
2013年 7月 29日（月） 

対象事業活動支援団体（サブファンド）に対する出資及び対象事業者に対する貸付けに係る支援決定についての意見受付について 

株式会社農林漁業成長産業化支援機構（以下「機構」という。）が株式会社農林漁業成長産業化支援機構法（平成 24年
法律第 83号）第 23条第１項の決定（以下「支援決定」という。）を行うに当たっては、同法第 15条第２項の規定に基づ
き、農林漁業成長産業化委員会は、あらかじめ、農林漁業者その他の関係者の意見を聴かなければならないこととされてい
ます。 
今般、委員会は、別紙の対象事業活動支援団体（サブファンド）に対する出資及び対象事業者に対する貸付けに係る支援

決定を行うことを予定しておりますので、下記のとおり広く農林漁業者その他の関係者の意見を受け付けます。 

 

 

日付 2013年 7月 29日（月） 

題名 
対象事業活動支援団体（サブファンド）に対する出資及び対象事業者に対する貸付けに係る支

援決定についての意見受付 

ご意見の提出方法 

１ 意見の提出方法 

（１）電子メール 

（２）郵便 

（３）ファクシミリ 

  

２ 意見の提出上の注意 

   個人は住所・氏名・電話番号・メールアドレスを、法人は法人名・所在地を明記して下さ

い。これらは、公表する場合もありますので、御了承願います。（公表の際に匿名を希望さ

れる場合は、意見提出時にその旨書き添えて下さい。提出いただいた個人情報については、

お問い合わせの回答や確認の御連絡に利用します。なお、これらの情報は御意見等の内容に

応じ、機構内の関係部署に転送することがあります。） 



 

（連絡先） 

メール：  

郵送先：〒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 ウエスト 20階 

ＦＡＸ：03-5220-5778 

 

 

案の公示日 2013年 7月 29日 意見受付開始日 2013年 7月 29日 意見受付締切日 2013年 8月 7日 17:00 

 

  



【対象事業活動支援団体（サブファンド）及び支援の概要】 

サブファンド名 ＧＰ（注１）に関する情報 出資構成（注２） 
支援額（総額） 

（注２・３） 
存続期間 

備考 
（サブファンド所在地） 

紀陽６次産業化 

投資事業有限責任組合(仮称) 

紀陽リース・キャピタル(株) 

(代表者) 松下 嘉夫 

(所在地) 和歌山県和歌山市七番丁 24番

地 

（株）紀陽銀行：390百万円 

（株）みずほ銀行：100百万円 

紀陽リース・キャピタル（株）：10百万円 

（株）農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 和歌山県 

常陽 大地と海の成長支援ファン

ド投資事業有限責任組合(仮称) 

 

 

(株)常陽産業研究所 

（代表者）鈴木 祥順 

（所在地）茨城県水戸市三の丸一丁目 5

番 18号 

（株）常陽銀行：499百万円 

（株）常陽産業研究所：1百万円 

（株）農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 茨城県 

ひろしまアグリ振興 

投資事業有限責任組合(仮称) 

(株)広島ベンチャーキャピタル 

（代表者）稲葉 琢也 

（所在地）広島県広島市中区銀山町 3番

1号 

（株）広島銀行：290百万円 

広島信用金庫：100百万円 

（株）みずほ銀行：100百万円 

（株）広島ベンチャーキャピタル：10百万円 

（株）農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 広島県 

百五６次産業化 

投資事業有限責任組合(仮称) 

百五リース(株) 

（代表者）國分 昭男 

（所在地）三重県津市栄町三丁目 123番

地 1 

（株）百五銀行：195百万円 

（株）みずほ銀行：50百万円 

百五リース(株)：5百万円 

（株）農林漁業成長産業化支援機構：250百万円 

250百万円 

（500百万円） 
15年間 三重県 

注１：ＧＰ（general partner、無限責任組合員）とは、投資事業有限責任組合において組合の業務執行を担い、組合の運営管理及び損益に責任を負う組合員のことをいいます。 

注２：地域金融機関等の出資額を上限として、機構は出資を行います。  

注３：機構は、上記の対象事業活動支援団体(サブファンド)から出資を受ける対象事業者に対し、民間金融機関からの借入れが困難と認められる場合、資本性劣後ローンを貸し付けることができます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サブファンド審査に関するご意見受付担当：03-5220-5885 



 

【対象事業活動支援団体（サブファンド）及び支援の概要】 

サブファンド名 ＧＰ（注１）に関する情報 出資構成（注２） 
支援額（総額） 

（注２・３） 
存続期間 

備考 
（サブファンド所在地） 

紀陽６次産業化 

投資事業有限責任組合(仮称) 

紀陽リース・キャピタル(株) 

(代表者) 松下 嘉夫 

(所在地) 和歌山県和歌山市七番丁 24番

地 

（株）紀陽銀行：390百万円 

（株）みずほ銀行：100百万円 

紀陽リース・キャピタル（株）：10百万円 

（株）農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 和歌山県 

常陽 大地と海の成長支援ファン

ド投資事業有限責任組合(仮称) 

 

 

(株)常陽産業研究所 

（代表者）鈴木 祥順 

（所在地）茨城県水戸市三の丸一丁目 5

番 18号 

（株）常陽銀行：499百万円 

（株）常陽産業研究所：1百万円 

（株）農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 茨城県 

ひろしまアグリ振興 

投資事業有限責任組合(仮称) 

(株)広島ベンチャーキャピタル 

（代表者）稲葉 琢也 

（所在地）広島県広島市中区銀山町 3番

1号 

（株）広島銀行：290百万円 

広島信用金庫：100百万円 

（株）みずほ銀行：100百万円 

（株）広島ベンチャーキャピタル：10百万円 

（株）農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 広島県 

百五６次産業化 

投資事業有限責任組合(仮称) 

百五リース(株) 

（代表者）國分 昭男 

（所在地）三重県津市栄町三丁目 123番

地 1 

（株）百五銀行：195百万円 

（株）みずほ銀行：50百万円 

百五リース(株)：5百万円 

（株）農林漁業成長産業化支援機構：250百万円 

250百万円 

（500百万円） 
15年間 三重県 

注１：ＧＰ（general partner、無限責任組合員）とは、投資事業有限責任組合において組合の業務執行を担い、組合の運営管理及び損益に責任を負う組合員のことをいう。 

注２：地域金融機関等の出資額を上限として、機構は出資を行う。  

注３：機構は、上記の対象事業活動支援団体(サブファンド)から出資を受ける対象事業者に対し、民間金融機関からの借入れが困難と認められる場合、資本性劣後ローンを貸し付けることができる。  

 

 

 

 

 



 

 

平成２５年８月２６日 

株式会社農林漁業成長産業化支援機構 

 

 

 

対象事業活動支援団体（サブファンド）に対する 

出資及び対象事業者に対する貸付けに係る支援決定について 
 

 

株式会社農林漁業成長産業化支援機構（以下「A-FIVE」という。）は、法律に基づ

く官民連携のファンドとして対象事業活動支援団体（以下、「サブファンド」とい

う。）の募集・審査に取り組んでおりますが、この度農林水産大臣の認可を受け、新

たに４つのサブファンドに対して支援を行うことを決定いたしましたのでお知らせ

いたします。  

今回支援を行うことを決定したサブファンドの概要は、別添のとおりです。  

今後も A-FIVEは、幅広い地域・テーマでのサブファンドの募集を行い、また、各

地域での事業活動の支援を進めてまいります。      

 



（別添） 

【対象事業活動支援団体（サブファンド）及び支援の概要】 

サブファンド名 ＧＰ（注１）に関する情報 出資構成（注２） 
支援額（総額） 

（注２・３） 
存続期間 

備考 
（サブファンド所在地） 

紀陽６次産業化 

投資事業有限責任組合(仮称) 

紀陽リース・キャピタル(株) 

(代表者) 松下 嘉夫 

(所在地) 和歌山県和歌山市七番丁 24番

地 

（株）紀陽銀行：390百万円 

（株）みずほ銀行：100百万円 

紀陽リース・キャピタル（株）：10百万円 

（株）農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 和歌山県 

常陽 大地と海の成長支援ファン

ド投資事業有限責任組合(仮称) 

 

 

(株)常陽産業研究所 

（代表者）鈴木 祥順 

（所在地）茨城県水戸市三の丸一丁目 5

番 18号 

（株）常陽銀行：499百万円 

（株）常陽産業研究所：1百万円 

（株）農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 茨城県 

ひろしまアグリ振興 

投資事業有限責任組合(仮称) 

(株)広島ベンチャーキャピタル 

（代表者）稲葉 琢也 

（所在地）広島県広島市中区銀山町 3番

1号 

（株）広島銀行：290百万円 

広島信用金庫：100百万円 

（株）みずほ銀行：100百万円 

（株）広島ベンチャーキャピタル：10百万円 

（株）農林漁業成長産業化支援機構：500百万円 

500百万円 

（1,000百万円） 
15年間 広島県 

百五６次産業化 

投資事業有限責任組合(仮称) 

百五リース(株) 

（代表者）國分 昭男 

（所在地）三重県津市栄町三丁目 123番

地 1 

（株）百五銀行：195百万円 

（株）みずほ銀行：50百万円 

百五リース(株)：5百万円 

（株）農林漁業成長産業化支援機構：250百万円 

250百万円 

（500百万円） 
15年間 三重県 

注１：ＧＰ（general partner、無限責任組合員）とは、投資事業有限責任組合において組合の業務執行を担い、組合の運営管理及び損益に責任を負う組合員のことをいいます。 

注２：地域金融機関等の出資額を上限として、機構は出資を行います。  

注３：機構は、上記の対象事業活動支援団体(サブファンド)から出資を受ける対象事業者に対し、民間金融機関からの借入れが困難と認められる場合、資本性劣後ローンを貸し付けることができます。  
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