【サブファンドの概要】（平成 30 年 11 月 1 日現在）
サブファンド名

ＧＰに関する情報

出資構成

出資総額

存続
期間

サブファンド
所在地

2,000 百万円

15 年間

福岡県

2,000 百万円

15 年間

愛媛県

1,000 百万円

15 年間

東京都

2,000 百万円

15 年間

愛媛県

500 百万円

15 年間

静岡県

500 百万円

15 年間

新潟県

2,000 百万円

15 年間

千葉県

3,000 百万円

15 年間

北海道

1,000 百万円

15 年間

山口県

【平成 25 年 3 月 25 日支援決定】15 件
ＮＣＢ九州６次化応援
投資事業有限責任組合

(株)ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング
（所在地）福岡県福岡市博多区下川端町 2 番 1 号

いよエバーグリーン６次産業化応
援ファンド投資事業有限責任組合

いよぎんキャピタル(株)
（所在地）愛媛県松山市南堀端町 1 番地

エー・ピー
投資事業有限責任組合

(株)エー・ピーアセットマネジメント
（所在地）東京都港区芝大門 2-10-12 KDX 芝大門ビル 9F

えひめガイヤ成長産業化支援ファ
ンド投資事業有限責任組合

ひめぎん総合リース(株)
（所在地）愛媛県松山市勝山町 2 丁目 1 番地

(株)愛媛銀行：980 百万円
ひめぎん総合リース(株)：20 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000 百万円

しずおか農林漁業成長産業化
投資事業有限責任組合

静岡キャピタル(株)
（所在地）静岡県静岡市清水区草薙 1 丁目 13 番 10 号

だいし食品産業活性化ファンド
投資事業有限責任組合

だいし経営コンサルティング(株)
（所在地）新潟県新潟市中央区東大通 2 丁目 1 番 18 号

(株)静岡銀行：240 百万円
静岡キャピタル(株)：10 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：250 百万円
(株)第四銀行：249 百万円
だいし経営コンサルティング(株)：1 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：250 百万円

ちば農林漁業 6 次産業化
投資事業有限責任組合

ちばぎんキャピタル(株)
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港 8-4

道銀アグリビジネス
投資事業有限責任組合

北海道ベンチャーキャピタル（株）
（所在地）北海道札幌市北区北七条西二丁目 20 番地

投資事業有限責任組合さいきょう
農林漁業成長産業化ファンド

(株)エス・ケイ・ベンチャーズ
（所在地）山口県周南市銀南街 21 番地

(株)西日本シティ銀行：995 百万円
(株)ＮＣＢリサーチ＆コンサルティング：5 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000 百万円
(株)伊予銀行：970 百万円
いよぎんキャピタル(株)：30 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000 百万円
(株)エー・ピーカンパニー：499 百万円
(株)エー・ピーアセットマネジメント：1 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：500 百万円

(株)千葉銀行：461 百万円
(株)京葉銀行：195 百万円
(株)千葉興業銀行：164 百万円
君津信用組合：20 百万円
佐原信用金庫：20 百万円
館山信用金庫：20 百万円
千葉信用金庫：20 百万円
銚子商工信用組合：20 百万円
銚子信用金庫：20 百万円
東京ベイ信用金庫：20 百万円
房総信用組合：20 百万円
ちばぎんキャピタル(株)：20 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000 百万円
(株)北海道銀行：1,195 百万円
(株)みずほ銀行：300 百万円
北海道ベンチャーキャピタル（株）：5 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,500 百万円
(株)西京銀行：490 百万円
(株)エス・ケイ・ベンチャーズ：10 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：500 百万円

サブファンド名
農林水産業投資事業有限責任組合

ＧＰに関する情報
農林水産業協同投資(株)
（所在地）東京都千代田区有楽町 1-13-2

肥後 6 次産業化
投資事業有限責任組合

肥銀キャピタル(株)
（所在地）熊本県熊本市中央区下通一丁目 9 番 9 号

ふくしま地域産業 6 次化復興ファ
ンド投資事業有限責任組合

福島リカバリ(株)
（所在地）福島県福島市栄町 6-6 NBF ユニックスビル
10F

北洋６次産業化応援ファンド
投資事業有限責任組合

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター
（所在地）北海道札幌市中央区北 1 条西 2 丁目 2 番地

みずほ一次産業成長支援
投資事業有限責任組合等（※1）

みずほキャピタル(株)
（所在地）東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 1 号

（※1）地域金融機関との連携による
複数のサブファンド設立を想定する中
で、100 億円の支援決定を受けてお
り、その一部として以下のサブファン
ドが組成。サブファンド数は２とカウ
ント。

とうほくのみらい応援ファン
ド投資事業有限責任組合

みずほキャピタル(株)
（所在地）東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 1 号

出資構成
農林中央金庫：2,899.95 百万円
全国共済農業協同組合連合会：2,100 百万円
農林水産業協同投資(株)：0.05 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：5,000 百万円
(株)肥後銀行：490 百万円
肥銀キャピタル（株）：10 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：500 百万円
東邦銀行：400 百万円
みずほ銀行：250 百万円
福島県：200 百万円
大東銀行：50 百万円
福島銀行：50 百万円
福島信用金庫：10 百万円
いわき信用組合：10 百万円
相双信用組合：10 百万円
福島リカバリ(株)：20 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000 百万円
(株)北洋銀行：1,499 百万円
公益財団法人北海道中小企業総合支援センター：1
百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,500 百万円
(株)みずほ銀行及びみずほキャピタル(株)：5,000
百万円（※2）
(株)農林漁業成長産業化支援機構：5,000 百万円
（※2）地域金融機関と連携し、みずほ銀行(株)及
びみずほキャピタル(株)からの出資を含め民間資金
最大 5,000 百万円を想定

(株)荘内銀行：200 百万円
(株)東北銀行：200 百万円
(株)北都銀行：200 百万円
(株)みちのく銀行：200 百万円
(株)みずほ銀行：180 百万円
みずほキャピタル(株)：20 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000 百万円

出資総額

存続
期間

サブファンド
所在地

10,000 百万円

15 年間

東京都

1,000 百万円

15 年間

熊本県

2,000 百万円

15 年間

福島県

3,000 百万円

15 年間

北海道

10,000 百万円

15 年間

東京都

15 年間

東京都
（青森県）
（秋田県）
（岩手県）
（山形県）

（2,000 百万
円）

サブファンド名
とちまる６次産業化成長応援
ファンド投資事業有限責任組

ＧＰに関する情報
みずほキャピタル(株)
(所在地) 東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 1 号

合

出資構成

出資総額

存続
期間

サブファンド
所在地

（2,000 百万
円）

15 年間

東京都
(栃木県)

2,000 百万円

15 年間

東京都
（青森県）
（秋田県）
（岩手県）
（山形県）

1,000 百万円

15 年間

長野県

2,000 百万円

15 年間

東京都

(株)足利銀行：680 百万円
(株)みずほ銀行：230 百万円
足利小山信用金庫：10 百万円
大田原信用金庫：10 百万円
烏山信用金庫：10 百万円
鹿沼相互信用金庫：10 百万円
佐野信用金庫：10 百万円
栃木信用金庫：10 百万円
那須信用組合：5 百万円
真岡信用組合：5 百万円
みずほキャピタル(株)：20 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000 百万円

【平成 25 年 5 月 27 日支援決定】2 件
東北６次産業化サポート
投資事業有限責任組合

信州アグリイノベーションファン
ド投資事業有限責任組合

三菱 UFJ キャピタル(株)
(所在地)東京都中央区日本橋一丁目 7 番 17 号

八十二キャピタル（株）
(所在地)長野県長野市大字南長野南石堂町 1282 番地 11

(株)青森銀行：244.75 百万円
(株)秋田銀行：244.75 百万円
(株)岩手銀行：244.75 百万円
(株)山形銀行：244.75 百万円
(株)三菱東京 UFJ 銀行 20 百万円
三菱 UFJ キャピタル(株) 1 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000 百万円
(株)八十二銀行：290 百万円
長野県信用農業協同組合連合会：200 百万円
八十二キャピタル（株）：10 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：500 百万円

【平成 25 年 7 月 29 日支援決定】1 件
ＳＭＢＣ６次産業化ファンド
投資事業有限責任組合

日本戦略投資（株）
(所在地) 東京都千代田区神田錦町３－１４－３
錦町ビル６階

ＳＭＢＣアグリファンド投資事業有限責任組合
（※）
：999 百万円
※ 投資事業有限責任組合の概要
ＧＰ：日本戦略投資（株）
ＬＰ：
（株）三井住友銀行等
出資総額：3,000 百万円
日本戦略投資（株）
：1 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000 百万円

ファンド名

ＧＰに関する情報

出資構成

出資総額

存続
期間

サブファンド
所在地

1,000 百万円

15 年間

和歌山県

1,000 百万円

15 年間

茨城県

1,000 百万円

15 年間

広島県

500 百万円

15 年間

三重県

500 百万円

15 年間

岡山県

1,000 百万円

15 年間

宮崎県

【平成 25 年 8 月 26 日支援決定】4 件
紀陽６次産業化
投資事業有限責任組合

紀陽リース・キャピタル(株)
(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

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

(株)常陽産業研究所
（所在地）茨城県水戸市三の丸一丁目 5 番 18 号

ひろしま農林漁業成長支援
投資事業有限責任組合

(株)広島ベンチャーキャピタル
（所在地）広島県広島市中区銀山町 3 番 1 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
（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

百五６次産業化
投資事業有限責任組合

百五リース(株)
（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

【平成 25 年 9 月 30 日支援決定】2 件
ちゅうぎんアグリサポートファン

中銀リース(株)

(株)中国銀行：249 百万円

ド投資事業有限責任組合

(所在地) 岡山県岡山市北区丸の内一丁目14 番17号

中銀リース(株)：1 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：250 百万円

みやぎん６次産業化

宮銀ベンチャーキャピタル(株)

(株)宮崎銀行：498 百万円

投資事業有限責任組合

(所在地) 宮崎県宮崎市橘通東四丁目 3 番 5 号

宮銀ベンチャーキャピタル(株)：2 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：500 百万円

ＧＰに関する情報

サブファンド名

出資構成

出資総額

存続
期間

サブファンド
所在地

1,000 百万円

15 年間

徳島県

500 百万円

15 年間

佐賀県

1,000 百万円

15 年間

兵庫県

500 百万円

15 年間

岐阜県

500 百万円

15 年間

香川県

【平成 25 年 10 月 28 日支援決定】2 件
あわぎん 6 次産業化

阿波銀コンサルティング（株）

(株)阿波銀行：490 百万円

投資事業有限責任組合

(所在地) 徳島県徳島市元町１丁目７

阿波銀コンサルティング（株）：10 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：500 百万円

さぎん 6 次産業化

（株）佐銀キャピタル＆コンサルティング

(株)佐賀銀行：245 百万円

投資事業有限責任組合第 1 号

(所在地) 佐賀県佐賀市唐人 2 丁目 7 番 20 号

(株)佐銀キャピタル＆コンサルティング：5 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：250 百万円

【平成 25 年 11 月 25 日支援決定】1 件
ひょうご６次産業化ファンド

みなとキャピタル（株）

(株)みなと銀行：480 百万円

投資事業有限責任組合

(所在地) 神戸市中央区多聞通二丁目 1 番 2 号 大森・み

淡陽信用組合：10 百万円

なとビル 5 階

みなとキャピタル(株)：10 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：500 百万円

【平成 25 年 12 月 20 日支援決定】1 件
じゅうろく六次産業化ファンド

十六リース(株)

(株)十六銀行：200 百万円

投資事業有限責任組合

(所在地) 岐阜県岐阜市神田町七丁目 12 番地

十六リース(株)：50 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：250 百万円

【平成 26 年 2 月 24 日支援決定】2 件
百十四 6 次産業化

百十四リース（株）

投資事業有限責任組合

(所在地) 香川県高松市亀井町 5 番地 1

（株）百十四銀行：249 百万円
百十四リース（株）
：1 百万円
（株）農林漁業成長産業化支援機構：250 百万円

ＧＰに関する情報

サブファンド名

出資構成

あいち・じもと農林漁業成長応援

（株）名古屋リース

（株）名古屋銀行：100 百万円

ファンド投資事業有限責任組合

(所在地) 愛知県名古屋市中区上前津二丁目 4 番 5 号

（株）みずほ銀行：80 百万円

名銀上前津ビル 3F

出資総額

存続
期間

サブファンド
所在地

1,080 百万円

15 年間

愛知県

1,000 百万円

15 年間

鹿児島県

1,000 百万円

15 年間

島根県

1,000 百万円

15 年間

京都府

豊橋信用金庫：50 百万円
瀬戸信用金庫：50 百万円
豊川信用金庫：50 百万円
豊田信用金庫：50 百万円
碧海信用金庫：50 百万円
西尾信用金庫：50 百万円
蒲郡信用金庫：50 百万円
（株）名古屋リース：10 百万円
（株）農林漁業成長産業化支援機構：540 百万円

【平成 26 年 3 月 24 日支援決定】2 件
かごしまアグリクラスター6 次産
業化投資事業有限責任組合

鹿児島ディベロップメント（株）
(所在地) 鹿児島県鹿児島市南栄 6 丁目 1 番地 20

（株）鹿児島銀行：499 百万円
鹿児島ディベロップメント（株）
：1 百万円
（株）農林漁業成長産業化支援機構：500 百万円

ごうぎん農林漁業応援ファンド

ごうぎんキャピタル（株）

（株）山陰合同銀行：370 百万円

投資事業有限責任組合

(所在地) 島根県松江市白潟本町 71 番地

（株）みずほ銀行：100 百万円
ごうぎんキャピタル（株）
：30 百万円
（株）農林漁業成長産業化支援機構：500 百万円

【平成 26 年 4 月 25 日支援決定】1 件
きょうと農林漁業成長支援ファン
ド投資事業有限責任組合

ティーエスアイ（株）
(所在地) 京都市下京区松原通烏丸西入玉津嶋町 316-2
川南ビル 6 階
京銀リース・キャピタル（株）
(所在地) 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町 731 番
地

（株）京都銀行：448 百万円
京都信用金庫：20 百万円
京都中央信用金庫：20 百万円
京都北都信用金庫：10 百万円
ティーエスアイ（株）：1 百万円
京銀リース・キャピタル（株）：1 百万円
（株）農林漁業成長産業化支援機構：500 百万円

サブファンド名

ＧＰに関する情報

出資構成

出資総額

存続
期間

サブファンド
所在地

500 百万円

15 年間

沖縄県
（東京都）

2,000 百万円

15 年間

福岡県

【平成 26 年 5 月 26 日支援決定】1 件
りゅうぎん 6 次産業化ファンド
投資事業有限責任組合

山田ビジネスコンサルティング（株）
(所在地) 東京都千代田区丸の内 1-8-1 丸の内トラスト
タワーN 館 14 階

（株）琉球銀行：245 百万円
山田ビジネスコンサルティング（株）：5 百万円
（株）農林漁業成長産業化支援機構：250 百万円

【平成 26 年 7 月 28 日支援決定】1 件
FFG 農林漁業成長産業化支援投資
事業有限責任組合

（株）福岡キャピタルパートナーズ
(所在地) 福岡県福岡市博多区上川端町 12 番 20 号

（株）福岡銀行：999 百万円
（株）福岡キャピタルパートナーズ：１百万円
（株）農林漁業成長産業化支援機構：1,000 百万円

【平成 26 年 8 月 25 日支援決定】2 件
しが農林漁業成長産業化
投資事業有限責任組合

ナント６次産業化サポート
投資事業有限責任組合

しがぎんリース・キャピタル（株）
(所在地) 滋賀県大津市浜町 4 番 28 号 浜町ビル

南都リース（株）
(所在地) 奈良県奈良市大森町 52 番地の 1

（株）滋賀銀行：205 百万円
滋賀中央信用金庫：10 百万円
湖東信用金庫：10 百万円
長浜信用金庫：10 百万円
滋賀県信用組合：5 百万円
しがぎんリース・キャピタル(株)：10 百万円
（株）農林漁業成長産業化支援機構：250 百万円

500 百万円

15 年間

滋賀県

（株）南都銀行：249 百万円
南都リース（株）：１百万円
（株）農林漁業成長産業化支援機構：250 百万円

500 百万円

15 年間

奈良県

1,000 百万円

15 年間

群馬県

200 百万円

15 年間

兵庫県

【平成 26 年 9 月 29 日支援決定】2 件
東和農林漁業 6 次産業化応援投資
事業有限責任組合

東和銀リース（株）
（所在地）前橋市本町２丁目 14 番８号

（株）東和銀行：390 百万円
（株）みずほ銀行：100 百万円
東和銀リース（株）
：10 百万円
（株）農林漁業成長産業化支援機構：500 百万円

但馬・養父６次産業化支援ファン
ド投資事業有限責任組合

但銀リース（株）
（所在地）豊岡市千代田町１番 24 号

（株）但馬銀行：50 百万円
（株）みずほ銀行：48 百万円
但銀リース（株）：2 百万円
（株）農林漁業成長産業化支援機構：100 百万円

出資総額

存続
期間

サブファンド
所在地

(株)北越銀行：249 百万円
北越リース(株)：1 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：250 百万円

500 百万円

15 年間

新潟県

(株)北日本銀行：249 百万円
きたぎんリース・システム(株)：1 百万円
(株)農林漁業成長産業化支援機構：250 百万円

500 百万円

15 年間

岩手県

(株)山梨中央銀行：249 百万円
山梨中銀経営コンサルティング（株）：1 百万円
（株）農林漁業成長産業化支援機構：250 百万円

500 百万円

15 年間

山梨県

(株)北陸銀行：89 百万円
のと共栄信用金庫：5 百万円
(株)富山銀行：5 百万円
ほくほくキャピタル(株)：1 百万円
（株）農林漁業成長産業化支援機構：100 百万円

200 百万円

15 年間

富山県

ＧＰに関する情報

サブファンド名

出資構成

【平成 26 年 10 月 27 日支援決定】1 件
ほくえつ六次産業化応援ファンド
投資事業有限責任組合

北越リース(株)
（所在地）長岡市今朝白 1 丁目９番 20 号

【平成 26 年 12 月 22 日支援決定】1 件
きたぎん六次産業化支援ファンド
投資事業有限責任組合

きたぎんリース・システム(株)
（所在地）盛岡市木材町 2 番２３きたぎん材木町ビル４F

【平成 27 年 3 月 23 日支援決定】1 件
やまなし６次産業化応援投資事業
有限責任組合

山梨中銀経営コンサルティング(株)
（所在地）山梨県甲府市丸の内 1-20-8

【平成 27 年 7 月 31 日支援決定】1 件
ほくりく６次産業化ビジネス成長
ファンド投資事業有限責任組合

ほくほくキャピタル(株)
（所在地）富山県富山市中央通り 1-6-8

【合計：43 サブファンド】
資料：農林水産省産業連携課調べ

63,980 百万円

