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商   号  株式会社農林漁業成長産業化支援機構 

英 名 
Agriculture, forestry and fisheries Fund corporation for Innovation, 
Value-chain and Expansion Japan  (A-FIVE) 

取締役会長  堀 紘一 

代表取締役 
社 長 C E O 

大多和 巖 

主 た る 
事 務 所 

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20F  

開 業 日 平成25年2月1日 

根 拠 法 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 

資 本 金 318億円（政府出資300億円、民間出資18億円） 

民 間 株 主 

カゴメ株式会社、農林中央金庫、ハウス食品グループ本社株式会社、 
味の素株式会社、キッコーマン株式会社、 
キユーピー株式会社、日清製粉株式会社、 
株式会社商工組合中央金庫、野村ホールディングス株式会社 

2 

株式会社農林漁業成長産業化支援機構の概要 



サ ブ フ ァ ン ド の 設 立 状 況 と 出 資 同 意 案 件 例  
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サブファンド設立状況について（平成２６年５月２６日現在） 

群馬県上野村 

総額10億円 

西京銀行 

総額10億円 

七十七銀行 

総額20.2億円 

北海道銀行 

総額30億円 

北洋銀行 

総額30億円 

愛媛銀行 

総額20億円 

肥後銀行 

総額10億円 

静岡銀行 

総額5億円 

第四銀行 

総額5億円 

十八銀行 

総額10.02億円 

東邦銀行 
他地域金融機関、福島

県 

総額20億円 

ＪＡグループ 

総額100億円 

ぐるなび 

総額10億円 

エー・ピーカンパ
ニー 

総額10億円 

みずほ銀行 

総額100億円* 

 

 

 

 

 

* 複数のサブファンドへ出資予定 

連携先  (うち20億円) 
荘内銀行、北都銀行、 

みちのく銀行、東北銀行 

【テーマファン
ド】 

【広域ファンド】 

三菱東京UFJ銀行 

総額20億円 

 

 

連携先 
青森銀行、秋田銀行、
岩手銀行、山形銀行 

主な出資金融機関等 

ファンド総額（機構出資分含
む） 

大分銀行 

総額20億円 

※ 当資料は設立準備中のサブファンドも含まれます。 

西日本シティ銀行 

総額20億円 

八十二銀

行 

総額10億円 

三井住友銀行 

総額20億円 

○ 各地のＧＰは地域金融機関、メガバンクや事業会社等を出資母体とするサブファンドの設立を進めており、平成26年5月26日現

在で、サブファンド総数は43､サブファンド総額は681.02億円、うちA-FIVE出資分340.51億円となっています。 

広島銀行 

総額10億円 

紀陽銀行 

総額10億円 

百五銀行 

総額5億円 

連携先  (うち20億円) 

足利銀行、他地域金融機
関 

伊予銀行 

総額20億円 

千葉銀行 
他地域金融機関 

総額20億円 

常陽銀行 

総額10億円 

埼玉りそな銀
行 

総額5億円 

香川銀行･徳島銀
行 

総額5億円 

宮崎銀行 

総額10億円 

山陰合同銀行 

総額10億円 

阿波銀行 

総額10億円 

佐賀銀行 

総額5億円 

みなと銀行 

総額10億円 

十六銀行 

総額5億円 

トマト銀行 

総額10億円 

名古屋銀行 
他地域金融機関 

総額10.8億円 

四国銀行 

総額10億円 

百十四銀行 

総額5億円 

琉球銀行 

総額5億円 

中国銀行 

総額5億円 

京都銀行 
他地域金融機関 

総額10億円 

鹿児島銀行 

総額10億円 
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件 数 構成比  

 加 工 416 49.5% 

  
  
  

 農 業 355 42.3% 
 水産業 39 4.6% 
 林 業 22 2.6% 

 販 売  160 19.0% 

  
  
  

 農 業 139 16.5% 
 水産業 16 1.9% 
 林 業 5 0.6% 

 輸 出  36 4.3% 
  
  

 米・穀物 8 1.0% 
 米・穀物以外 28 3.3% 

 外 食  46 5.5% 
 観 光 30 3.6% 
 ﾊﾞｲｵﾏｽ・再生ｴﾈﾙｷﾞｰ 32 3.8% 
 医食農連携 4 0.5% 
 その他 116 13.8% 

 合 計 840 100.0% 

• 各サブファンドや農林漁業者等から総計840件のご相談をいただき、支援案件の検討を推進。 
• 農業分野を中心に、加工、販売など食品製造・流通関係の取り組みに関するご相談が多いが、それ以外にも水産、

輸出など、多岐にわたる分野から、ご相談をいただいている状況。 

※複数の事業にまたがる場合は、主要な事業で計上 

ご相談案件の業種別分類 （2013年2月－2014年2月期累計） 
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事業者からの相談内容の内訳 

販売 19.0% 

輸出 4.3% 

農業 42.3% 

水産業 4.6% 

林業 
2.6% 

農業 16.5% 

水産業1.9% 

林業 
0.6% 

米・穀物 
1.0% 米・穀物以外 3.3% 

外食 5.5% 

観光 3.6% 

ﾊﾞｲｵﾏｽ・再ｴﾈ 3.8% 

医食農
連携   
0.5% 

その他 
13.8% 

加工   
49.5％ 



観光事業におけるファンドの活用イメージ 
農業生産者 

グループ・組合 
・旅行会社 
・宿泊事業者 

• 地域の農業生産者グループと、旅行会社、宿泊事業者が連携して、
農家民宿のオペレーションを行う事業体を設立。 

• 農業者は地元食材使用の食事の提供や農業体験、宿泊事業者は
接客、旅行会社はツアー企画と集客を受け持ち、それぞれのノウ
ハウを活用した高品質のサービスにより差別化。 

合弁事業の概要 

出資 

・都市から 
の集客 
・観光事業 
のノウハウ 

ファンド活用による効果（メリット） 

• 旅行会社や、宿泊事業者のノウハウを活用し、観光事業に参画が出来る。地元の食材、農業体験の
場や、農家屋の提供をすることで所得向上、地域の雇用拡大が見込まれる。 

• 地域の農業者の協力を得ることで、都市のニーズにマッチした、農業体験等の魅力的なツアーの企
画が可能となり、他社との比較優位による収益の拡大が見込まれる。 

農業生産者 
グループ・組合 

旅行会社 
宿泊事業者 

出資 出資 

提供 農業体験 
農家民宿 
観光ツアー 
 

合弁事業体（農家民宿のオペレーション） 

観光ツアー 

マッチング 

地域・テーマファンド 

 
食事の提供と併せた 
・農業体験 
・農家屋 
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出資同意案件 （平成25年9月2日 同意決定） 

 地元産ぶどうのワイナリープロジェクト  

北海道余市町のワイン用ぶどうを使ったワイン製造と地場産食材を使ったレストラン運営、自家製ワインや地場産野菜、果

物及び水産加工品などを販売する売店等の複合事業 
 
事業者：株式会社OcciGabi Winery       所在地：北海道余市郡余市町  
出資決定時期：2013年9月        出資決定額：81百万円*     サブファンド** ：北洋6次産業化応援ファンド投資事業有限責
任組合 

 
 

* 平成25年9月19日、出資額を76百万円→81百万円に変更 
** 「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法」に基づき、機構が地域金融機関等と組成。 機構が50%を出資。 

ワイン・ツーリズムに向けた 
魅力ある地域づくり 

地域の雇用拡大 
地域ブランドの 

普及促進 
ぶどう生産者の 

高付加価値の販路拡大 

ぶどう生産者 

      オチガビ               ワイナリー 

㈱OcciGabi Winery 

周辺農地所有者 

肥料・ぶどう苗木業

者 

北洋6次産業化応援ファンド 
投資事業有限責任組合 

・北海道余市町産ぶどうを原料に

使用した特色あるワインの醸造 

・見学型ワイナリー、自家製ワイン

と地場産食材を使用したレストラ

ン及び売店などの複合的施設の

開設  

・地元でワイナリー事業を希望する

人へのワイナリースクール運営 

・ ワイン用品種ぶどうの生産 

出資 

・ OcciGabi Wineryからワインを 
仕入れ、 直営小売店網を活用し、  
全国で販売 する計画 

経営支
援 

ぶどうの 
供給 

・ 肥料、ぶどう苗木、杭 

・ 農地賃貸 

 ・ ワイン用品種ぶどうの生産 

連携 

出資 

販路提供 

出資 

周辺農業者 
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  農林漁業者 パートナー 



出資同意案件（平成26年1月27日 同意決定） 

 「深浦マグロ」販路拡大プロジェクト  

青森県深浦町近海にて主に夏期に漁獲されるクロマグロを、柵加工・冷凍加工して需要期に新たな販路拡大を推進する事業 
 
事業者：株式会社あおもり海山       所在地：青森県西津軽郡深浦町  
出資決定時期：2013年12月        出資決定額：100百万円  サブファンド*：とうほくのみらい応援ファンド投資事業有
限責任組合 

 
 

* 「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法」に基づき、機構が地域金融機関等と組成。 機構が50%を出資。 

地域の雇用拡大 新しい流通技術の開拓 漁業生産物の新販路拡大 

                        カイサン 

㈱あおもり海山 

とうほくのみらい応援ファンド 
投資事業有限責任組合 

・深浦町近海にて定置網漁で漁獲

される天然クロマグロを柵加工し

たうえで冷凍加工し、需要期に販

売を行う。 

・夏場以外にも、安定供給可能とな

り全国に新たな販売チャネルを拡

大。 

・深浦町の観光資源として地元飲

食店に通年販売を行う。 

・ クロマグロの漁獲 

出資 

・ 柵加工・冷凍加工したクロマグロ
を仕入れ、 自社の販路を活用し
て販売 

経営支
援 

クロマグロの 
供給 

 ・地名度向上の支援 
 ・冷凍技術の指導 

連携 

出資 

販路提供 

出資 

地方自治体（含研究機

関） 
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  農林漁業者 パートナー 

周辺漁業者 

・ クロマグロの漁獲 



出資同意案件 （平成26年3月10日 同意決定） 

 地域酪農基盤を活用した高品質乳製品の販路拡大プロジェクト 

地元酪農家15戸が主導し、地域の生乳を原材料とした地元ブランドの高温保持殺菌牛乳等に加え、地域特産品を活用したヨーグル

ト・ソフトクリームミックス等新商品の開発及び販路拡大を目指す事業 
 

事業者：有限会社おおのミルク工房（株式会社へ改組予定）       所在地：岩手県九戸郡洋野町 
出資決定時期：2014年3月        出資決定額：13百万円  サブファンド*：とうほくのみらい応援ファンド投資事業有限
責任組合 

* 「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法」に基づき、機構が地域金融機関等と組成。 機構が50%を出資。 

地域の雇用拡大 地産地消の促進 
地域の生乳を活用した 

新商品開発拡大 

とうほくのみらい応援ファンド 
投資事業有限責任組合 

・地域の生乳を原材料とした牛乳等

に加え、地域特産品を活用した

ヨーグルト・ソフトクリームミックス

等の高利潤の新商品を開発 

・地元や地域外のスーパー、高速

道路ＳＡ、道の駅等への販路を拡

大 

・地元酪農振興の中核として後継

者・飼料基盤の維持拡大 

・ 酪農経営（生乳の生産） 

出資 

・地域特産品を活用した 商品の
開発・販売支援 

経営支
援 

生乳の供給 

  ・地域の酪農振興 
連携 

ノウハウ提 
供等 

出資 

地方自治体 
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  農林漁業者 

連携事業者 

地元関係者等 

・地元の会社経営者等 地域活性化 
支援 

㈱おおのミルク工房 
出資 

  ・原料となる生乳の集乳と配

乳 

地元生産者団体 



出資同意案件（平成26年5月12日 同意決定）  

 北海道産（ＳＰＦ豚）「ひこま豚」ブランドによる飲食店運営・販路拡大プロジェクト 

養豚事業者が自ら販売会社を設立し、独自ブランドによる地元での飲食店の出店のほか、直売所・通販での直接販売、外食事業者
等への卸売を通じて更なる販路拡大を目指す事業 
 
事業者：株式会社ひこま豚       所在地：北海道茅部郡森町  
出資決定時期：2014年5月     出資決定額：3百万円     サブファンド*：北洋6次産業化応援ファンド投資事業有限責任組
合 

 
 

新たなブランドの浸透・拡大 

㈱ひこま豚 北洋6次産業化応援ファンド 
投資事業有限責任組合 

出資 

経営支
援 

豚肉の供給 

連携 

出資 

  農林漁業者 

養豚事業者による新販路拡大 

・ SPF豚の生産 
SPF豚とは、特定病原菌不在（Specific 
Pathogen-Free）豚の略称で、豚の健

康に大きな影響を及ぼす病気にか
かっていないことが証明された豚のこ
と。 

地方自治体 

・北海道の養豚事業者が、自ら生産し

た豚肉を「北海道育ち ひこま豚」ブ

ランドとして、イートイン店舗・直売所

において豚肉を使用した料理を提供

するほか、精肉・加工品の店頭販売

に進出 

・自社のブランドを高め、ビジネスモデ

ルを確立しながら、外食事業へ販路

拡大・出店拡大を目指す 

地域の雇用拡大 

・ 地元特産品の知名度向上の支援 

* 「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法」に基づき、機構が地域金融機関等と組成。 機構が50%を出資。 

豚肉の加工 

協力事業者 
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出資同意案件 （平成26年5月12日 同意決定） 

 「千曲川ワインバレー」と連携したワイン・シードル醸造・販売プロジェクト 

ぶどう・りんごの生産者と地元の生産者団体等が、長野県が推進する「千曲川ワインバレー」と連携し、ワイン及びシードルの醸造・

販売を行う事業 
 

事業者：日本ワイン農業研究所株式会社          所在地：長野県東御市 
出資決定時期：2014年5月  出資決定額：68.1百万円 サブファンド*：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 

* 「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法」に基づき、機構が地域金融機関等と組成。 機構が50%を出資。 

地域の雇用拡大 ワイン用ぶどうの産地形成 
ぶどう生産者等の 

高付加価値販路の拡大 

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 

・ぶどう・りんごの生産者等がワイン

及びシードルの醸造・販売に進出 

・併せて、地元自治体とも連携し、

ワイン醸造等に関する教育事業を

実施 

・新規就農者の育成・増加や、耕作

放棄地の活用による産地形成に

貢献 

・ ワイン用ぶどう、りんごの生産 

出資 

経営支
援 

ぶどう等 
の供給 

  ・「千曲川ワインバレー」の

推進 

連携 
出資 地方自治体 
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  農林漁業者 
地元農業者団体 その他株主 

・本プロジェクトに賛同する支援
者 

日本ワイン農業研究所㈱ 
出資 



出資同意案件 （平成26年5月12日 同意決定） 

 愛媛県のブランド鶏「媛っこ地鶏」の販売拡大プロジェクト  

愛媛県のブランド鶏である「媛っこ地鶏」の生産者が加工販売の拡大に加え、新たに飲食店・直売所に進出することにより、 
「媛っこ地鶏」の更なる販売拡大を目指していく事業 
 
事業者：株式会社いなほ農園       所在地：愛媛県八幡浜市  
出資決定時期：2014年5月   出資決定額：15百万円  サブファンド*：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 

 
 

* 「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法」に基づき、機構が地域金融機関等と組成。 機構が50%を出資。 

地域の雇用拡大 
耕作放棄地を有効活用した 

生産拡大 
「媛っこ地鶏」の 

知名度・ブランド力向上 

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 

・愛媛県がリーディングブランドと位置付

ける「媛っこ地鶏」の生産拡大に併せて、

加工販売（鶏めし・つくね等）を拡大する

ほか、新たに飲食店・直売所への進出

により新規販売先を開拓 

・併せて、生産拡大に際しては耕作放棄

地を活用する、地元の飼料米を給餌す

る、飲食店では地元農産物を活用する

などの取組により、産地全体の活性化

に貢献 

・ 媛っこ地鶏の生産 

出資 

経営支
援 媛っこ地鶏の 

供給 

出資 

周辺農業者 
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  農林漁業者 ㈱いなほ農園 

・耕作放棄地の提供 
・ 飼料米の提供 



出資同意案件（平成26年5月30日 同意決定）  

 地元産トマトを活用した加工品製造販売・複合施設運営プロジェクト  

福島県の農業者が、トマト加工品の製造販売、直売所運営、レストラン運営事業に進出し、パートナーの加工ノウハウ・販路を活かし
て、原材料の付加価値向上を図り、被災地の復興を目指す事業。 
 
事業者：株式会社ワンダーファーム       所在地：福島県いわき市  
出資決定時期：2014年５月   出資決定額：240百万円  サブファンド*：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 

 
 

* 「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法」に基づき、機構が地域金融機関等と組成。 機構が50%を
出資。 

近隣観光施設と連携した 
観光による地域振興 

地域の雇用拡大 

㈱ワンダーファーム 

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 

出資 

経営支
援 

野菜・果物の供給 

連携 

出資 

 加工技術の提供 
 経営支援 

出資 

  農林漁業者 パートナー 

被災地の復興 

・福島県産のトマトを原料とした

ジュース、ピューレ、ドレッシング

等の製造販売 

・トマトと地場農産物を活用したレス

トラン、直売所等を開設し、近隣

観光施設との連携により集客 

・複合施設での販売に加え、高速

SA、スーパー等への新たな販路を

拡大 

周辺農業者 
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サ ブ フ ァ ン ド を 活 用 し た  
バ リ ュ ー チ ェ ー ン の 創 造  

14 



支援対象事業発展の具体的なイメージ 

フード事業

コスメ・
ヘルスケア

事業

ホスピタリティ
事業

1億円

3億円

2億円

1億円
7億円

15億円

8億円

• 農園レストラン事業を開始

• 市街地にレストラン2号店・3号店を展開

• レストラン1号店に宿泊施設を増設し、オーベルジュ事業に発展

• 観光農園、ミュージアムを設置し、観光事業を強化

0.4億円 • オリーブ生産・販売開始（4ha）

0.4億円 • オリーブオイル生産・販売開始（約8,000kg・最終製品ベース）

0.3億円 • 化粧用オリーブオイル生産開始（約2,000kg・最終製品ベース）

• 通販開始、オリーブ及び加工品生産規模拡大2億円

2億円 • 通販開始、生産量拡大

12.7億円

• コスメ・ヘルスケア企業との連携

6.6億円

• 食品メーカー・流通企業と連携

【当初想定生産者】
（株）○○オリーブ
（生産農産物）
• 有機オリーブ
（生産面積・量）
• 4ha
• 40,000kg
（単価・売上）
• 1,000円/kg
• 4,000万円
（雇用）
• 基幹従業員 4人
• 補助従業員 4人

9.6億円

• 事業規模拡大に伴い周辺生産者と連携（約100ha）
生産部門
（生産者）

６
次
産
業
化
事
業
（フ
ァ
ン
ド
の
主
な
支
援
領
域
）

中核となる担い手

自立的発展期６次産業化確立期企業的経営移行期生産確立期

経営上の
課題・ニーズ

生産基盤の確立 企業経営手法の確立
成長のための新たな経営手法

（戦略、技術、ノウハウ、販路、連携、多角化、規模拡大等）

主たるファンド活用のステージ
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• 主に、６次産業化確立期にある事業者を対象として、2次・3次産業分野の事業を開拓。 
• 農林漁業の持つ潜在的な価値を、さまざまな分野で事業化することで新たな産業創出を促進。 



地域ファンドとテーマファンド（生産地と消費者の結合） 

生 産 地 消 費 地 

１次 

６次 

１次 

１次 

６次 

６次 

１次 

１次産業 ２次産業 ３次産業 

• 事業分野（テーマ）毎に特化したファンドを組成することで、生産地と消費地をつなぐバリューチェー
ンを構築することが可能。 

６次産業化事業体の取組み 

農家      
レストラン 観光農園 

食品加工 医療・健康 

体験型   
農・林･漁業 

現地に販路を持つ商社やサプライ
チェーンを持つ物流企業等と連携し、
産品や加工食品を輸出 

小売企業や食品メーカーと連携して、カッ
ト野菜やジャム等、加工食品を産地で製
造し消費地の店舗を活用して販売 

レストランや居酒屋等と連携し、食材を
活用したメニュー等、付加価値を高め
た提供により差別化を図る 

こだわり産品を、農業団体やスーパー
等と連携して消費地をターゲットとした
販路を新たに確立していく 

・外食連携モデル 

・小売連携モデル 

・加工・販売モデル 

・輸出型モデル 

直売所 

etc. 
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合弁・連携 



• 農林漁業の「6次産業化」とは、『農林漁業者が2次産業の事業者をパートナーとして合弁企業を立ち上げて加工販
売に進出すること』に限られません。農林漁業事業者が、自ら生産する農林水産物を、その価値を更に高めて（付
加価値を高めて）、消費者に届けていく（＝バリューチェーン）という、もっと広義の概念です。 

• 直売や加工販売以外でも、たとえば、現在取り組んでいる、①集出荷や冷蔵、輸送、②生産時期の変更、周年化、
表示など、「積極的な販売戦略」そのものが、機構の目指す方向です。 

生産 集出荷 加工 
貯蔵・ 
物流 販売 外食 

生産方法、品種など情報を公表、
添付販売 
出荷時期をずらす生産手法 

非破壊検査、HACCP 
冷蔵流通対応、 
加工施設 

取引先（調達先、仕向先等）の関係強化 
子会社戦略などによるＭ＆Ａ 

伝統的な栽培方法、
テーマ性を持たせた販
売戦略 

 日常の業務の見直しが重要なチャンスです！ 
例） 「安全」と「こだわり」に消費者のニーズがあるこ

とを把握 
→「安全」な商品、「こだわり」の商品の適切な 
負担増(価格)が消費者に受け容れられる 

→結果として、農林漁業事業者の収益が倍増 

消費者 

日常業務の中のバリューチェーンの強化 

17 
⇒A-FIVE（農林漁業成長産業化支援機構）は、「出資」を

はじめ、広範な支援に取り組みます。 

付加価値を消費者に届ける 
 ＝ 販路の確保、開拓 が重要 

u 政策課題を6次産業化につなぐ例 

政策課題 ６次産業化の例 

ブランド化 生産地等を表示した販売 

HACCP 合併農協・漁協の生産物処理・加工 

計画出荷 コールドチェーンを活用した定温流通
管理 

資源 周年出荷・リレー出荷 

コスト低減 包装高度化、個食対応 



成長産業化に向けてバリューチェーンづくりとは（3事例） 

①製品に合わせた 
最適生産型 

②ブランド形成型 ③新需要創出型 

3次のニーズに合わせて 
1次生産側で工夫を行う 

「健康」や「新鮮」など、消費者に
ストーリー（付加価値）を届ける 

「日本食というスタイルでの海外
展開」・「健康というスタイルでの
医福食農連携」など、新需要を

創出する 

ex) 米、カット野菜、ワイン用ブド
ウ生産 

      ex) ブランド牛、 
        ご当地グルメ、ワイナリー 

ex) 一番茶カフェ海外展開 
森林セラピー、盆栽輸出 

類型 

概要 

例示 

バリュー
チェーン
イメージ 

3次 
（販売） 

2次 
（加工） 

１次 
（生産） 

【販売を意識したバリューチェーン】 

3次 
（販売） 

2次 
（加工） 

１次 
（生産） 

【３次が１次の良さを伝えるバリューチェーン】 

3次 
（販売） 

2次 
（加工） 

１次 
（生産） 

医福食農連携 
輸出拡大 

【異業種連携によるバリューチェーン】 

異業種 
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農 林 漁 業 成 長 化 フ ァ ン ド の 仕 組 み と  
そ の 狙 い  

19 



株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の概要 

（１）機構の設立及び政府の出資等 
 ① 機構は、農林水産大臣の認可により全国で一を限り設立 
 ② 政府は、常時、機構の発行済株式総数２分の１以上を保有し、必要と認めるときは機構に出資等を実施   

（２）農林漁業成長産業化委員会  
  支援対象及び支援内容等の決定のため、機構に農林漁業成長産業化委員会（農林漁業に関し専門的な知識経験を有する者そ

の他の委員で組織）を設置 

（５）その他 
  上記のほか、農林漁業者等の意見聴取、存続期間（～H45.3）、国による監督等の規定を整備 

３ 法律の概要 

（３）業務の範囲 
 ① 新たな事業分野を開拓する事業活動を行う六次産業化法の認定事業者に対する出資（直接出資）、資本性劣後ローンの提供 
 ② ①の者に対し資金供給その他の支援を行う団体に対する出資（間接出資）、指導 等   

（４）支援基準及び業務の実施 
 ①  農林水産大臣は、機構が支援対象及び支援内容を決定するに当たって従うべき基準（支援基準）を策定 
   ② 支援基準は、農林漁業者の主導性の確保に関する事項等を含み、地域の農林漁業の健全な発展等に配慮して策定 
   ③ 機構は、支援基準に従い、農林水産大臣の認可を受けて支援を実施  

 我が国の農林漁業・農山漁村をめぐる厳しい状況に対処し、食と農林漁業を再生するため、民間の資金・ノウハウを十分に生かし、官
民が連携した新たな資金循環等による農林漁業の成長産業化が求められているところ。 

 我が国農林漁業が農林漁業者の所得を確保し、農山漁村において雇用機会を創出することができる成長産業となるようにするため、
農林漁業者が主体となって新たな事業分野を開拓する事業活動等に対し出融資や経営支援を行う枠組みを定める。 

１ 背   景 

２ 趣   旨 
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農林漁業成長産業化ファンドによる資金供給の流れ 
• 国と民間の共同出資によって、（株）農林漁業成長産業化支援機構を設立。 
• 機構の出資スキームは、地域金融機関等が中心となってサブファンドを設立、機構はサブファンドに出資する間接

出資を主とする。 
• 農林漁業者と他産業の事業者（６次産業化パートナー企業）が連携し、共同出資する会社が支援対象。 
• 国は、機構の支援基準を定める他、サブファンドへの出資について認可を与えることで、機構へのガバナンスを確保。 

一体的 

国 
 

（産業投資） 

民間等 
 

金融機関 
食品企業等 

 

６
次
産
業
化
事
業
体 

（六
次
産
業
化
・地
産
地
消
法
の
認
定
事
業
者
） 

 

地域ファンド又は 
テーマファンド 

民間等 
 地方自治体、農業団体、 
 金融機関、地元企業等 

出資 

経営支援 

出資 

出
資 

出資 

６次産業化 
パートナー

企業 
出資 

技術、販路、 
ノウハウ 

農
林
漁
業
者 

出資 

農林水産物等 

• 出資期間は最長15年間 
• 地域ファンドは、同地域に複数

設立される場合も想定 

貸付 

直接出資 

出資 

サブファンド 

（株）農林漁業 
成長産業化支援機構 

資本性劣後ローン（無担保・無保証） 

支援対象事業 
活動支援団体 

間接出資 

・６次産業化事業体を支
援するファンドに、原則
50%を出資 

・指導、監督、政策趣旨
に沿わない案件に対す
る拒否権を保持 

・20年間の時限組織 

対象事業者 

※１ ファンド設立時に機構が出資約束（コミット）する際には、農林漁業者の意見聴取等を行う。 
※２ 当該ファンドは、投資事業有限責任組合法（ＬＰＳ法）に基づく、投資事業有限責任組合を想定（それ以外は個別相談）。 
※３ 出資対象となるには、農林漁業者が経営の主導権を確保していることが必要となります。 

※１ 
※２ 

   ＜機構の業務＞ 
 ①出資 
 ②マッチング 
 ③経営支援 
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※３ 



農林漁業者とパートナー企業の資本結合による戦略的提携 

  

• 機構は、地域・テーマごとに設立されたサブファンドを通じて、「６次産業化」事業体の資本金の５０％（議決権ベース）
を出資します。 

• 出資を受けるには、農林漁業者が、多くの議決権を保有しているなど経営の主導権を握ることにつき、実質的な面か
ら合意形成いただきます。 

• 出資を受けるまでに 「六次産業化・地産地消法」の総合化事業計画の認定を取得する必要があります（機構が出資
審査と併せて農水大臣認定の審査・手続きを行います）。 
 
 

農林漁業者出資分 
（Ａ％） 

６次産業化パート
ナー企業出資分 

（Ｂ％） ＞ 
サブファンド出資分 
（上限５０％） 

 

・高品質生産 

・大規模供給能力 

・トレサビリティ対応力 

・生産者グループ形成力 

etc. 

 
サブファンド 

（地域ファンド又はテーマファンド） 

㈱農林漁業成長 
産業化支援機構 

出資 

農林漁業者 

・販売ネットワーク 

・マーケティング力 

・物流ノウハウ 

・ＩＴ技術    etc. 

         
          

６次産業化 
パートナー企業 

出資 
(原則50％) 

民間等 
 

地方自治体、農
業団体、金融機
関、地元企業等 

成長資本と経営支援の一体提供 

出資 

【６次産業化事業体】 
議決権のある株式構成 

借入金 

事
業
に
必
要
な
資
金 

資本金 

戦略的連携構築
の実現！ 

成長資金＋農林水産物供給 成長資金 
＋技術、販路,ノウハウ供給 
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資金力の不足している場合        資金力がある事業者の場合 
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ファンドを活用することのメリット 

【ポイント】6次化に向けて投資額が必要となるが、 
少額の自己資金で大きな投資を行うことができる 

【ポイント】 
新規事業に取り組む際のリスクの低減手法となる 

１次出資：５．１千万 

パートナー出資 
：４．９千万 

サブファンド出資 
：１億円 

機構資本性 
劣後ローン：１億円 

金融機関からの 
融資：２億円 

【メリット】 
①１次事業者の出資が５千万 
 円であっても、５億円程度の 
 事業を立ち上げることがで 
 きる。（約１０倍） 
②２次・３次産業と対等な 
 パートナー関係となりうる。 
 
※その他５０％の補助を受け 
 ればさらに大きな投資が可 
 能となり、パートナー企業の 
 種類株等がある場合は、さ 
 らに大きな事業も可能とな 
 る。（最大約２０倍程度） 

グループ含む 
1次側出資 

：５．１千万円 

親会社側出資 
：４．９千万円 

サブファンド側出資 
：１億円 

食品企業の子会社等グループ農業法人による
農業参入が進んでおり、「○○ファーム」につい

ても１次事業者として活用することが可能。 

【メリット】新規事業を立ち上げる際には、 
全額自己資本で事業行うより、リスクが 
低減され、参入ハードルを下げられる。 

機構の資本性劣後ローン：１億円 

【ＥＸＩＴ時のポイン
ト】 

【ＥＸＩＴ時】のポイン
ト 

・農業者にとってみれば、自社株式買取や
既存株主が買い取るという意向が優先され
る。 

・グループ企業としてみれば、事業開始時
には少ないリスクで事業が立ち上げでき、
軌道に乗るのか判断した上で買い取りがで
きる。 
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ファンドが関与する意義 

Ａ－ＦＩＶＥのファンドが５０％の議決権を持つ意義は、 
共同事業者として（パートナー）二人三脚で事業を行うこと。 

信用力が上がることによる具体的な効果 
①地域の農林漁業者からの調達、②優秀な人材採用、③商品
の営業し易さなどの効果がある。 

直接事業体に国の資金がファンドとして入ること、6次化認定を

農水大臣から受けることで大臣の認定事業となること、地域の
金融機関からも出資されることにより、新設合弁会社により新
規事業を行うに当たり、事業者の信用力が増す効果がある。 



新たな政策ツールとしての「出資」 
• これまでの補助金・融資に加え、新たな政策ツールとして「出資」を追加。 
• 出資を受け自己資金の充実が図られれば、そのことが呼び水となって、事業に必要な政策金融、民間資金融通を引

き出すことが可能となります。 
• 施設整備には、補助金、政策金融を、販売戦略や運転資金には、民間資金を活用することが可能です。なお、自己資

金の不足分については、現物出資等を活用することも可能です。 
• 今回のスキームでは、充実させた自己資金を基に、運転資金や施設整備資金等の借り入れ等により、事業を実施。

サブファンドの経営支援などを得つつ、５年程度を目途に黒字化をめざしていただきます。 

補助金 融資 出資（本ファンド） 

金融機関等 
からの融資 

自己資金 
補助金 資

金 

調
達 自己資金 

融資 資
金 

調
達 

資
金
調
達 

 自己資金(農林漁業者) 

ファンド出資分 
 自己資金(ﾊﾟｰﾄﾅｰ事業者) 

• 仮に補助率1/2の場合、自己資

金の２倍の規模まで事業規模を
考えられる 

• 事業者の信用力によるが、一般的
な水準では、自己資金の２倍～５
倍の規模まで考えられる 

• パートナーやファンドの出資 
 が活かされることで、自己資 
 金の２０倍程度の規模の事 
 業も考えられる 

1 

1 
  

2 

 
  ：  

１ 

４ 
 
： １ 

１ 
 
： 

資本性劣後ローン 

• 事業要件が厳格 
• 資金使途が限定的 
• 担保・保証不要 

• 担保・保証等が課題 
• 資金使途が限定的 

• 事業設計の自由度が高い 
• 担保・保証不要 
• 財務体質を強化 

自
己
資
金
と
事
業
資
金
の
関
係 

特
徴 

（※） 

（※）民間金融機関からの借入が困難な場合、機構より劣後ローンの貸付も可能です。 

 平均的な自己資本比率の逆数を借入限度額とみなした場合、自己資金の何倍まで資金調達できるかを検討 

：
  

：
  

16 
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段階出資による成長支援と多様な出資方法 
• 将来的に大きな事業へと成長していくことを前提に、小規模な事業からスタートする場合でも、生産力

の強化に合わせた６次産業化事業体の事業拡大へ段階的出資をすることで、成長を支援。 
• 出資に必要な資金調達は、現物出資等の多様な方法を用意。 

 

「いきなり大きな事業に取り組むのは難しい・・・」 事業規模 
• 政策目的として、農林漁業の成長産業化を掲げているため、出資による成長後ゴー

ルの姿として、大きな絵を描くことは必要 
• しかし、小規模な６次化事業から、長期的な生産力の育成・拡大に合わせて、事業を

大きくしていくことも想定。その場合、段階的な出資により支援を実施 

「多額の出資を現金で用意することが難しい・・・」 資金調達 
• 数千万円、数億円という出資金を、１人の農林漁業者（法人含む）で準備することが

難しい場合も想定されるが、そのような場合、 
① 複数の農林漁業者が集まり、小口の出資を行い、大きな資金を準備する 
② 農協等の協同組織を通じて６次産業化事業体に参加する 
③ 既存の資産（加工・流通施設、土地（農地を除く）等）などを現物出資する           
などの対応も可能 

• なお、同様に、パートナー企業についても、既存の資産（加工・流通施設、土地等）を
現物出資することで、既存ビジネスの成長・発展にファンドを活用することも可能 
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農林漁業者（あるいはパートナー企業と協働）で事業を検討 
必要に応じて、サポートセンターからのプランナー派遣を要請 

サブファンドへ直接相談 

        相談者が作成した事業計画等をサブファンドで審査 
           ・事業計画（販売計画、設備購入計画、原料調達計画等） 
           ・財務計画（場合によっては金融機関との打合せ等も含む） 
           ・実施体制                              等  

機構内の「成長産業化委員会」に意見を求め、これを踏まえ 
出資の同意決定 (総合化事業計画の認定を条件とする) 

6次産業化事業体名で六次化法・地産地消法の総合化事業計画認定を申請 
※機構経由で農林水産省へ提出 

認定後、サブファンドにより出資の決定・出資の実行（入金） 

機構へ相談 

機構からサブファンドを紹介 

ファンド制度の相談～出資までの流れ 
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6次産業化中央サポートセンターの活用 
～広域事業の構築や、ファンド等各種制度の活用促進に向けて～ 

6次化に取り組んでいる・今後取り組む 
農林漁業者・事業者 

【相談内容】 
ü生産物を、どんな商品にすればよいのか分からない・・・ 
ü事業計画を策定するサポートが欲しい・・・ 
ü各種支援制度を活用したい・・・ 
ü広域で連携できる事業者を探したい・・・ 
ü輸出も含めて高度な相談・支援をお願いしたい・・・ 

6次産業化中央サポートセンター 
（A-Five 農林漁業成長産業化支援機構） 

6次産業化プランナー 
（高度専門人材） 

地域支援機関 

農
林
水
産
省 

自
治
体 

相談・ 
支援申込 

相談・ 
支援申込 支援 

プランナー派遣、 
専門的支援 

全国・海外に売れる商材開発支援 
調達～加工~販売のバリューチェーン構築支援 
事業計画の策定支援 
販路拡大に関する助言 
出資（ファンド）や補助金活用等の助言 

共同・連携した
支援活動の実施 

【狙い】 

u事業創出に向けて取り組む意欲的な事業者
の負担を軽減 

u産地を束ね、地域を超えて全国・海外に打っ
て出る、本格的な6次化事業体の創出 

uファンドや補助金などの制度紹介 

※プランナーの活動費（謝金・旅費交通費・宿泊費）は、支援
計画に基づき、中央センターが支払う（事業者負担なし） 

【支援】 

28 ※ 6次産業化サポートセンターは農林水産省の補助事業であり、現在H26年度の公募手続中です。 
  機構が選定された場合には、H26.5中旬を目途に募集を開始する予定です。 



出 資 同 意 案 件 と サ ブ フ ァ ン ド 一 覧  
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出資同意決定済６次産業化事業体一覧（平成２６年５月３０日現在） 

出資決定 
時期 

６次産業化事業体の
名称 

 所在地 
 サブファンド(※) 

事業内容 政策的意義 備考 

名称 
出資決定金

額 

2014年5月 
株式会社ワンダー
ファーム 

福島県いわ
き市 

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 

240百万円 

福島県の農業者がパートナーの加
工ノウハウ・販路を活かして、トマト
加工品の製造販売、直売所運営、
レストラン運営事業に進出し、被災
地の復興を目指す事業 

・被災地の復興 
・地域の雇用拡大 
・近隣観光施設と連携した観
光による地域振興 

  

2014年5月 
香取プロセスセン
ター株式会社 

千葉県香取
璭糎

ちば農林漁業6次産
業化投資事業有限
責任組合 

50百万円 

千葉県香取市の農業者が地元の加
工業者と連携し、地元産の野菜を中
心とした青果の選果・販売、業務用
カット野菜の製造・販売、漬物の製
造・販売を行う事業 

・規格外品の有効活用 
・地域の雇用拡大 
・安定的な販路確保による農
業者の経営安定化 

  

2014年5月 
株式会社フレッシュ
ベジ加工 

長野県長野
璭糎

信州アグリイノベーョ
ンファンド投資事業
有限責任組合 

45百万円 

長野県の農業者が、各地の農業
者・JAや青果会社と連携して産地リ
レー体制を構築し、業務用や消費
者向けカット野菜の製造・販売、青
果品の販売を行う事業 

・農業者・農業者団体と青果
会社が連携した産地リレー体
制の構築 
・地域の雇用拡大 
・規格外品の有効活用、野菜
の産地開発・育成 

  

2014年5月 
株式会社佐田岬の
鬼 

愛媛県松山
璭糎

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 

75百万円 

しらすの漁業者が、量販店・外食店
の需要に応じた付加価値の高い手
法によるしらすの加工を行い、販売
を全国に拡張していく事業 

・地域の漁業者の販路拡大 
・地域の雇用拡大 
・新しい加工技術の開拓 

  

2014年5月 株式会社ひこま豚 
北海道茅部

郡 
森町 

北洋6次産業化応援
ファンド投資事業有
限責任組合 

3百万円 

養豚事業者が販売会社を設立、独
自ブランドによる飲食店の出店、直
売所・通販での直接販売、外食事
業者等への卸売を通じて更なる販
路拡大を目指す事業 

・養豚事業者による新販路拡
大 
・新たなブランドの浸透・拡大 
・地域の雇用拡大 

2014年5月 
株式会社Ｊ－ＡＣＥひ
びき 

埼玉県川越
市 

農林水産業投資事
業 
有限責任組合 

150百万円 

農業者団体が、食品加工・外食事
業に実績を有するパートナーのノウ
ハウを活用し、外食事業に進出・多
店舗拡大を行うことで、原材料の付
加価値向上を目指す事業 

・農業者団体の外食事業者と
の連携 
・農畜産物の新販路拡大 
・店舗拡大に伴う雇用の拡大 
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出資決定 
時期 

６次産業化事業体の
名称 

 所在地 
 サブファンド(※) 

事業内容 政策的意義 備考 
名称 

出資決定金
額 

2014年5月 
株式会社神明アグリ
イノベーション 

東京都中央
区 

ＳＭＢＣ6次産業化
ファンド投資事業有
限責任組合 

10百万円 

米の生産者が流通販売業者と連携
し、マーケットイン型の生産・販売を
目指す。国内外の需要者ニーズの
収集、生産者への提供、作付前で
の取引条件の決定等を行うことで、
多様な業務用の米需要に応じた生
産や、生産意欲の向上・規模拡大を
目指す事業 

・米のマーケットイン型の生
産・販売 
・農業者の経営の選択肢拡
大 
・地域の雇用拡大 

2014年5月 
日本ワイン農業研究
所株式会社 

長野県東御
市 

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 

68.1百万円 

ぶどう・りんごの生産者と地元の生
産者団体等が、長野県が推進する
「千曲川ワインバレー」と連携し、ワ
イン及びシードルの醸造・販売を行
う事業 

・ぶどう生産者等の高付加価
値販路の拡大 
・地域の雇用拡大 
・ワイン用ぶどうの産地形成 

2014年5月 
株式会社西粟倉・森
の学校 

岡山県英田
郡 

西粟倉村 

農林水産業投資事
業 
有限責任組合 

163.3百万円 

西粟倉村の間伐材を原材料とした
加工品を製造、販路拡大を推進す
ることで、バリューチェーンを形成し、
間伐材の付加価値向上を目指す事
業 

・間伐材の新用途拡大 
・地域の雇用拡大 
・産官連携しての森林育成の
推進 

2014年5月 
株式会社いなほ農
園 

愛媛県八幡
浜市 

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 

15百万円 

愛媛県のブランド鶏である「媛っこ
地鶏」の生産者が加工販売の拡大
に加え、新たに飲食店・直売所に進
出、「媛っこ地鶏」の更なる販売拡大
を目指していく事業 

・「媛っこ地鶏」の知名度・ブラ
ンド力向上 
・地域の雇用拡大 
・耕作放棄地を有効活用した
生産拡大 

2014年5月 
西日本フレッシュ
フーズ株式会社 

熊本県熊本
市 

NCB九州6次化応援 
投資事業有限責任
組合 

150百万円 

熊本県の生産者が青果卸会社と連
携し、カット野菜・カット果物サラダ
等の製造販売事業に進出すること
で、原材料の付加価値向上を目指
す事業 

・生産者と青果卸が連携した
カット野菜・果物の安定供給 
・規格外品の有効活用 
・地域の雇用拡大 

2014年4月 
株式会社マイセン
ファインフード 

福井県鯖江
市 

農林水産業投資事
業有限責任組合 

50百万円 

農業者が生産した玄米と、大豆を原
料とした精肉代替商品の商品開発・
製造を通じて新販路を拡大していく
事業 

・玄米・大豆の新用途開拓 
・地域の雇用拡大 
・新たな販路の拡大 

  

2014年4月 
株式会社ベジタコー
ポレーション 

広島県福山
市 

ちゅうぎんアグリサ
ポートファンド投資事
業有限責任組合 

100百万円 

農業者が各地の生産者や青果会社
と共同で産地リレー体制を構築し、
パートナーの加工ノウハウ・販路を
活かして需要拡大が見込まれるカッ
ト野菜の製造販売を行う事業 

・生産者と青果会社が連携し
た産地リレー構築 
・地域の雇用拡大 
・加工用野菜の産地形成の推
進 
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出資決定 
時期 

６次産業化事業
体の名称 

 所在地 

 サブファンド(※) 

事業内容 政策的意義 備考 

名称 
出資決定金

額 

2014年4月 
いずも食品加工
株式会社 

福岡県糸島市 
農林水産業投資事業
有限責任組合 

35百万円 

農業者が地元農業者・地元ＪＡと
連携し、九州産の野菜を活用し
て、九州全域及び消費地の百貨
店・コンビニ向けに惣菜の販売
を行う事業 

・高付加価値な新販路の開拓 
・地域の雇用拡大 
・業務用野菜の生産拡大 

  

2014年4月 
株式会社カゴシ
マバンズ 

鹿児島県霧島
市 

エー・ピー投資事業有
限責任組合 

30百万円 

養鶏事業者が外食チェーン向け
に、鹿児島県が開発した「黒さつ
ま鶏」の加工のほか地域農畜産
物を提供し、地域色を売りにした
販売を強化していく事業 

・県が開発した黒さつま鶏の生産
拡大 
・地域の雇用拡大 
・地鶏・地域農畜産物の普及促
進 

一部、無議決権株
式を含む 

2014年3月 
株式会社おおの
ミルク工房 

岩手県九戸郡
洋野町 

とうほくのみらい応援
ファンド投資事業有限
責任組合 

13百万円 

地元酪農家が主導し、地域の生
乳を原材料とした高温保持殺菌
牛乳等に加え、地域特産品を活
用したヨーグルト・ソフトクリーム
ミックス等新商品の開発及び販
路拡大を目指す事業 

・地域の酪農生産を活用した新
商品開発の拡大 
・地域の雇用拡大 
・地産地消の促進 

2014年4月 
株式会社への改組 

2014年3月 
株式会社熊本玄
米研究所  

熊本県菊池郡
大津町 

肥後6次産業化投資
事業有限責任組合 

30百万円 

農研機構が開発した新品種の
新規需要米（玄米）.から新しい
技術（玄米ペースト）による製パ
ン加工を行い、販売及び卸売
（学校給食・病院向け）を行う事
業 

・新規需要米の生産拡大 
・地域の雇用拡大 
・地産地消の促進 

  

2014年1月 
株式会社あおも
り海山 

青森県西津軽
郡深浦町 

とうほくのみらい応援
ファンド投資事業有限
責任組合 

100百万円 

青森県深浦町にて夏期に漁獲さ
れるクロマグロを、柵加工・冷凍
加工して需要期に新たな販路拡
大を推進する事業 

・漁業生産物の新販路拡大 
・地域の雇用拡大 
・新しい流通技術の開拓 

  

2013年11月 
株式会社みらい
トレーディング 

東京都千代田
区 

農林水産業投資事業
有限責任組合 

20百万円  

まだ一般的でないレタスを新た
に導入し、鮮度を保持できる新
包装で流通させ、消費者に届け
る流通販売事業 

・新たな農産物流通手法の開拓 
・レタス生産・販売の新しいビジ
ネスモデルの構築 

  

2013年10月 
西日本水産株式
会社 

福岡県福岡市 
NCB九州6次化応援 
投資事業有限責任組
合 

60百万円 

未成熟なウナギを一定の条件下
で再肥育することにより、成熟し
たウナギとして出荷する加工販
売事業 

・漁業資源の有効活用 
・未利用資源の活用 
・ウナギ養殖の新しいビジネスモ
デルの構築 
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出資決定 
時期 

６次産業化事業
体の名称 

 所在地 

 サブファンド(※) 

事業内容 政策的意義 備考 

名称 
出資決定金

額 

2013年9月 
株式会社
OcciGabi Winery 

北海道余市郡 
余市町 

北洋6次産業化応援
ファンド投資事業有限
責任組合 

 76百万円 

北海道余市町のワイン用ぶどう
を使ったワイン製造と地場産食
材を使ったレストラン運営、自家
製ワインや地場産野菜、果物及
び水産加工品などを販売する売
店等の複合事業 

・ぶどう生産者の高付加価値の
販路拡大 
・地域の雇用拡大 
・地域ブランドの普及促進 
・ワイン・ツーリズムに向けた魅
力ある地域づくり 

2013年9月19日 
 出資額変更 
 （80.9百万円） 

2013年9月 
ジャパンホートビ
ジネス株式会社 

千葉県富里市 
ちば農林漁業6次産業
化投資事業有限責任
組合 

50百万円 

千葉県を中心に全国各地から調
達した、植木、盆栽を高付加価
値化し、欧州、アジアや北南米
等の市場に輸出する事業 

・植木・盆栽生産者の輸出販路
拡大 
・地域の雇用拡大 
・後継者育成 
・日本の植木・盆栽文化の世界
への普及促進 

  

2013年9月 
沖縄栽培水産株
式会社 

沖縄県八重山
郡与那国町 

NCB九州6次化応援 
投資事業有限責任組
合 

40百万円 

新しい技術を沖縄県与那国島に
導入することにより、高品質な車
えびの周年販売を実現し、大口
需要者の開拓等を通じて大消費
地に販売チャネルを拡大する事
業 

・離島の産業育成 
・地域の雇用拡大 
・未利用地域資源の 活用 
・国内の養殖車えびの 高付加価
値の販路拡大 
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※「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法」に基づき、機構が地域金融機関等と組成。 機構が50%を出資。 
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平成26年5月26日現在 

（参考）サブファンド一覧 

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（注 2･3） 
（総額） 存続期間 備考 

（サブファンド所在地） 

【平成 25 年 3 月 25 日支援決定：19 ファンド】 

上野村活性化 
投資事業有限責任組合 

一般社団法人上野村産業情報センター 
（代表者）松元 平吉 
（所在地）群馬県多野郡上野村大字楢原 310-1 

上野村：499 百万円 
一般社団法人上野村産業情報センター：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 
 

群馬県 
 

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 
（代表者）西 祐司 
（所在地）山口県周南市銀南街２１番地 

(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 

500 百万円 
（1,000 百万円） 

15 年間 山口県 

東北 6次産業化ブリッジ 
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) 
（代表者）増田 慶作 
（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)七十七銀行：1,000 百万円 
山田ビジネスコンサルティング(株)：10 百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,010 百万円 

1,010 百万円 
（2,020 百万円） 

15 年間 
東京都 

（宮城県） 

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） 
（代表者）三浦 淳一 
（所在地）北海道札幌市北区北七条西二丁目 

20 番地 

(株)北海道銀行：1,495 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 

1,500 百万円 
（3,000 百万円） 

15 年間 北海道 

農林水産業投資事業有限責任組合 
農林水産業協同投資(株) 
（代表者）本井 秀樹 
（所在地）東京都千代田区有楽町 1-13-2 

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 

5,000 百万円 
（10,000 百万円） 

15 年間 東京都 

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) 
（代表者）藤本 英昭 
（所在地）熊本県熊本市中央区下通一丁目9番9号 

(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 

500 百万円 
（1,000 百万円） 

15 年間 熊本県 

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 
（代表者）青木 次郎 
（所在地）北海道札幌市中央区北1条西2丁目 

2番地 

(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 

1,500 百万円 
（3,000 百万円） 

15 年間 北海道 

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) 
（代表者）中山 敦之 
（所在地）愛媛県松山市南堀端町 1番地 

(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 

1,000 百万円 
（2,000 百万円） 

15 年間 愛媛県 

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) 
（代表者）岩﨑 浩二 
（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 

1,000 百万円 
（2,000 百万円） 

15 年間 愛媛県 
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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（注 2･3） 
（総額） 存続期間 備考 

（サブファンド所在地） 

おおいた農林漁業事業化支援 
ファンド投資事業有限責任組合 

大分ベンチャーキャピタル（株） 
（代表者）阿知波 孝典 
（所在地）大分県大分市中央町二丁目 9番 24 号 

(株)大分銀行：960 百万円 
大分リース(株)：10 百万円 
大分中央保険(株)： 10 百万円 
大分ベンチャーキャピタル(株)：20 百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000 百万円 

1,000 百万円 
（2,000 百万円） 

15 年間 大分県 

ぐるなび 6次産業化パートナーズ 
投資事業有限責任組合 

(株)ぐるなび 6次産業化パートナーズ 
（代表者）飯塚 久夫 
（所在地）東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比

谷ビル 

(株)ぐるなび：499 百万円 
(株)ぐるなび 6次産業化パートナーズ：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 東京都 

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) 
（代表者）水谷 林蔵 
（所在地）静岡県静岡市清水区草薙 1 丁目 13 番

10 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 

250 百万円 
（500 百万円） 

15 年間 静岡県 

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) 
（代表者）須藤 一 
（所在地）新潟県新潟市中央区東大通2 丁目1 番

18 号 

(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 

250 百万円 
（500 百万円） 

15 年間 新潟県 

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) 
（代表者）中上川 友哉 
（所在地）千葉県千葉市中央区千葉港 8-4 

(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 

1,000 百万円 
（2,000 百万円） 

15 年間 千葉県 

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) 
（代表者）山田 泰秀 
（所在地）福島県福島市栄町 6-6 NBF 

ユニックスビル 10F 

(株)東邦銀行：400 百万円 
(株)みずほ銀行：250 百万円 
福島県：200 百万円 
(株)福島銀行：50 百万円 
(株)大東銀行：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 

1,000 百万円 
（2,000 百万円） 

15 年間 福島県 
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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（注 2･3） 
（総額） 存続期間 備考 

（サブファンド所在地） 

みずほ一次産業成長支援 
投資事業有限責任組合等 

みずほキャピタル(株) 
（代表者）川端 雅一 
（所在地）東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 

(株)みずほ銀行及びみずほキャピタル(株)：5,000
百万円（※） 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：5,000 百万円 
 
※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 

5,000 百万円 
（10,000 百万円） 

15 年間 東京都 

 
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) 
（代表者）川端 雅一 
（所在地）東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 

(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 

1,000 百万円 
（2,000 百万円） 

15 年間 

東京都 
（青森県） 
（秋田県） 
（岩手県） 
（山形県） 

 
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
合 

みずほキャピタル(株) 
(代表者) 川端 雅一 
(所在地) 東京都千代田区内幸町一丁目 2番 1号 

(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 

1,000 百万円 
（2,000 百万円） 

15 年間 
東京都 
(栃木県) 

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 
（代表者）中井 努 
（所在地）東京都港区芝大門 2-10-12 KDX 芝大門

ビル 9F 

(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 

500 百万円 
（1,000 百万円） 

15 年間 東京都 

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 
（代表者）古賀 恭介 
（所在地）福岡県福岡市博多区下川端町2番1号 

(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 

1,000 百万円 
（2,000 百万円） 

15 年間 福岡県 

【平成 25 年 5 月 27 日支援決定：2 ファンド】 

東北 6次産業化サポート 
投資事業有限責任組合 

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

(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 

1,000 百万円 
（2,000 百万円） 

15 年間 

東京都 
（青森県） 
（秋田県） 
（岩手県） 
（山形県） 

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 

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

番地 11 

(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 

500 百万円 
（1,000 百万円） 

15 年間 長野県 
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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（注 2･3） 
（総額） 存続期間 備考 

（サブファンド所在地） 

【平成 25 年 6 月 24 日支援決定：1 ファンド】 

十八６次産業化支援 
投資事業有限責任組合 

（株）ドーガン 
(代表者) 森 大介 
(所在地) 福岡県福岡市中央区大名2丁目4番 22

号 

『元気な長崎』応援投資事業有限責任組合（※）：500
百万円 
 
 
 
 
 
 
(株)ドーガン：1百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：501 百万円 

501 百万円 
（1,002 百万円） 

15 年間 
福岡県 

（長崎県） 

【平成 25 年 7 月 29 日支援決定：1 ファンド】 

ＳＭＢＣ６次産業化ファンド投資
事業有限責任組合 

つくばテクノロジーシード（株） 
(代表者) 佐々木 美樹 
(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 

 
 
 

 
 
 
つくばテクノロジーシード(株)：1百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：1,000 百万円 

1,000 百万円 
（2,000 百万円） 

15 年間 東京都 

【平成 25 年 8 月 26 日支援決定：4 ファンド】 

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) 
(代表者) 松下 嘉夫 
(所在地) 和歌山県和歌山市７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 

(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 

百五６次産業化 
投資事業有限責任組合 

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 

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 
（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 

 

※投資事業有限責任組合の概要 
ＧＰ：(株)ドーガン 
ＬＰ（注４）：(株)十八銀行 
出資総額：1,500 百万円 

※投資事業有限責任組合の概要 
ＧＰ：つくばテクノロジーシード（株） 
ＬＰ（注４）：（株）三井住友銀行等 
出資総額：3,000 百万円 
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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（注 2･3） 
（総額） 存続期間 備考 

（サブファンド所在地） 

【平成 25 年 9 月 30 日支援決定：4 ファンド】 

埼玉りそな６次産業化応援 
ファンド投資事業有限責任組合 

日本ベンチャーキャピタル(株) 
(代表者) 奥原 主一 
(所在地) 東京都港区赤坂七丁目 1番 16 号 

(株)埼玉りそな銀行：240 百万円 
日本ベンチャーキャピタル(株)：10 百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：250 百万円 

250 百万円 
（500 百万円） 

15 年間 
東京都 

(埼玉県) 

ちゅうぎんアグリサポート 
ファンド投資事業有限責任組合 

中銀リース(株) 
(代表者) 大川 哲也 
(所在地) 岡山県岡山市北区丸の内一丁目14番 

17号 

(株)中国銀行：249 百万円 
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 

250 百万円 
（500 百万円） 

15 年間 岡山県 

みやぎん６次産業化 
投資事業有限責任組合 

宮銀ベンチャーキャピタル(株) 
(代表者) 原田 正純 
(所在地) 宮崎県宮崎市橘通東四丁目 3番 5号 

(株)宮崎銀行：498 百万円 
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 

500 百万円 
（1,000 百万円） 

15 年間 宮崎県 

トモニ６次産業化サポート 
投資事業有限責任組合 

トモニリース（株） 
(代表者) 山田 安博 
(所在地)香川県高松市亀井町 7番地 1 

(株)香川銀行：124 百万円 
(株)徳島銀行：124 百万円 
(株)徳銀キャピタル：1百万円 
トモニリース(株)：1百万円 
(株)農林漁業成長産業化支援機構：250 百万円 

250 百万円 
（500 百万円） 

15 年間 
香川県 

（徳島県） 

【平成 25 年 10 月 28 日支援決定：2ファンド】 

あわぎん 6次産業化 
投資事業有限責任組合 

阿波銀ビジネスサービス（株） 
(代表者) 鎌元 真澄 
(所在地) 徳島県徳島市西船場町二丁目 24-1 

(株)阿波銀行：490 百万円 
阿波銀ビジネスサービス（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 徳島県 

さぎん 6次産業化 
投資事業有限責任組合第 1号 

（株）佐銀キャピタル＆コンサルティング 
(代表者) 鴨打 裕 
(所在地) 佐賀県佐賀市唐人 2丁目 7番 20 号 

(株)佐賀銀行：245 百万円 
(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 

250 百万円 
（500 百万円） 

15 年間 佐賀県 

【平成 25 年 11 月 25 日支援決定：1ファンド】 

ひょうご６次産業化ファンド 
投資事業有限責任組合 

みなとキャピタル（株） 
(代表者) 庵原 敬吾 
(所在地) 神戸市兵庫区水木通 1丁目 4番 7号 

(株)みなと銀行：480 百万円 
淡陽信用組合：10 百万円 
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 

500 百万円 
（1,000 百万円） 

15 年間 兵庫県 
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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（注 2･3） 
（総額） 存続期間 備考 

（サブファンド所在地） 

【平成 25 年 12 月 20 日支援決定：2ファンド】 

じゅうろく六次産業化ファンド 
投資事業有限責任組合 

十六リース(株) 
(代表者) 村松 肇 
(所在地) 岐阜県岐阜市神田町七丁目 12 番地 

(株)十六銀行：200 百万円 
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 

250 百万円 
（500 百万円） 

15 年間 岐阜県 

 
 
 
 
トマト 6次産業化応援 
投資事業有限責任組合 

トマトリース（株） 
(代表者) 横田 博 
(所在地) 岡山県岡山市北区中山下一丁目 9 番 1

号 
みずほキャピタル（株） 
(代表者) 川端 雅一 
(所在地) 東京都千代田区内幸町一丁目 2番 1号 

日土地内幸町ビル 6F 
サブファンド設立・立ち上げ後当面の間は、 
みずほキャピタル（株）も共同 GP に就任する 

(株)トマト銀行：390 百万円 
(株)みずほ銀行：100 百万円  
トマトリース(株)：5百万円 
みずほキャピタル(株)：5百万円 
(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 岡山県 

【平成 26 年 2 月 24 日支援決定：3 ファンド】 

百十四 6次産業化 
投資事業有限責任組合 

百十四リース（株） 
(代表者) 石川 浩 
(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 

250 百万円 
（500 百万円） 

15 年間 香川県 

あいち・じもと農林漁業成長応援
ファンド投資事業有限責任組合 

（株）名古屋リース 
(代表者) 笠原 洋司 
(所在地) 愛知県名古屋市中区上前津二丁目 4 番

5号名銀上前津ビル 3F 

（株）名古屋銀行：100 百万円 
（株）みずほ銀行：80 百万円 
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 

540 百万円 
（1,080 百万円） 

15 年間 愛知県 

しぎん 6次産業化応援ファンド 
投資事業有限責任組合 

（株）四銀地域経済研究所 
(代表者) 吉村 公孝 
(所在地) 高知県高知市菜園場町 1番 21 号 

（株）四国銀行：390 百万円 
（株）みずほ銀行：100 百万円 
（株）四銀地域経済研究所：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 高知県 

 



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。 

注４：ＬＰ（limited partner、有限責任組合員）とは、投資事業有限責任組合において、組合の債務について出資額を限度に責任を負う組合員のことをいいます。 
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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（注 2･3） 
（総額） 存続期間 備考 

（サブファンド所在地） 

【平成 26 年 3 月 24 日支援決定：2 ファンド】 

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） 
(代表者) 米澤 秀和 
(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 

500 百万円 
（1,000 百万円） 

15 年間 鹿児島県 

ごうぎん農林漁業応援ファンド 
投資事業有限責任組合 

ごうぎんキャピタル（株） 
(代表者) 千家 充伸 
(所在地) 島根県松江市白潟本町 71 番地 

（株）山陰合同銀行：370 百万円 
（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 

500 百万円 
（1,000 百万円） 

15 年間 島根県 

【平成 26 年 4 月 25 日支援決定：1 ファンド】 

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 

テクノロジーシードインキュベーション（株） 
(代表者) 徃西 裕之 
(所在地) 京都市下京区松原通烏丸西入玉津嶋町

316-2 
 
京銀リース・キャピタル（株） 

(代表者) 勝田 純一 
(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 
テクノロジーシードインキュベーション（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 

500 百万円 

（1,000 百万円） 
15 年間 京都府 

【平成 26 年 5 月 26 日支援決定：1 ファンド】 

りゅうぎん 6次産業化ファンド 
投資事業有限責任組合（仮称） 

山田ビジネスコンサルティング（株） 

(代表者) 増田 慶作 
(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 

250 百万円 
（500 百万円） 

15 年間 
東京都 

（沖縄県） 

【合計：43 ファンド】 340.51 億円 
（681.02 億円） 

 

 



本資料の取り扱いに関する注意 

• 本資料は最新の情報に基づいて予告なしに変更される場合があります。 
• 本資料に掲載されている内容の複製・転用などをする際、最新版が必要な方は、 
   下記問合せ先までご連絡ください。 
 
 

【本資料に関する問合せ先】 
 株式会社農林漁業成長産業化支援機構 
 投融資本部 営業部 
 電話番号：０５０－３７９７－０１５４ 
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