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「がんばれ！中小企業ファンド」出資事業における出資決定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下、中小機構）は、新事業開拓促進出資事

業（ファンド出資事業）において、「㈱IDI インフラストラクチャーズ」を無限責任組合員とす

る投資事業有限責任組合に対し、ファンド総額 45 億円のうち中小機構出資分として 20

億円を出資することを決定致しました。 

 

「がんばれ！中小企業ファンド」は、株式取得、転換社債、匿名組合出資、融資等の投

資手法による資金供給を行うとともに、組合員等による踏み込んだハンズオン支援を行う

ことにより、既存中小企業の新事業展開や第二創業を支援するものです。 

 

今回の出資案件は、『IDI インフラストラクチャーズ 1 号投資事業有限責任組合』で、新

エネルギー・エネルギー自由化領域における発電事業・技術革新等、成長性と社会的意

義の高い分野への投資を行うとともに、ハンズオン支援を通じてエネルギー業界における

中小企業の円滑な発展を企図するものです。 

 
中小機構は有限責任組合員として参画するとともに、全国 9 ヵ所の支部等の有する支

援ツール等を最大限に活用し、投資先の中小企業を支援してゆきます（詳細は別紙）。 
 

 

（本件に関するお問い合わせ先） 

独立行政法人中小企業基盤整備機構 
ファンド事業部 ファンド審査第一課 坂井、杉浦、阪田 

電話（03）5470-1673（直通） 

中小機構は、｢がんばれ！中小企業ファンド｣出資事業において、エネルギー分

野における中小企業の円滑な成長の支援を目的とするファンドに対して、以下の

とおり出資を決定しました。 

ニュースリリース

（H20－065） 



 

 

（別紙） 

◆「IDI インフラストラクチャーズ 1 号投資事業有限責任組合」の概要 

 
○ 「IDI インフラストラクチャーズ 1 号投資事業有限責任組合」は、㈱IDI インフラストラク

チャーズ（東京、品川区）を無限責任組合員として、平成20年9月に設立された投資

事業有限責任組合です。 

○ ㈱IDI インフラストラクチャーズは、エネルギー関連企業に対するコンサルティング・M
＆A アドバイザリーのノウハウを活用した、ハンズオン支援型ファンドの運営会社とし

て、平成 19 年に設立されました。 

○ 本組合は、風力や太陽光などの新エネルギー分野において新規参入又は第二創業

を図る中小企業、並びに電力・ガス・石油・地冷プラント等に係る中小企業者又はそ

の事業に対して、資金提供を行うとともにハンズオン支援を通じて、エネルギー業界

における中小企業の円滑な発展に寄与することを目的としています。 

○ ハンズオン支援においては、㈱IDI インフラストラクチャーズのエネルギー業界におけ

るネットワーク、業界知見に基づいた目利き力、並びに金融機関の持つ広範囲なネ

ットワークを活用し、電力販売先紹介等の販売支援を中心に支援を行うとともに、当

ファンドで賄い切れない部分の資金について、組合員である金融機関が積極的にフ

ァイナンスのアレンジを行うことで、投資先の成長をサポートする方針です。 

○ 本組合の出資総額は 45 億円を予定しており、中小機構が最大 20 億円を出資する

ほか、複数の国内金融機関が有限責任組合員として出資するものです。 

 
（スキーム図） 
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（参考） 
 

新事業開拓促進出資事業（「がんばれ！中小企業ファンド」）について 

 

 
 中小機構の「がんばれ！中小企業ファンド」出資事業は、新事業展開・第二創業に

チャレンジする国内の中小企業等に対し、経営実態に即した様々な手法による資金供

給とともに、販路開拓等の踏み込んだハンズオン支援により、事業化までの一貫した

支援を行うことを目的として、平成１６年度から開始されました。民間投資会社が設

立する投資事業有限責任組合へ、中小機構が出資総額の２分の１以内（地方公共団体

が出資を行う場合には、地方公共団体の出資と合わせて２分の１以内）で、出資を行

います。   
また、全国９カ所の支部等の有する支援ツール等を最大限に活用し、投資先の中小

企業を支援します。 
 
 
○新事業開拓促進出資事業の実績「がんばれ！中小企業ファンド」（組成ベース） 

【平成 20 年 12 月現在】 

ファンド総数 総ファンド額 うち機構出資額 
24 421.1 億円 206.7 億円 

 

 
○新事業開拓促進出資事業による出資組合一覧（「がんばれ！中小企業ファンド」） 

（単位：億円） 
 

組合名 組合の 
設立時期 無限責任組合員 出資 

総額* 

うち 
機構 

出資額* 

1 AJI 新事業拡大ファンド投資事業

有限責任組合 H16.9.7 ﾁｬﾚﾝｼﾞ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ㈱ 40.0 20.0 

2 ネクスト・ファンド投資事業有限

責任組合 H17.5.11 ﾈｸｽﾄ・ﾊﾝｽﾞｵﾝ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 40.0 20.0 

3 がんばれ中小企業・活き活き育

成投資事業有限責任組合 H17.5.9 ｽｶｲｽﾀｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 10.05 5.0 

4 ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝﾄﾌｨﾙﾑﾌｧﾝﾄﾞ投資事

業有限責任組合 H17.4.7 ｼﾈﾏ・ｲﾝｳﾞｪｽﾄﾒﾝﾄ㈱ 19.4 9.7 

5 TMF3 投資事業有限責任組合中

小企業ｺﾝﾃﾝﾂ制作支援ﾌｧﾝﾄﾞ H17.4.25 ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｺﾝﾃﾝﾂ信託㈱ 10.0 5.0 

6 
西武しんきんキャピタル商店街フ

ァンド 1 号地域商業育成投資事

業有限責任組合 
H17.8.5 西武しんきんキャピタル㈱ 10.0 5.0 

7 ティー・ハンズオン１号投資事業

有限責任組合 H17.9.30 ﾃｨｰ･ﾊﾝｽﾞｵﾝｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ㈱ 30.3 15.0 



 

 

 
組合名 組合の 

設立時期 無限責任組合員 出資 
総額* 

うち 
機構 

出資額* 

8 チャレンジ山形産業振興投資事

業有限責任組合 H17.10.17 ﾌｭｰﾁｬｰﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 11.5 3.5 

9 イノーヴァ 1 号投資事業有限責

任組合 H18.2.18 アント・キャピタル・パートナーズ

㈱ 32.0 16.0 

10 チャレンジ九州・中小企業がんば

れ投資事業有限責任組合 H18.4.1 ㈱ドーガン・インベストメント 10.2 5.0 

11 北海道しんきん地域活性投事業

有限責任組合 H18.8.10 北海道ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ㈱ 12.2 6.1 

12 
インスパイア・テクノロジー・イノ

ベーション・ファンド投資事業有

限責任組合 
H18.10.5 ㈱インスパイア・インベストメント 26.4 13.2 

13 えひめガイヤファンド投資事業有

限責任組合 H18.11.28 ひめぎん総合リース㈱ 5.0 2.5 

14 
大阪 JSEED デジタルコンテンツ

育成壱号投資事業有限責任組

合 
H18.3.27 JAIC シードキャピタル㈱ 6.0 2.4 

15 ITY バリューアップ投資事業有限

責任組合 H19.2.22 東洋キャピタル㈱ 10.0 5.0 

16 九州技術開発１号投資事業有限

責任組合 H19.3.6 ㈱パテント・ファイナンス・コンサ

ルティング 10.0 5.0 

17 埼玉成長企業サポートファンド投

資事業有限責任組合 H19.3.12 日本ベンチャーキャピタル㈱ 20.0 10.0 

18 成長企業応援投資事業有限責

任組合 H19.3.30 ｽｶｲｽﾀｰﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱ 10.0 5.0 

19 がんばれ東海１号投資事業有限

責任組合 H19.4.1 ㈱Sync Partners 11.0 5.5 

20 ジャパンエンターテインメント投

資事業有限責任組合 H19.4.23 ㈱ＧＤＨキャピタル 10.0 5.0 

21 インディペンデントフィルムファン

ド 2 号投資事業有限責任組合 H19.9.20  シネマインヴェストメント㈱ 22.0 11.0 

22 MCPシナジー1号投資事業有限

責任組合 H19.10.24 アント・コーポレートアドバイザリ

ー㈱ 40.0 20.0 

23 TONY2 号投資事業有限責任組

合 H20.3.18 ごうぎんキャピタル㈱ 5.0 1.75 

24 JAIC-中小企業支援グローバル

ファンド投資事業有限責任組合 H20.3.28 日本アジア投資㈱ 20.0 10.0 

合 計 421.05 206.65 

＊出資総額、機構出資額は、出資約束金額ベースである。 
 

 


