｱ) 応募者の概要 

 名称、その他、応募者の概要（役員の経歴、コーポレートプロフィール、投資事業の実績等） 

 投資事業に関する情報（投資事業の実績と特色、ハンズオン支援の具体的な内容等） 

 農林漁業への取り組み姿勢及び実績 

(ｲ) 投資事業に関する情報 

 投資事業の実績と特色 

 ファンドの運用実績 

 投資先に対するハンズオン支援の具体的な内容 

     (ｳ) 農林漁業への取り組み姿勢及び実績 

 農林漁業への取り組み方針 

 農林漁業への取り組み実績（事例等、開示可能な範囲で記載） 

   

イ.  ファンド概要に関する事項 

設立を企画しているファンドについての概要について、以下の事項を記載してください。 

(ｱ)  提案ファンドの基本条件 

 投資事業有限責任組合名 

 無限責任組合員 

 組合出資総額（予定額） 

 組成完了予定日 

 組合存続期間 

 投資期間 

 払込方法 

 事業年度 

 投資対象 

 投資制限 

 管理報酬 

 成功報酬 

 組合員への分配 

(ｲ)ファンドの運営事業に係る基本方針（事業目的に対する理解、支援基準への対応方針を含む） 

(ｳ)目標 IRR及びその計算根拠 

(ｴ) 投資候補プロジェクトの概要（投資先概要、投資規模、実行スケジュール等） 
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ウ.  ファンド運営体制に関する事項 

設立を企画しているファンドの運営体制について、以下の事項を記載してください。 

(ｱ)  運用担当者に関する情報  

設立を企画しているファンドに関わる全ての運用担当者について以下の事項を記載してください。 

 氏名 

 経験 

 投資ハイライト 

 本組合における役割 

 他のファンドとの兼務状況 

 学歴 

(ｲ)  主たる運用担当者の実績 

設立を企画しているファンドの主たる運用担当者の投資実績について、ファンドの投資先ごとに 

以下の情報を記載してください。 

 投資企業名 

 投資期間 

 コスト（投資額） 

 企業価値（回収済みの場合は、回収額） 

 IRR 

 回収方法 

(ｳ)  投資担当者の報酬体系及び成功報酬等の配分ルール 

(ｴ)  ファンドの経理・会計・税務に関する事項 

(ｵ)  ファンドの法務・コンプライアンスに関する事項 

 

エ.  ファンド運営方法に関する事項 

設立を企画しているファンドの運営方法について、以下の事項を記載してください。 

(ｱ)  投資ガイドラインの要旨 

(ｲ)  案件発掘から投資決定に至るプロセス（発掘方法・調査・選定等） 

(ｳ)  投資から回収までの支援プロセス（支援内容・方法、モニタリング等） 

(ｴ)  管理報告体制（組合員集会、組合員への報告等） 

(ｵ)  中立性の担保（利益相反の防止策） 

(ｶ)  契約書類の内容 

機構提供の契約書雛型（組合契約、投資契約、株主間契約）から変更を希望する場合は、機構

が提供する雛形書類（Word 形式）に変更内容及び変更理由を記載し、印刷の上提出して下さい。 

 

オ.  その他 

その他、提案者において記載すべきと判断した事項があれば、別紙に記載の上、提出してください。 
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(2)   応募者の要件確認書類 

応募者の要件を確認する資料として、以下の書類を提出してください（各１部提出）。 

 組織情報（事業内容、従業員数、組織図、役員名簿、役員略歴、役員の担当業務一覧等） 

 財務情報（直近３期の税務申告書、決算書、勘定科目内訳書、会計監査人による監査を受けて

いる場合は会計監査報告書等） 

 履歴事項全部証明書（直近３ ヶ月以内に取得したもの） 

 法人の登記簿謄本または定款の写し 

 主要株主一覧 

 応募者が金融商品取引業者の登録を行っている場合は登録番号、適格機関投資家等特例業

務の届出を行っている場合は届出を行っていることを証する書面の写し 

 親会社の組織情報（名称、事業内容、従業員数等） 

 親会社の財務情報（直近３期の決算書等） 

 親会社等（主要株主を含む）からの応募者に対するコミットメントの状況（投資実行枠の設定額、

財政的支援等） 

 

上記書類は全て紙媒体で提出してください。財務情報（応募者及び親会社）については、業歴が３ 期未満

の場合は、現存する書類を提出してください。また、設立後間もなく、決算を経ていない場合には、試算表等

を用いて、経営状況等を説明できるようにしてください。 
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7.  その他 

(1)  機構から別途提供される企画提案書書式、契約雛型及び資料 

企画提案書様式 

組合契約書雛型（別紙で「投資ガイドライン」の雛型も含む） 

投資契約書雛型 

株主間契約書雛型 

株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 

株式会社農林漁業成長産業化支援機構支援基準 

 

(2)  連絡先 

応募書類の提出、その他問い合わせ等につきましては、下記の連絡先までお願いします。 

 

株式会社農林漁業成長産業化支援機構 

   企画管理本部 企画調整室  渡辺 

 

〒１００－０００４ 東京都千代田区大手町１－５－１ 大手町ファーストスクエアWEST ２０階 

電話 03－5220－5885 

E-mail info@a-five-j.co.jp 

 

（募集要項 以上） 
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