
 

 

平成２５年４月１日 

株式会社農林漁業成長産業化支援機構 

 

 

 

農林漁業成長産業化支援機構の支援対象となる地域・テーマファンド

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、農山漁村地域の活性化

を目指し、また、我が国の農林漁業が生む農林水産物の価値を消費者に届けるため

の取り組みに対して、出資等の支援を行うこととしております（株式会社農林漁業

成長産業化支援機構法第一条）。 

機構は、上の事業を共同して行う地域・テーマファンド（投資事業有限責任組

合。以下「組合」という。）への出資等を行うこととしており、平成 25年 3月に

は、18の組合への支援を決定いたしました。 

平成 25年度につきましても、引き続き、支援の対象となる組合の募集を下記の通

り行います。 

 

記 

 

１．応募者 

 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 4月 1日（月）より 募集開始 

募集の終了期間は設けませんが、募集状況により、受付を終了することがありま

す。 

 

 詳細は添付をご覧下さい。 

※ 2013.08.19 募集要項を修正しました。   

 

 

以上 



 
 
 
 
 
 

農林漁業成長産業化サブファンド募集要項 
（平成 26 年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０１４年３月３１日 

株式会社農林漁業成長産業化支援機構 
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1.  事業の目的・趣旨 

株式会社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。 

機構は、上記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次産業事業者）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、投資事業有限責任組合

契約に関する法律（以下「有限責任組合法」という。）に基づき組成された、官民連携による農林漁業成長産業

化支援サブファンド（以下、単に「サブファンド」という。）に対する出資を行います。 

サブファンドは、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、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、機構の出資の対象となるサブファンドを募集します。 
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2.  機構による支援方針及び投融資スキームの概要 

(1)  機構による支援方針 

機構は、以下の方針に基づき、サブファンド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６次産業化事業体への支援を行うこと 

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６次産業化事業体に対して重点的に出

資を行うこと 

ウ.  ６次産業化事業体の意思決定において、農林漁業者の主導性の確保に配慮するとともに、その６

次産業化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)  機構による投融資スキームの概要 

機構は、６次産業化事業体に対して、サブファンドを通じて支援をすることができ、この場合、機構は、有

限責任組合法に基づく有限責任組合員（以下、単に「有限責任組合員」という。）としてサブファンドに参加

します。サブファンドへの出資額は、原則として、当該サブファンドの全組合員の総出資約束金額の２分の

１とします。 

また、機構は、サブファンドによる支援を受けることができた６次産業化事業体に対して、直接、資本性

劣後ローンを融資することもあります。 

これらの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 機構の投融資スキーム 
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3.  募集要件 

(1)  応募者 

有限責任組合法に基づく無限責任組合員（以下、単に「無限責任組合員」という。）となる、サブファンド

の業務執行を行う運営事業者で、下記の応募条件の全てを満たす者とします。なお、無限責任組合員とな

る者は、一名又は複数名のサブファンドの運用責任者を選任していただく必要があります。 

ア.  機構によるサブファンドの支援決定後、３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、又は、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)  出資金額 

サブファンドへの出資金額は、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、５万円以上を出資することとします。 

イ.  機構の出資金額 

機構の各サブファンドへの出資額は、原則として、当該サブファンドの全組合員の総出資約束金

額の２分の１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、原則として、全組合員の総出資約

束金額の２分の１を出資するものとします。 

※ 6.（1）の企画提案書を提出していただく際には、無限責任組合員及び有限責任組合員（機構

を除く）が、原則として、サブファンドへの出資を決定していることが必要となります。 

 

(3)  出資金の払い込み方法 

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、サブファンドが必要とする資金について、無限責任組合員が、都

度、各組合員に出資を要求し、各組合員は、これに応じて、出資金の払い込みを行う方式の

こと。無限責任組合員からの払い込み要求は、サブファンドの存続期間内において、各組合

員の各出資約束金額を超えない範囲で行われます。 

 

(4)  存続期間 

サブファンドの存続期間は、最大１５年とします。 
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(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。 

 

(6)  投資対象 

サブファンドは、支援基準を満たす以下の事業活動及び６次産業化事業体に対する投資を行うものとし

ます。 

ア.  ６次産業化事業体の活動の概要 

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.  ６次産業化事業体の概要 

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

する法律第５条第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（※）者

とします。また、サブファンドは、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。 

 

・ サブファンドによる投資実行時において、６次産業化事業体に対する議決権について、農林漁業者

の議決権割合が、その他の事業者（２次・３次産業事業者、個人を含む）の議決権割合を上回って

いること 

・ サブファンドによる投資実行以降当該投資実行にかかる回収までの間は、６次産業化事業体に対

する議決権について、原則として、サブファンドによる議決権割合を除いて、農林漁業者の議決権

割合が、その他の事業者（２次・３次産業事業者、個人を含む）の議決権割合を上回っていること 

・ 無議決権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）が、農林漁業者を上回る割合で出資等をする場合においても、農林漁

業者が不利になることがないこと 

 

ウ.  サブファンドの出資にかかる議決権割合 

 サブファンドの出資にかかる議決権割合は、原則として、６次産業化事業体の議決権割合の５０％

とします。 

 

(7)  サブファンドによる６次産業化事業体への投資に関する機構の同意 

サブファンドによる６次産業化事業体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・不同意を決するにあたって、６次産業化事業体ごとに、以下のプロセスを経るものとします。

無限責任組合員は、サブファンドから６次産業化事業体への円滑な６次産業化事業体投資を行えるよう、

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。 
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Step1－要件審査 

６次産業化事業体の投資要件を満たしているかを判断する。 

Step2－事業審査 

６次産業化事業体から事業計画（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（サブファンド、機構、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。 

Step4－政策性審査 

政策性と収益性の両方を勘案し、機構において最終的な同意決定をする。 

 

(8)  ６次産業化事業体の育成 

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（以下「組合契約」とい

う。）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、農林漁業者の主導性の確保等に考慮する必要があります。そこで、無限責

任組合員は、６次産業化事業体の意向を確認するなどした上で６次産業化事業体への投資の回収方法を

決定するものとします。なお、そ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、サブファンドに、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６次産業化事業体に対する資本性劣後ローンによる融資 

機構は、６次産業化事業体の資金調達に必要な場合には、当該６次産業化事業体に対するサブファン

ドによる投資の実行を条件に、直接、資本性劣後ローンによる融資を行うことがあります。 

 

(12)  機構によるサブファンドへの指導・監督等 

機構は、必要があると認める場合には、サブファンドに対して指導、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 

    サブファンドにおける無限責任組合員の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、及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 

管理報酬として、６次産業化事業体への投資ごとに、投資残高（組合契約で定める基準に基づき評

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 ： 投資残高の年２．０％に相当する金額 

 ６年目以降、１０年目まで  ： 投資残高の年１．５％に相当する金額 

 １１年目以降   ： 投資残高の年１．０％に相当する金額 

イ.  サブファンド組成支援報酬 

サブファンド組成支援報酬として、平成２６年９月３０日までに組成されたサブファンドに対し、サブファ

ンドを組成した月から３６ヶ月間に限り、サブファンドの総出資約束金額の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として、個別の案件に対する投資（追加投資を含む）が実行された都度、

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、サブファンドの投資先となった６次

産業化事業体同士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サブファンドが投資した６次産業化事業体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。 

ただし、報酬の上限は、投資した６次産業化事業体ごとに（事業内容及び事業者構成が実質的に同

一なものは１つの６次産業化事業体とみなす。）、各５０００万円とします。 

エ.  経営支援報酬 

経営支援報酬として、投資した６次産業化事業体の単年度の当期純利益の黒字が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。ただし、投資した６次産業化事業体

ごと（事業内容及び事業者構成が実質的に同一なものは１つの６次産業化事業体とみなす。）の経営支

援報酬の合計額の上限は、各５０００万円とします。 

 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６次産業化事業体に対する投

資残高の１０％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６次産業化事業体に対する追加投資残高の１０％に相当

する金額。（※） 
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※初めて３期連続黒字を達成した後に、さらに追加投資を行い、再び３期連続黒字を達成した

場合にのみ、その追加投資残高の１０％に相当する金額となります。 

 

オ.  成功報酬 

成功報酬は、サブファンドにおける処分収益及びその他投資収益の合計額が、全ての組合員等の出

資履行金額及びこれに対する累積内部収益額との合計額を上回る場合に、その上回る金額の１０％相

当とします。成功報酬の支払いは、サブファンドの解散日の属する月の翌月末に一括して行われるもの

とします。 

 

(14)  サブファンドにて負担できる費用の範囲 

サブファンドにて負担できる費用は以下の通りとなります。 

① 次の(ⅰ)から(ⅲ)までに規定する費用 

(i) サブファンドの会計帳簿その他会計記録の作成費用 

(ii) サブファンドの財務諸表等の作成・送付費用 

(iii) サブファンドの半期財務諸表等の作成・送付費用 

② 監査人の監査及び意見書作成並びに意見聴取に係る費用 

③ サブファンドの財産の名義変更その他の対抗要件具備のための費用その他サブファンドの財産の

管理に係る費用（※1） 

④ サブファンドの事業に関連する法令等を遵守するための費用又はサブファンドの事業に係る法的

手続に要する費用（訴訟その他の裁判手続及び行政機関による検査・調査に要する費用を含

む。）（※2） 

⑤ サブファンドの事業に関する保険の保険料（無限責任組合員の取締役又は従業員が投資先事業

者である会社の取締役その他の役員に就任した場合における当該取締役又は従業員の役員賠

償責任保険の保険料を含む。） 

⑥ サブファンドの事業に関して発生する公租公課（消費税及び地方消費税を含む。） 

⑦ サブファンドの解散及び清算に要する費用 

⑧ その他、(10)に定めた経営支援委員会が必要と認めた費用 

※1：銀行手数料、印紙代 

※2：登録免許税、サブファンドの印鑑作成費、サブファンドの登記に関する司法書士の費用 

 

(15)  善管注意義務 

無限責任組合員は、サブファンド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

とします。 

 

(16)  利益相反（行為制限） 

無限責任組合員は、サブファンド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、サブファンドの存続期間中は、新たに、投資対象が支援基準に基づく対象と

類似するファンド、会社又はその他の団体の無限責任組合員、ジェネラル・パートナー、無限責任社員、取
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締役又は業務執行者その他これらに類似する役職として当該団体の管理及び運営を行うことができない

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、サブファンドとの取引を行うこ

とはできないものとします。 

 

(17)  秘密保持 

無限責任組合員は、６次産業化事業体に関する情報をはじめ、サブファンドに関する情報を、原則として

開示又は漏洩してはならないものとし、サブファンド運営に際しては、万全の秘密保持体制をとることとしま

す。 

 

(18)  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サブファンドの財産状況を報

告することとします。 

 

(19)  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等のため、特に必要があると認めると

きは、サブファンドに対して、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、刑事罰

（罰金刑）が科されることがあります。 
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4.  スケジュール 

(1)  募集スケジュール 

ア.  応募の受付 

応募の受付は、本要項に即して行います。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、応募状況により、受付を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、２ヶ月程度の期間、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を行っていただく、またはヒアリングをさせていただく場合がありま

す。プレゼンテーションまたはヒアリングの日時は、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するとともに、機構のホームページ上で、

サブファンドへの支援決定に関する情報を掲載致します。 

 

(2)  サブファンドの設立、組合契約締結へ向けたスケジュール 

無限責任組合員の選定後、３ヶ月以内に、無限責任組合員、機構及び他の有限責任組合員との間で組合

契約を締結することを予定しています。なお、サブファンドの設立は、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出資方針を踏まえ、下記の手順により、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． 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（サブファンドを運営する上で

必要と考えられる関係者にも同席していただくことがあります）。 

ウ． 農林漁業者その他関係者の意見聴取。（※） 

 

※農林漁業者その他関係者の意見聴取については、機構法に基づき、機構のホームページ上で、サブフ

ァンドに関する情報（サブファンド名称、無限責任組合員に関する情報、サブファンドの出資構成、規模、

存続期間、所在地等）を公開して意見聴取を行います。 

 

(2)  審査基準 

審査にあたっては、応募の要件を確認するとともに、主に案件組成力、事業性審査力、経営支援実行力、

及び信用力という観点から、審査を行います。 

 

ア． 案件組成力 

地域の農林漁業事業者と２次・３次事業者の合弁事業化等を推進し得る主体であるか。 

具体的には、企業の資本政策や投資業務、企業間の資本・業務提携に関するノウハウの有無や、 

投資対象として検討している潜在案件が支援基準に該当する 内容となっているかなど 

イ． 事業性審査力 

投資候補先の事業性について目利き力を有しているか。  

具体的には、過去の実績を含めて事業性の審査体制が整っているかなど 

ウ． 経営支援実行力 

投資後の６次産業化事業体の経営支援をハンズオンで実施できる担当者（チーム）を有しているか。  

具体的には、事業会社のハンズオン支援や再生経験等を有するメンバーが所属しているか、 

または外部の専門家を確保しているかなど 

エ． 信用力 

無限責任組合員として、長期（最長 15 年）の投資期間を運用し得る体制及び事業計画を有している

か。  

主に、本投資業務を遂行し得る体制を構築した上で、投資実行にかかる手数料収入や担当者の 

報酬を含め事業採算性を見込んでいるかなど 
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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（サブファンド名、予定存続期間、サブファンド出資総額、機構へ

の出資期待額、出資者の募集状況、連絡担当者等）並びに以下の事項について記載するものとします。 

  応募者に関する事項 

  サブファンド概要に関する事項 

  サブファンド運営体制に関する事項 

  サブファンド運営方法に関する事項 

  サブファンド運営に関するこれまでの実績 

 

なお、企画提案書の書式につきましては、機構より提供します。提供を希望される方は後述の「7.連絡

先」に記載されている連絡先までご連絡をお願いします。 

 

(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） 

 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 

なお、必要に応じて、以下の資料も提出していただく場合があります。 

 無限責任組合員のグループ会社、並びに、有限責任組合員（機構を除く）の組織情報（名称、事

業内容、従業員数等）及び財務情報（直近３期の決算書等） 
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7.  連絡先 

 

企画提案書等の資料の提供を希望される方、応募書類の提出に関する事項、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 

     投融資本部 

 

〒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  

 

（募集要項 以上） 
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別紙 

 

 

 設置目的 ： 重要な意思決定の場面において GP へのアドバイザリー機能を担う 

構成員 ： 機構及びその他の有限責任組合員 

招集・議長 ： 委員会は、GP が招集し、委員の互選により議長を選出する 

開催頻度 ： 原則として、月 1 回 

議決権 ： 委員の出資口数に応じて議決権を有する 

議決方法 ： 委員の議決権の過半数で議決する 

情報の提供 ： 経営支援委員会で適切な議論ができるよう、GP は支援対象先の経営状況や支援内容等

の必要な情報を、事前に委員に提供する 
 

議決の効力 ： 委員会は、あくまでアドバイザリー機能を果たすため、委員会の議決事項に原則として強

制力はないが、GP は議決事項を尊重するものとする。  

GP が委員会の決定事項に反する意思決定を繰り返し行う等、機構法や支援基準に沿うこ

とができないと認められる状況が発生した場合には、一定のペナルティもあり得る。 
 

議事録 ：議事録は GP が作成し、各委員の記名押印を得て、各委員に複写を送付する 

 

支援対象の決定、経営支援、投資の回収等の重要な場面において、無限責任組合員（以下「GP」という）

が、機構法や支援基準に沿って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、サブファンド内

のアドバイザリー機能として経営支援委員会を置くものとします。 

経営支援委員会の概要 

経営支援委員会について 
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