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ガイドブックを手にされた皆様へ

4

ガイドブック作成の背景

ガイドブックの位置付け /
ガイドブックの利用方法

ガイドブックの注意事項

この度、ベンチャー起業家の再チャレンジにおける環境を整理することを目的に、再チャレンジを経
験した起業家および金融機関・投資家・支援家等へのヒアリングおよび文献調査等を実施しました
。
本調査によりベンチャー起業家が再チャレンジするために参考となるノウハウや情報が集まりまし
たので、ガイドブックとしてとりまとめました。

本ガイドブックでは、①1社目の起業に挑戦しているものの会社を畳むことを検討している起業家や
、②2社目の起業に再チャレンジしようとされている起業家を対象に、参考となる情報を掲載しまし
た。

会社の畳み方や再チャレンジの仕方については多種多様のため、本ガイドブックの情報が全ての
起業家にあてはまるものではないことをご了承ください。また一部弁護士によるものを除き、専門家
でないインタビュー対象者の個人的な意見を記載したものであるため、法的に正確なものであると
は限りません。具体的な事案については弁護士への相談をお願い致します。
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インタビュー対象者に関して

Seg.1

再チャレンジ起業家

1度起業に挑戦したが事業に失敗し
会社を畳んだ（倒産 / 廃業）あと、

2回目の起業に挑戦している起業家の事

Seg.2

出資/融資機関人材

VC / エンジェル投資家 / 銀行等の
再チャレンジ起業家に対して
出資・融資の経験がある人材

Seg.3

専門人材

会計・財務の観点から
スタートアップ・スモールビジネスの

支援を行う専門人材

再チャレンジの実態を探るために、3つのセグメント計20名へのヒアリングを実施しました
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本ガイドブックの構成

1社目の起業に
挑戦中の方向けパート

2社目の起業に
挑戦しようとしている方

に向けたパート

再チャレンジ時に
活用できる制度

インタビュー議事録

part1 part2 part3 part4

1社目を畳むときの
注意事項や心得に関して

まとめました

2社目の起業のときに
気をつけるべきことや

やっておくべきことをまとめました

数ある制度の中から
特に再チャレンジをするときに

活かしやすい制度をまとめました

再チャレンジ起業家・
出資機関人材・専門家に対する

インタビューの議事録をまとめました

本ガイドブックは合計4つのパートに分類されます

P8-P15 P17-P24 P26-32 P34-P50
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1社目の起業に挑戦中の人向けパート

2
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ノウハウサマリー

1社目を畳む時の７つのノウハウ
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2

3

4
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倒産する前兆に気づくためには、資金繰り・売上・経費の3つに着目すること

経営改善の方法が見つからない場合は、早めに会社を畳むことを検討すること

万が一の場合の破産に備えるために税金の支払い分・労働債権・破産管財人のための費用分は残すこと

会社の畳み方は様々で、どのように畳むのかの経緯にも気をつけること

会社を畳む時には予期せぬトラブルが発生するため、
機縁の範囲内にいる会社を畳んだ経験のある先輩起業家・専門家に頼ること

会社を畳む際は事前にステークホルダーを整理した上で、1社ずつ自社との関係性を整理すること

会社を畳むことについて従業員に事前に丁寧に話すことで従業員の心理的安全性を担保すること
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倒産する前兆に気づくためには、資金繰り・売上・経費の3つに着目すること

起業家は事業推進に集中して、財務についてはCFO等に任せきりにしがちですが、資金繰り・売上・経費の3つは起業家自身が
注目し続ける必要があります。そして違和感を感じたときは、投資家等と相談して早めに戦略を検討する必要があります。

1番は資金繰りと売上、そして経費削減。その3つがうまくいけば会社は潰れないと思う。その3つがダメだと感じたときに経営者はちゃんとそこに向き合えるかだと思います。

ここがポイント！
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現状の現預金をチェックして、今後1-2ヶ月の資金を書き出す。その中で継続するものとカットするものがある。継続するものは毎月絶対出ていくのでそれを6ヶ月並べたときに

今の現預金で大丈夫かどうかを確認します。

専門人材

専門人材

対象者
イメージ

再チャレンジ起業家

キャッシュフローを見ることはBSを見ることなので、それができない起業家はすごく多い。ベンチャー企業のPLって、PLの損益=キャッシュではないんですよ。

1.
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経営改善の方法が見つからない場合は、早めに会社を畳むことを検討すること2.
会社は急には畳めません。費用も期間もかかります。外部環境や複合的理由で経営改善の方法が見つからないのであれば、
早めに会社を畳むことを検討する必要があります。

対象者
イメージ

専門人材

変に財を使い切らないことが大事だと思います。半年前、2-3ヶ月前に判断すべきなんだと思います。そこで流出も止めた方がVCも嬉しいはずですし、できるだけ現預金は残っ

ていた方がいいですよね。

ここがポイント！
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対象者
イメージ

再チャレンジ起業家

最後まで戦う姿勢は人として成功だったなと思うが、金銭面だと失敗だと思います。

対象者
イメージ

出資/融資機関人材

この会社はどう頑張ってもダメだという時には、潔く辞めるべき。次のチャレンジをした方が良いが、そのときにゾンビ企業のようにダラダラ続けるのはお金がどんどんなくなって

いくだけ。
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万が一の場合の破産に備えるために
税金の支払い分・労働債権・破産管財人のための費用分は残すこと3.

破産するには、破産管財人のための費用が最低限必要となります。費用は会社の状況によって違いますが、数百万円かかることもありま
す。また、支払わないといけない税金は、破産しても残りますので、税金の支払い分・労働債権・破産管財人のための費用分は残して破産手続きがで
きるようにしておくことが重要です。

対象者
イメージ

再チャレンジ起業家

僕は従業員の給料が払えなくなったら辞めようと思っていた。破産申請をして管財人に会社が預けられる。そして裁判所から認定された破産管財人が清算をする。僕と会社は

管財人の元に行き、管財人が債権者に平等に残った財産を分配する。1番上は税金で、その次が従業員の賃金。

ここがポイント！

僕は300万円用意しました。破産の総額に比例して弁護士費用がかかるから、先に用意しなければいけない。まずは弁護士費用。そして従業員に払えるかを計算をする。受任

通知が弁護士から債権者に送られると取り立てしてはいけないので、それまでの準備。

対象者
イメージ

再チャレンジ起業家
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破産するための手続きにお金がかかるんですよね。200万円くらいかかったんですよ。負債があったからだと思うんですけど、弁護士に払う報酬や国に収める費用があって、お

金の部分が1番大変でした。あとは、資料を揃えたりするのも大変でした。

対象者
イメージ

再チャレンジ起業家
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会社の畳み方は様々で、どのように畳むのかの経緯にも気をつけること4.
会社を畳む際は精神的に余裕が無くなり、不誠実な対応をとってしまうこともあります。

しかし、どのように会社を畳んだのかの経緯も全て起業家のプロフィールとして投資家等の間で共有されることになります。
再チャレンジを望む起業家であれば注意しなければなりません。

対象者
イメージ

再チャレンジ起業家

明らかにVCの世界はまだまだ狭くて横のつながりが強いので、そこを丁寧に、どういった経緯で会社を畳んだのか説明すべき。いきなり会社を畳むことはほぼなくて、半年前く

らいにはわかる。そこでちゃんと適切で密なコミュニケーションができているかが大事。そこができていない、もしくはそこをおろそかにしているところだと再チャレンジしにくくなる

と思います。

ここがポイント！

大事なのはやめ方ですよね。融資や出資に限らず、取引が終わるときには、普通のビジネスの取引なのでちゃんとやらないとダメですよね。いきなり音信不通になったり、夜逃

げみたいにしていなくなると信用できなくなる。次にお金を調達したりとか融資を受けたりとかっていうときにもその経緯を自分で胸張って話せるかというのも重要です。

対象者
イメージ

再チャレンジ起業家
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畳み方には人格がよく出る。給料未払いで人を切ってしまったりもある。自分が無給でも良いから従業員に給料を配って早めにケアをしながら退社を促すような、もしくはなる

べく事業の関係者には迷惑をかけないようにケアをするようなプロセスを踏んだ人は良い。そういうことは今後の取引で有利に働く。全員から逃げて開き直って畳んだような人

には支援はしない。

対象者
イメージ

出資/融資機関人材
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会社を畳む時には予期せぬトラブルが発生するため、
会社を畳んだ経験のある先輩起業家・専門家に頼ること5.

会社を畳むのは特殊な業務で、初心者には事前に想定できない手続きやトラブルが起きます。

会社を畳んだ経験のあるメンターのような相談相手や弁護士に相談ができることでトラブルへの対策を防ぐことができます。

対象者
イメージ

再チャレンジ起業家

起業をしているとトラブルが起こることは仕方がないとしても、もっとうまく対応ができるはずだったと後から思いました。家も手放して全部なくなったんですけど、そこまでしなくて

もいろいろできたみたいなんですが、全部止まってしまうので。弁護士の問題というよりかは、そういうことをメンターというか受け止めて、ケアできるところが必要なんじゃないか

なと思います。

ここがポイント！
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専門家は人づての紹介のほうが良いと思いますね。ネット上ではありふれた情報しかなく、取扱分野が広いため、倒産にかかる業務を得意としているかが分からないです。弁

護士だと商事・民事・刑事全部絡んでいる人もいて、その人のところに行くのは好ましくないことだと思うんですよ。ネット上のキーワードよりかは実際に良い評判の重なり合う

情報を複数のルートから入手するのが良いと思います。

専門人材

対象者
イメージ

再チャレンジ起業家

畳む際に1番苦労したのは畳み方がわからなかったことですね。それも相談ができなくて。事業継承は多くの情報があるが廃業の相談は表向きで見つけられなく困った。
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会社を畳む際は事前にステークホルダーを整理した上で、1社ずつ自社との関係性を整理すること6.
会社を畳む際に重要なのは「関係者にどれだけ迷惑をかけずに畳めるのか」ということです。
再チャレンジの際に、再度お世話になることもありますので、誠実な対応を心がける必要があります。

対象者
イメージ

再チャレンジ起業家

会社を畳む際は、取引先が全部関係してくる。いかに迷惑をかける相手を少なくするかが重要。

ここがポイント！
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畳むときに皆さんすごいプレッシャーに感じて、負けがあるほど隠そうとか嘘をつこうとか、何もできなくなってお金もなくなって、ある日突然辞めますという人とか、お金を貸して

いる人からすると印象悪いですね。言ってくれればリスケに応じられたりだとか、状況が分かっていればビジネスマッチングできたかもしれないとか。

対象者
イメージ

私に今仕事があるのは前の会社との繋がりがあったからなんです。

会社を畳んで終わりではなく、人間関係や経験はリセットされない。そこは本当に大事にした方が良いですね。

再チャレンジ起業家

出資/融資機関人材
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会社を畳むことについて従業員に事前に丁寧に話すことで従業員の心理的安全性を担保すること7.
会社を畳むことで最も影響を受ける関係者の１つが従業員です。
従業員に対して、事後通告で会社を畳むのではなく、今後の動き方を開示して納得してもらう必要があります。

対象者
イメージ

再チャレンジ起業家

従業員だと、意外とポジティブな意見が多かった。素早い判断をありがとうといった感じ。まあでもやはり声に出していないだけで、困っている人も中にはいると思います。でも、

働かなくても給料は出すから、次の就職への準備や生活保護へのロードマップは示したので、安心感は多少はあったかと。

ここがポイント！
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対象者
イメージ

再チャレンジ起業家

日本では生活に困ることはないということを示して、借金が残る私の方が全然大変だからと。それで割と理解は得られたし、むしろ気を遣ってもらった。やはり、廃業時の従業員

へのケアは大事ですね。



2社目の起業に挑戦しようとしている人向けパート

3
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2社目の起業に挑戦するときにぶつかる壁とそれを乗り越える方法

-再チャレンジの壁①-
1度目の失敗の経験が2回目の挑戦への心理的エネルギーを弱めてしまう

-解決方法1-

2回目の精神的ハードルを超えるには
取り組む事業が本当に自分のやりたいことなのか？

を何度も自問自答し、
腹落ちした状態で進む事が重要

-解決方法2-

1社目で生まれた人の繋がりを切らさず、
積極的に頼ることが重要
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1度目の失敗の経験が2回目の挑戦への心理的エネルギーを弱めてしまう課題 .
会社を畳むのは、財産を失うだけでなく、多大な精神的苦痛も伴います。
一度起業に失敗しているからこそ、様々なリスクに目が行き、挑戦するためのエネルギーが減ることもあります。

資金調達よりも心理的なパワーレスが大きいです。2回目にやる時のパワーが出てこないんです。やっぱり起業するってそれなりのパワーが必要ですね。普通の人が持ってい

る仕事に対するパワーのかけ方と少し違わないと起業ってできないと思うんですよ。全財産かけてやるんで、私も退職金をかけてやりましたから。2回目でそこまでできるかとい

うと、1回目のダメージが相当大きい。

ここがハードル！

2回目なのに（エネルギーが）減ってる人いるんですよね。ちょっとひねちゃってる人とか。自己評価下がってる人とか。2回目であることにすごくこだわってる人とか、引きずっち

ゃってる人ですかね。引きずってたら絶対上手くいかなくて。1回目で失敗してるわけだし、普通にやってちゃ上手くいかないだろうっていう。それを越えるためには、左脳的な問

題で、右脳的なとりあえ大丈夫だろうは謎のエネルギーがないと越えていけないかなと。

対象者
イメージ

出資/融資機関人材

2社目の起業に挑戦するときにぶつかる壁とそれを乗り越える方法

- 1つめの壁

はじめに 1部 2部
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2回目のチャレンジにおける精神的ハードルを超えるには、取り組もうとしている事業が
本当に自分のやりたいことなのか？を腹落ちするまで何度も自問自答すること1.

2回目のチャレンジに挑むのは金銭面だけでなく、精神的にも容易なことではないからこそ、

次に立ち上げる事業は市場機会の観点だけでなく、自分が本気で取り組み続けられる事業なのかを何度も問うことが大事です。

やるのは簡単かもしれなくて、きれいに精算できたからいいが、周りから失敗されたと思うことは精神的につらい。会社をやる意味あるの？と自問自答して自分なりの回答が出

せるかどうか。覚悟を決められるかが重要。

2社目の起業に挑戦するときにぶつかる壁とそれを乗り越える方法

- 解決方法

はじめに 1部 2部

19
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再チャレンジ起業家ガイドブック -Guideline of Restart

1番重要なのは、やっぱり情熱をもつこと。原動力は心なんですよ。折れても打ち勝つだけの夢なりやりたいことの高みを持っていることだと思います。

それをつぶさないように周りがしていくことが大事。

再チャレンジ起業家

ここがポイント！
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1社目のネットワークを切らさず、積極的に頼ること
（そのために1社目から誠実に付き合い続けることが重要）2.

1社目の起業で得られた取引先や顧客のネットワークが、2回目の起業において助けになったと多くの起業家が考えています。
その意味でも、1回目の会社を問題なく畳み、関係者の信用を失わない誠実な関係性を維持することが大切です。

対象者
イメージ

出資/融資機関人材

結節点にいる人たちとのつながりの維持を大事にしないとダメだと思います。もう相手にされなくなると新しいチャレンジも、対象も変わっていくわけですよ。

2社目の起業に挑戦するときにぶつかる壁とそれを乗り越える方法

- 解決方法

はじめに 1部 2部
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私に幸い今仕事があるのは前の会社の繋がりがあったからなんです。会社を畳んで終わりではなく、人間関係や経験はリセットされない。そこは本当に大事にした方が良いで

すね。

再チャレンジ起業家

再チャレンジ起業家ガイドブック -Guideline of Restart

ここがポイント！



はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ白書 -Guideline of Restart

2社目の企業に挑戦するときにぶつかる壁とそれを乗り越える方法
~2つめの壁~

-再チャレンジの壁②-
1度起業に失敗したという経歴が、融資・出資を受けにくくなる要因になっている

-解決方法1-
資金調達の方法は起業のステージによって

選択肢が変わることを把握しておく必要がある

-解決方法2-
再チャレンジ人材が資金調達する際には、

一度目の失敗の原因を明らかにし
2回目の起業に活かせていることが最重要である。

21

再チャレンジ起業家ガイドブック -Guideline of Restart



3部 4部再チャレンジ白書 -Guideline of Restart

1度会社を畳むと再チャレンジの際の資金調達が難しくなる。課題
１社目の起業で融資・出資を受けていると、再チャレンジの際の資金調達のハードルが高くなる可能性があります。
特に再チャレンジの初期の段階では、VC・金融機関ともに資金調達が難しくなります。

再チャレンジ起業家

VCも最初から、前潰してるんだって印象が悪くなって話聞いてもらえないこともありますし、悪い話が広がってしまっていたかもしれないです。

ここがハードル！

2社目の企業に挑戦するときにぶつかる壁とそれを乗り越える方法

- 2つめの壁

はじめに 1部 2部
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再チャレンジ起業家ガイドブック -Guideline of Restart

再チャレンジ起業家

1度借入をしてまだ返せてないので、正直別会社ではあるが、借りにくいだろうなという気持ちはあります。個人的にもまたお金を借りても良いのだろうかと。返せなかった経験

があるので、どうしてもトラウマはある。



3部 4部再チャレンジ白書 -Guideline of Restart

資金調達の方法は起業のステージによって選択肢が変わることを把握しておく必要がある。1.
1番最初の起業のタイミングは「自己資金」「関係者からの融資」「エンジェル投資家」からの資金調達、
ステージが進めば「VCからの出資」「銀行からの融資」が一般的な資金調達の方法となります。自身の起業のステージを把握して、
適切な人材にアピールしていく必要があります。

対象者
イメージ

エンジェル投資家にいきなり会おうというのはなかなか難しい。なんらかのコミュニティに入っていくことをまず頑張れば、誰かの経由で繋がれることはあると思います。オンライ

ン上でのコミュニティ等で自分のやりたいことをアピールしていくと、いつか誰かが繋いでくれるところはある。そういう活動をしていると出会いやすいんじゃないかなと思います

けどね。

2社目の企業に挑戦するときにぶつかる壁とそれを乗り越える方法

- 解決方法

はじめに 1部 2部
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対象者
イメージ

出資/融資機関人材

再チャレンジ起業家ガイドブック -Guideline of Restart

対象者
イメージ

個人的な感覚だと日本は失敗に不寛容という文化はある、それが1つ目ですね。2つ目は、VCの構造的にも日本は銀行系が多い点。アメリカの場合は独立系が多いのだが、日

本は銀行や証券から移動するケースが多いために銀行の文化が必然的に受け継がれやすい。これがアメリカと日本の比較ですね。独立系のVCでは、過去に会社を潰したこと

への評価は低くはない。そのプロセスを客観的に見る。

対象者
イメージ

出資/融資機関人材

ここがポイント！



3部 4部再チャレンジ白書 -Guideline of Restart

再チャレンジ人材が資金調達する際には、
一度目の失敗の原因を明らかにし2回目の起業に活かせていることが重要である。2.

投資家にとって重要なのは、「失敗していないかどうか」ではなく「『どうして失敗したのか？』を突き詰めた上で、その反省を
生かした事業計画を練り上げている」ことです。2回目の起業に挑戦する起業家は、失敗の原因とその生かし方を投資家が
納得のいくかたちで説明できるよう準備をする必要があります。

ここがポイント！

2社目の企業に挑戦するときにぶつかる壁とそれを乗り越える方法

- 解決方法

はじめに 1部 2部
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出資の判断は、失敗を分析できているか。同じ失敗を次こうしていきたいってちゃんと理解できているのかというのと、少なくとも外部の人間から見て確からしいかということ。

起業家のキャリアの中で関心を持つのは、どうそれを始められて、どうしてそれが失敗になったのか。場所がうまくいかなかったとか勢いで始めてみたけどとか、一緒にやって

いた人が袂を分かつ形になってとか。止むを得ない理由。ここの経験がプラスになっている人もいるし、計画書見て、そこが生かされてないなっていう人は、という感じ。

対象者
イメージ

出資/融資機関人材

対象者
イメージ

出資/融資機関人材

再チャレンジ起業家ガイドブック -Guideline of Restart



再チャレンジ起業家の際に利用できる制度集

4
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はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

2社目の起業の際に活かせる制度5選サマリー

26

特定創業支援事業

5.

再挑戦支援資金（再チャレンジ起業家支援融資）1.

経営者保証ガイドライン2.

Tokyo Re.STARTER（令和2年度事業）

3. 小規模事業者持続化補助金

4.

再チャレンジ起業家ガイドブック -Guideline of Restart



再挑戦支援資金（再チャレンジ起業家支援融資）

はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

2社目の起業の際に活かせる制度5選

1.

1.再挑戦支援資金（再チャレンジ起業家支援融資）とは

廃業歴等のある方が、新たに事業を始めるため、
または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金を融資する制度

3.「国民生活事業」と「中小企業事業」の違い

国民生活事業：個人事業主や中小企業が対象（上限7,200万円）
中小企業事業：中堅以上の中小企業が対象（上限7,2億円）

4.窓口

日本政策金融公庫 各支店の窓口
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/05_rechallenge_m.html

概要
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再チャレンジ起業家ガイドブック -Guideline of Restart

2.対象者

新たに開業する方または開業後おおむね7年以内の方で、次の全てに該当する方
1. 廃業歴等を有する個人または廃業歴等を有する経営者が営む法人であること
2. 廃業時の負債が新たな事業に影響を与えない程度に整理される見込みであること
3. 廃業の理由・事情がやむを得ないもの等であること

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/05_rechallenge_m.html


はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

2社目の起業の際に活かせる制度5選

経営者保証ガイドライン2.

1.経営者保証ガイドラインとは

金融庁と中小企業庁の後押しで、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「
経営者保証に関するガイドライン研究会」の検討の成果としてまとめられたもので、融資の際に経営
者保証が不要な条件を明らかにするとともに、早期に事業再生や廃業を決断した場合は経営者に一
定の生活費を残し「華美でない自宅」に住み続けられる可能性などを示したもの。新規融資はもとより
既契約の融資についても、融資条件の見直しや借り換えなどの際に考慮される。（参照：政府広報オ
ンライン）

2.適用対象

ガイドラインは次のすべての条件を満たす保証契約に適用される。
（1）主債務者が中小企業であること。
（2）保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者等であること。
（3）主債務者である中小企業と保証人であるその経営者等が、弁済に誠実で、

債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況等を適切に開示していること。
（4）主債務者と保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと。

3.ガイドラインでできることは？

【新規借入時・既存保証契約見直し時】
経営者保証なしで新規融資を受けることができる可能性あり。

経営者保証の解除ができる可能性あり。
【新規借入時・既存保証契約見直し時】

必要な生計費や自宅を手元に残せる可能性あり
引き続き経営に携わったり、再起を図れる可能性あり。

4.窓口

お近くの商工会や商工会議所、(独)中小企業基盤整備機構の地域本部、取引金融機関
また、商工会や商工会議所、(独)中小企業基盤整備機構の地域本部の相談窓口を通じて、

(独)中小企業基盤整備機構の「専門家派遣制度」が利用可能。
【参考】

政府広報オンライン：https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201503/4.html#section4
全国銀行協会：https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/

事例集：https://www.fsa.go.jp/status/hoshou_jirei.pdf

概要
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https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201503/4.html#section4
https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/
https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/


4.問い合わせ

各商工会地区：全国商工会連合会
商工会議所地区：日本商工会議所

はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

2社目の起業の際に活かせる制度5選

小規模事業者持続化補助金

1.小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者等が、地域の商工会議所または商工会の助言等を受けて
経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の

２/３を補助する制度。

2.小規模事業者持続化補助金をうける条件は？

常時使用する従業員が20人（商業・サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）の場合は5人）以下の
法人・個人事業主の方

3.補助金額はどのくらいなのか？

補助上限額：５０万円
補助率：２／３

概要
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3.



4.窓口

所在の各市町村にお問い合わせください

はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ白書 -Guideline of Restart

2社目の起業の際に活かせる制度5選

特定創業支援事業

1.特定創業支援事業とは？

産業競争力強化法に基づき、国の認定を受けた自治体が定める要件を満たすと、
「特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」が交付され、

会社設立時の登録免許税軽減や創業関連保証枠の拡大などの支援を受けられる。

2.特定創業支援事業をうける条件は？

申請の要件や支援内容は自治体によって異なるため、各自治体のHPをチェック

3.メリット

例：大阪市の場合
（1）株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を設立する際の登録免許税を2分の1軽減
（2）無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が事業開始6ヵ月前から対象
（3）日本政策金融公庫の新創業融資制度の自己資金要件が充足しているものとみなされます
（4）日本政策金融公庫の新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ

概要
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4.



はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

2社目の起業の際に活かせる制度5選

Tokyo Re.STARTER（令和2年度実施事業）

1.Tokyo Re.STARTERとは

過去に起業に関してつまずいた経験を糧に、再度スタートを切ろうとする起業家「リスタート・アントレ
プレナー」(以下、R・Eという。)のためのアクセラレーションプログラムを通して、困難を乗り越え再起を
実現するR・Eの輩出を目指しています。これにより、R・Eが現在困難に直面している起業家にとって
道しるべとなり、ひいては多くの人が持つ起業への不安を払拭し、失敗を恐れず起業に挑戦する機運
を醸成することを目的としています。

2.対象者

(1) 起業に関する失敗経験があり、再度起業することや事業のピボットを目指している、もしくはすでに再起業やピボットをし、
概ね3年以内であること

(2) プログラムや成果報告会等、参加必須のプログラムに出席出来ること（都内会場もしくはインターネット
上での開催）

(3) 都内で事業展開しているもしくはその予定であること
(4) 再挑戦に意欲的であり、最後までプログラムを完遂する意思があること
(5) 応募者及び所属企業が法令等もしくは公序良俗に違反し、又はその恐れがないこと
(6) 応募者及び所属企業が暴力団及び暴力団員等に該当しないこと

3.具体的なプログラム内容は？

STEP. 1 プラットフォーム(2020年7月下旬〜2020年9月上旬)
失敗経験のある先輩起業家からの講演会、参加者同士の座談会、失敗談の共有。
STEP. 2 アクセラレーションプログラム(2020年9月〜2021年3月上旬)
失敗談ダービーで選抜された20者に対し、事業実現に向け集中プログラムを実施。
STEP. 3 ファイナル・コンテスト(2021年3月18日(木) )
投資家や大企業などの審査員へ、練り上げた事業のプレゼンを行う。

4.窓口

リスタート・アントレプレナー支援事業
TOKYO Re：STARTER Project 事務局

https://re-starter.tokyo/

概要（令和2年度の情報です）
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5.

https://re-starter.tokyo/


Interview Log

5

32



再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

今回のインタビュー対象者サマリー

3部 4部はじめに 1部 2部

33

Seg.1 Seg.2 Seg.3

再チャレンジ起業家 出資 / 融資機関人材 専門人材

ライフスタイル系起業家（2回目挑戦中）

コンサルタント系起業家（2回目挑戦中）

メディア系起業家（2回目挑戦中）

インターネット系起業家（2回目挑戦中）

人材系起業家（2回目挑戦中）

飲食系起業家（2回目挑戦中）

飲食系起業家（2回目挑戦中）

Fintech系起業家（2回目挑戦中）

AIシステム開発系起業家（2回目挑戦中）

VC/CVC担当者
VC/CVC担当者

再チャレンジ起業家向けファンド担当者
VC/CVC担当者
VC/CVC担当者
エンジェル投資家

税理士
税理士
弁護士
弁護士

保証協会担当者

今回リサーチにご協力頂いた方のうち19名のインタビューログを抜粋しました。

再チャレンジ起業家ガイドブック -Guideline of Restart



はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

Q.2社目の資金調達での工夫は？
A.VCは村的に狭いので、一人応援してくれる、繋がりが強い方を見つけることですね。僕の場合だと一人
仲のいいエンジェルの投資家がいるんですけど、その方が投資するよと言ってくれて色々と繋げてくれた
んですよ。一個一個手当り次第に行っていたら多分無理だろうなとは思っていて、紹介紹介で信用を積み
あげていくみたいなことが良かったんではないかなと思いますね。

Q.2社目のときの精神的なハードルはありましたか？
A.2社目を作ることに関しては、ハードルは感じてなくて、むしろ潰すか潰さないかの判断がメンタル的に
はきつかったです。ゼロにしてもいいけど負債者に迷惑がかかるので、判断を迫られているような感じでし
た。でもそれを決定してしまえばあとはやるだけだなと思っていたので、マインド的には前向きでした。

Q.2社目の起業に活きている経験はありますか？
A.ビジネス的なところで言うと、金銭周りのやりとりは上手くなりました。どれくらいキャッシュを押さえてお
くべきか、入ってくるものの計算をしたりとか、どれくらいの予算を残して次の資金調達をしないといけない
のかなどのお金周りの話はちゃんとやるようになりました。あとは、誰を採用するのかちゃんと考えるよう
になって、僕の場合だと、その人自身がやりたいことと会社がやりたいことがあっているかどうか、ベクト
ルを合わせるようにしていて。個人が行きたいところと会社が行きたいところが一緒だと、色々言っても、
同じ方向を向いているのでなんだかんだ進むんですよね。どんな優秀な人でも個人のベクトルと会社のベ
クトルが違うと反発して進まないので、ここの根本的な部分のベクトル調整をやるようになりましたね。あと
はアプリビジネスをやっているので単純なテクニック的な話ですけど、マーケティングだと、いくらでダウン
ロードしてもらって、いくら売上が上がるのか、というマーケティング、費用対効果を合わせるというところ
をちゃんとやるようになりましたね。

Q.2回目の起業でいちばん重要なことはなんですか？
A.1番大事なのは覚悟ですね。覚悟でしかないですね。経験値があるとはいえ、2社目はまた別で作ること
で、また違う大変さを背負った状態でのスタートになるので。僕の場合、ホームレスやりながら事業の準備
を進めていたが、ホームレスをやってでも起業したいと思えるかの覚悟が重要です。

リサーチセグメント：再チャレンジ起業家（出資機関人材/ 専門人材）
簡単な経歴：検索サービスを立ち上げた後、2年で破産処理。その後事業領域をピボッ
トして再起業に取り組む

分業体制下でも資金繰りに関する情報は共有し続けること！

● POINT

（抜粋）共同創業という形で会社をスタートさせていて、もう一人が投資家周りを中心にやっていて彼に任せていたのですが、今だ
ったらここのコミュニケーションをブラックボックス化させずに、自分もそこに入っていっている。常に情報が三者間で共有されてい
ることが重要だった。元々破産させる状況を防ぐことが大切だと思うので、僕たちの場合は抱え込みすぎて破産させてしまうという
パターンだったのかなと思った。

1回目の起業の挑戦のときに獲得したネットワークを活用することが
再チャレンジ起業家の勝ち筋！

● POINT

（抜粋）VCは村的に狭いので、一人応援してくれる、繋がりが強い方を見つけることが重要。僕の場合だと一人仲のいいエンジェル
の投資家がいるんですけど、その方が投資するよと言ってくれて色々と繋げてくれたんですよ。一個一個手当り次第に行っていた
ら多分無理だろうなとは思っていて、紹介紹介で信用を積みあげていくみたいなことが良かったんではないかなと思いますね。
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Q.2社目の起業の際の資金面はどこから調達した？
A.銀行からお金が借りられないので、親族から借りて資本金集めましたね。あとの資金調達は営業キャッ
シュフローで増やすしかない。1社目は上場を目指していたのでエクイティがあったが、破産してそこまで
のパワーがないスモールカンパニーでは一般的なエッジの効いた資金調達は難しい。非常にスピードは
遅くなる。でも世の中の考え方も変わってきて、今は設備投資でオフィスが要らないとかは本当にすごい
変化。オンラインでコストが掛からないとかも凄い。面談がオンラインでできるようになった。普通の企業も
オンライン面接は普通になってきて、リアルな場所無しでできることが増えた面は大きい。

Q.2社目の起業の精神的なハードルはありましたか？
A.あると思います。だが、だんだんと時間軸で解決することもある。やはり倒産したりすると、周りから悪く
見られることもありますし、そういう人は少なからずいた。そこに対して自分がどう考えていくのかは大事。
僕の場合はオープンにしていった。むしろそれをバネにしたいと。過去のことは戻せないし、将来に活かす
か、リカバリーするしかできないので。取り立てが来たり、苦しいがメンタル的な成長はできるとは思う。そ
こは自己破産の価値。別に自己破産は犯罪ではないし、新しくスタートラインに立てるということ。大変な
のは確かだが、人として成長は絶対にできる。

Q.2社目の起業に活きている経験はありますか？
A.絶対ありますね。自己破産は2つあって、法人破産と個人破産がある。それぞれ処理の時期が変わって
きて、僕は先に個人の方が終わった。同時には終わらない。法人は当然処理が終わったら消滅して、個
人はなくならない。なので僕がやっていた会社としてのノウハウはなくなるが、個人のノウハウや人脈は残
る。絶対に無駄にならない。例えば契約書をよく読むこともそうだし、法務や会計処理とかの重要性は思
い知りましたね。あとは人間の心理とか、潰れる会社が見分けられるようにはなった。それらのノウハウは
役に立ったし、再起には資金面以外でたくさんのプラスがあった。ただ現実、再起に成功する人は多くな
いし、迷惑かけたりストレス面に不安を抱える人は多いと思う。だが、僕は悲惨な目にあったが、腹を括っ
てやるべきことはやるというマインドでやった。だから過去のノウハウは絶対に無駄になることはないと思
いますし、活かしていくべきですね。

リサーチセグメント：再チャレンジ起業家
簡単な経歴：飲食店を立ち上げた後、3～4年で破産処理。一度就職した後、事業領域
をピボットし再起業に取り組む

撤退基準を設定し、必要資金が調達できない状況を事前に防ぐこと！

● POINT

（抜粋）僕は従業員の給料が払えなくなったら辞めようと思っていた。決断できない人が多いけど、僕は従業員で決めていた。破産
申請をして管財人に会社が預けられる。そして裁判所から認定された破産管財人が清算をする。僕と会社は管財人の元に行き、
管財人が債権者に平等に残った財産を分配する。1番上は税金で、その次が従業員の賃金。②破産の総額に比例して弁護士費用
がかかるから、先にここ用意しなければいけない。まずは弁護士費用。そして従業員に払えるかを計算をする。受任通知が弁護士
から債権者に送られると取り立てしてはいけないので、それまでの準備。

破産手続き時の精神的な負担は破産管財人とのやりとりで生まれる
場合が多い。

● POINT

（抜粋）管財人となる弁護士によって対応は大きく変わる。淡々と手続きをする管財人もいれば、少しでも現金化できるものはない
かと徹底的に調査をされる管財人もいる。後者となると、管財人とのやりとりで疲弊する。
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Q.1社目の学びから工夫するようになった点はありますか？
A.それはめちゃくちゃありますね。1番初めにやったことは全員の契約を業務委託にしたってことですね。
初めの2年間は。雇用してしまうと責任がめちゃくちゃあるし、クビにできないし、大変なので、みんな業務
委託契約でパフォーマンス出す人はそのまま残していくみたいな感じですね。あとは、1社目のときはこれ
が大きくなったら何が必要かわからず作った事業だったんですよね。だから今から考えて1社目に戻れば
、これがでかくなったら自社でできないっていうのがわかるんですよね。個人情報の専門家でもないし、病
院を信頼させるだけのブランドを作らないといけないしとかで考えたら、こんなのはもう1個の会社では手
に負えないっていう状況だったので。それをもうちょっと初めにどこかの会社と一緒にやっていくとかそこま
でのレベルやるかっていうのをちゃんと振り返れば、初めからそれをやらずにそのメーカーのどこかの企
業に持っていったかもしれないなっていう気はしますね。

Q.2社目の起業においてハードルはありましたか？
A.ハードルはないです。よく世の中で1回目を超えることをしないとっていうのがプレッシャーだったという
人がいたりもしますけど、それは目指してることなので。むしろいろんな人より経験があるので、初めにこ
こからここまではこういうことを気をつけなきゃなみたいなことをわかってるのはめちゃめちゃ有利だなとい
うふうに思います。ただ、1回目のあれどうしよう、これどうしよう、と手探りで1個ずつやってるのが楽しい
、みたいなのは減るかなっていうのはありますね。

Q.2社目の起業をこれから考えているリスタート人材に向けてアドバイスをお願いします。
A.例えるなら、1回目すごく性格のいい相手を選んだけどやっぱりお金だと思ったから次はお金だけで彼
氏を選ぶ人っていると思うんですよね。そしたら、お金だけで選んだらもっと自分には合わない彼氏を探し
てしまってることがあるわけですよ。前の自分の失敗を解決するためだけに事業を考えることがあったりも
するんですね。そもそも自分が幸せになるにはどうなのかっていうのを考えれてなかったりするので。前回
to Bサービスやったけどうまくいかなかったからto Cサービスをやるとか、初めに急成長させなかったか
らまずは広告かけてでも急成長させることを第一にやらなきゃとか発想が前回と逆っていうのが起きやす
いなっていう感じはあるんですけど、別に逆を打つ必要はないんですよね。あまりにも前回の体験の失敗
が自分の意識の中で強すぎてそれの反対だけやるっていう形になるとうまくいかないと思いますね。

リサーチセグメント：再チャレンジ起業家
簡単な経歴：医療系サービスとコンサルタント事業を立ち上げた後、医療系のサービス
を譲渡。コンサルタント事業を推進しつつ、再起業に取り組む

事業を運営する中でキャッシュフローへの違和感を少しでも感じたら
放置せずにリスク対応すること！

● POINT

（抜粋）これだけいいサービスなのに自分たちにPR機能もないからちゃんと世の中に出せないとか、営業マンいないしみたいな話
になってきて。人もいない、スキルもない、かといってそこまでやったときに本当にペイするのか、結構安い価格設定でやってしまっ
ていて。

1社目の失敗を内省し2回目の起業に繋げること！

● POINT

（抜粋）（再チャレンジのときの創業メンバーは）僕が社長をすることは決まっていたので、確実にイエスマンであるということ、意見
が割れないっていう人にしましたね。創業者は揉めまくるので。腕っ節が強くてお互い起業したいみたいな人たちでやるところも多
いんですけど、そうすると絶対ぶつかるなと思ったので、僕を主導にできる人でそれに合わせられる人。こうしたいああしたいが強く
ないけど、しっかり作りたいとかそういう方はあるっていう人にしましたね。
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Q.2社目のときの精神的なハードルはありましたか？
A.資金調達が1番大変ですと書きましたが、よく考えてみると資金調達じゃないですね。それよりも心理的
なパワーレスが大きいです。2回目にやる時のパワーが出てこないんです。やっぱり起業するってそれな
りのパワーが必要ですね。全財産かけてやるんで、私も退職金をかけてやりましたから。なかなかその心
のダメージがある時にいきなりは走れないし。経験となってプラスと言われたんですけど、日本においては
そんなことは全くないですね。それでもなぜやっているのかと言うと、もともと技術ベースですから。自分の
技術ベースで世界と戦えると思ってるんです。夢があるというか、歳をとってもまだやれるはずだと。やっ
ぱり起業する人って他の人よりも新しいことをしたいっていう気持ちがあると思うんですよね。それは夢が
あったり目標があるからなので、それは消えないですよ。それがなくなってしまっても、その気持ちを切っ
てしまったらサラリーマンに、この歳だから難しいけどそれなりにお話もあって。サラリーマンになってしま
う道は生きた証が残せないというかなんというか。ネガティブよりもポジティブに目標を実現したいという気
持ちが勝っているので、もがきながらもやっていきたい。

Q.2回目の起業を成功させるために1番重要なことは何ですか？
A.セカンドチャレンジって2種類あると思うんですね。1つはチャレンジの時に何かしらの知識やネットワー
ク、財産を使ってセカンドチャレンジされる場合ですね。あとファーストチャレンジをやる意欲がある人がも
う1回やって成功するっていうタイプもあると思うんですけど、僕は後者はよくわからないですね。0からスタ
ートなんですよね。たとえ失敗したとはいえ、お客さんも頑張れよって期待してくれる人がいたり、未だに
大手さんから問い合わせを受けたりするんですけど。資金面での人脈であったりとか、声かけていただい
たり。特異な例ではなくて、スタートの時点でそれなりの財産を持っている方達ですね。だからそれをどう
使いこなすか。セカンドチャレンジするっていうことはまだ意欲があるっていうことです。2つ目はファースト
チャレンジで培ったアセットを持っているわけです、知的財産も含めて。そういうものを活かしていくと、起
業の成功確率は上がるはずなんです。自分の世界ですから事業分野のダイナミズムの結節点にいる人
たちとのつながりの維持を大事にしないとダメだと。もう相手にされなくなると新しいチャレンジも、対象も
変わっていくわけですよ。取り組む分野の将来に関して議論ができる人との結節点を持っていないとダメ
なんですよ。非常に重要ですね。あとは、足元のところでこういう状況でもやるぞっていうのをわかってくだ
さるような人たちとの群れとも繋がらないと。そういう方と話しているとお客さんを探してきてくださるんです
。1番重要なのは、やっぱり情熱をもつこと。原動力は心なんですよ。折れても打ち勝つだけの夢なりやり
たいことの高みを持っていることだと思います。それをつぶさないように周りがしていくことが大事。

リサーチセグメント：再チャレンジ起業家
簡単な経歴：材料メーカーを立ち上げた後、14年で法的整理。その後、１社目の知的
財産の譲渡を受け再起業に取り組む。

会社を畳んだ経験のある先輩再チャレンジ起業家人材のような人材にいつで
も相談できる環境を構築すること！

● POINT

（抜粋）起業をしているとトラブルが起こることは仕方がないとしても、もっとうまく対応ができるはずだったと後から思いました。家も
手放して全部なくなったんですけど、そこまでしなくてもいろいろできたみたいなんですが、全部止まってしまうので。弁護士の問題
というよりかは、そういうことをメンターというか受け止めて、ケアできるところが必要なんじゃないかなと思います。

1回目の起業の挑戦のときに獲得したアセットを活用することが重要！

● POINT

（抜粋）たとえ失敗したとはいえ、お客さんも頑張れよって期待してくれる人がいたり、未だに大手さんから問い合わせを受けたりす
るんですけど。資金面での人脈であったりとか、声かけていただいたり。特異な例ではなくて、スタートの時点でそれなりの財産を
持っている方達ですね。だからそれをどう使いこなすか。セカンドチャレンジするっていうことはまだ意欲があるっていうことです。
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Q.2社目の資金調達での工夫は？
A.僕はコンサルでいこうと思ったんです。どっかの会社の顧問にまずなろうと思った。そしたらたまたま顧
問になって欲しいっていう声がかかったんです、結構な条件で。1年半でそれを受けて、そこで会社作って
たら実績が立って、2年くらいやっていると商工会議所のマル経融資でお金が借りれるようになる。200万
くらいまでだと無担保で保証人なく融資してくれるようになるんです。先日融資を受けて、それで今やって
います。勤め人ではないけど顧問という形で定期収入を得て、週2、3で顧問に入っていた。そこ経由でくる
案件もあります。会社は自宅。この20年で1番平和な2年間です。その間に前の会社を全部きれいにしま
した。休眠会社にして、ちゃんと届けてやっています。保証協会に借金引き取ってもらって、借金も少しず
つ返した。

Q.2社目のときの精神的なハードルはありましたか？
A.精神的なハードルはなかったですね。生きていかなきゃいけないから。制度は自分で調べればいいの
で。重要なのはなんでうまくいかなかったのか。僕の場合は全部自分でやってしまったこと。そこで社員を
雇うのをやめて1人でやればいいと思った、自分でできる範囲でやればいいと。前回の失敗はわかってい
たので、要は一人でやればいいということでコンサルティングを中心にしている。それと、どれだけ稼がな
ければいけないか。今いくらあるのか。月にいくら必要で、それをどうやって稼ぐのか、自分でやるビジネ
スの方程式を作る。その方程式をひたすら作っていきましたね。手元の資金なしでも作れる。

Q.後輩の起業家にアドバイスをするとしたらどんなお声がけをされますか？
A.畳み方は1つじゃないということ。華々しく特攻するのではなくて、従業員、パートさん、取引先が全部関
係してくる。みんなこの会社はいつかは飛ぶかもしれないって思っているわけで。だから、いかに迷惑かけ
る相手を少なくするかですよね。

リサーチセグメント：再チャレンジ起業家
簡単な経歴：物流会社を立ち上げた後、約10年後に整理。その後インターネット事業・
コンサルタント事業を興し、再起業に取り組む

1社目を畳む際は各ステークホルダーとの関係性を整理した上で、リスクを負
ってしまう取引先をできる限り減らすこと！

● POINT

（抜粋）畳み方は一つじゃないということ。勢いに任せて畳むのではなく、取引先が全部関係してくる。いかに迷惑かける相手を少な
くするか。

融資機関に対しては財務観点で事業を語り、VCに対しては事業リスクや
できないことまで正直に情報開示すること！。

● POINT

（抜粋）VCは100に一つも成功すればいいかと考えているので、事業リスクをちゃんと話せるかどうか②自分がここはできるがここ
ができないかを伝えることが重要、銀行は財務諸表しか見れない。
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Q.2社目の起業を成功させるのに1番重要だと思う所は？
A.いくつかあると思うんですけど、事業をちゃんと回る状態にすることと組織がちゃんと機能する状態にす
るという二つの両輪を回すのが大事。事業で言うと、頑張れば売上が積まれていくビジネスモデルなのか
どうか検証せずにスタートしちゃう問題は結構あると思うんです。お金を本当に払ってくれるほどでかい課
題に取り組んでいるのかどうかということを把握して、実行すれば売上が入ってくるという状態を、まずは
小さくても良いので検証した上でスケールしていくべきだというのが事業の話です。組織で言うと、トップダ
ウンなのかボトムアップなのかっていう違いはあると思うんですけど、それぞれが事業を拡大していく上で
どういう役割でどういう努力をすれば成果になって返ってきて、気持ちよく働けるのかという事業構造と組
織構造がフィットした形でスケールしていける状態をまず作れるかどうか、が重要かなと思っています。そ
この経験がある人ない人でかなり差がある気がします。

Q.事業をピボットするタイミングで1番苦労されたことは？
A.最初はどの事業領域をトライしようかというマーケットの発見ができなくて。当時はアメリカのうまくいっ
ている事業を上からざっと一覧で調べて、「日本にこれある・ない」「これ自分が興味湧く・湧かない」みた
いなシートを作って、一個ずつ上から眺めていったりもしましたね。その中に、スマートHRの廉価版のよう
なサービスがあって、それをやろう！ってやったりだとかいろいろしたんですけど、あまり興味が湧かなか
った。というところで、仲間集めっていう今までの領域に近い部分を、アメリカでの事例と日本で僕が直面
した課題から掛け合わせてやっていこうとなったのが、ピボットの経緯でした。

Q.再チャレンジ起業家起業家にどんなアドバイスをしますか？
A.再度立ち上げる場合とピボットさせる場合でやることは基本変わらないと思うんですけど、ピボットしてと
いう人の場合ですと、1回目の事業でなぜうまくいかなかったのかという理由を自分視点と客観視点での
振り返りはちゃんとした方が良いなと思う。数打ちやればいつか当たるだろうっていうのは間違ってはいな
いんですけど、結構同じ失敗を繰り返すことはあると思う。そこをしないようにしていくというのは2回目以
降の人の場合にはあるのかなと思います。それが一つ目。もう一つはピボットをした経験は、経験値として
プラスだと思っていて、そこを開き直って伝えられると良い。「自分は経営者として経験がある」と発信して
いけるくらい開き直れると良いよ、と。

リサーチセグメント：再チャレンジ起業家
簡単な経歴：人材系サービスを立ち上げた後、一度事業をストップ。その後事業領域を
ピボットして再起業に取り組む

経営状況がいかなる場合でも、VCなどのアドバイザーとは音信不通にせず
にコミュニケーションをとり続けることが重要。

● POINT

（抜粋）基本的に、起業家の人ってプライド高いですし、うまくいっていないことを株主に報告したくないと思うんです。うまくいかない
期間が長引いたりだとか、株主が詰めてくるとかそういう感じだったら音信不通になる人はいそうですよね。それをしないのがポイ
ントのような気はします。
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一度起業したことに自信を持つこと！

● POINT

（抜粋）ピボットをした経験は、経験値としてプラスだと思っていて、そこを開き直って伝えられると良い。「自分は経営者として経験
がある」と発信していけるくらい開き直れると良いよ、と。



はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

Q.会社を畳むことに関して、成功の要因は何？
A.やはり誠実に向き合うことですね、結構逃げちゃうと思います、弁護士に任せるとか。それがダメで、正
直にできないことは伝えないといけない。まずは従業員と取引先を大事にしようと。次に銀行で、最後に自
分という位置付け。自分には何も残らなくても良いから、とにかく周りには迷惑をかけないというスタンスで
動いていたら割と上手くいきました。

Q.誠実でいられる秘訣は？
A.私が今まで経営をしてきた中で、沢山失敗したことですね。例えば従業員に対してザ・社長みたいな態
度を取っていたり、自分の店舗展開が順調すぎて天狗になって4店舗目コケたり、そういう失敗経験から
謙虚さを学んだ。他にも周りの環境、経営者から教わったりですね。

Q.会社を畳まれた経験は活きているか？
A.規模が違うのでなんとも言いづらいが、いつでも小さくなれるようにしようとは思うようになりましたね。
飲食店は畳むコストが凄く大きいので、ある意味社員を抱えることが小さくなれない要因になる。そこら辺
は今後上手くやっていかないとなと。現状社員は1人抱えても良いかなとは思うが、極力外注に依頼する
ことで管理コストはかかるが、いつでも小さくできる、変えられるという体制にはしていきたい。

Q.1社目を畳んだ際に、その後のことはどのように考えていたか？
A.やはり1番は仕事を見つけることで、周囲のエンジニアは既存の取引先から仕事をもらったと聞いた。そ
ういうやり方があるのかと。この先真っ暗と思っていたが、案外次の仕事があって、理解してくれる人はい
て、倒産したが明るく生きてる訳で。その事例を生で見れたのは大きいかったし、実際に自分に当てはめ
て考えられた。やはり経験者の先輩がいるのは本当に心強いですね。

Q.2社目の起業を考えている人にアドバイスをするとしたら？
A.難しいですね、私自身2社目がまだ上手くいっている訳ではないのでアドバイスする立場でもないのです
が。まあ、経験から言うと、私に幸い今仕事があるのは前の会社の繋がりがあったから。会社を畳んで終
わりではなく、人間関係や経験はリセットされない。そこは本当に大事にした方が良いですね。
。

リサーチセグメント：再チャレンジ起業家
簡単な経歴：IT系事業を立ち上げた後、事業領域を飲食へ転換。COVID-19を機に飲
食業を畳み、コンサルタント事業にピボットし再起業に取り組む

解雇後のロードマップ（失業保険 / ハローワーク / 就職先の斡旋）も示した事業を畳
むまでのロードマップを従業員に示すことで従業員の心理的安全性を担保す
ること！

● POINT

（抜粋）従業員からは、意外とポジティブな意見が多かった。素早い判断をありがとうといった感じ。まあでもやはり声に出していな
いだけで、困っている人も中にはいると思います。でも、解雇まで働かなくても給料は出すから、次の就職への準備や生活保護へ
のロードマップは示したので、安心感は多少はあったかと。周りが自粛している中で飲食店だけ出勤することに不安をもっていたの
で、やはりそこへの感謝はあった。

経営者保証ガイドラインの活用方法までサポートしてくれる専門家を
探すこと！

● POINT

（抜粋）（経営者保証ガイドラインは）使い方がわからないと思いますね。存在は知っていても、実際の使い方はなかなかわからな
いので。私の場合は弁護士さんがいたから一緒にロードマップを作ってもらえたが一般的な廃業支援窓口の人では難しいと思う。
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はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

Q.1社目はどのように畳まれましたか？
A.僕らの場合、幸か不幸か間接金融がなかった。間接金融があったら尚更だが、一対一で向き合って誠
心誠意、今起こっていることを話すこと。理解してくれるくれないは相手のことなのでここは僕はどうでもい
いと思っています。ただ、実際に1対1で面と向かって「実はこうです、こうなりましたこれからはこうします」
って伝えるのを逃げないのは大事ですよね、人として。これが疎かになると後に繋がらなくなるし、おそらく
もう1回のスタートも切れなくなります。

Q.後に繋がらないとは具体的にはどのように繋がらなくなってしまう？
A.ここで1番大事なものって信用じゃないですか。僕はもう1回リスタートすることはどんどんやるべきだと
思うし、そんなマーケットを提供できないと、この国が上手く発展していかないと思う。そこをやっていく中
で逃げていってどこかでもう一回チャレンジしてる人は絶対にいないんですよ。やはり逃げるのはダメなん
ですよ。一度、説明しにちゃんと面と向かって行って話はつけたとなれば、自分の中で未練がなくなるじゃ
ないですか。努力してできる・自分がやればできることをやらずにしていると人からの見え方が悪くなるの
で、失敗しないと思っても基本失敗する。

Q.2社目を立ち上げたときにハードルになった部分や足枷はなかった？
A.ありますけど1社目は金融機関からお金を借りてないので、そこは大きいです。ハードルになった部分が
そんなにあるとは思わないけど、2つ目を起業するのであれば年齢で言うと50目前だったので、ここから
10年がっつり仕事をする体力と精神力が僕にはあるのかっていうところじゃないですかね。

Q.1社目を畳んで2社目を立ち上げようとする人にアドバイスすると？
A.アドバイスもそうですけど、失敗の原因分析をちゃんとしようということだと思うんですね。自分のことを
ちゃんと理解しているの？ということ。好き/嫌い、やりたい/やりたくないの前にできる/できないって大事
。期待しているからという人たちに対しては失敗は全く問題ない。僕個人的には問題ないけど社会的には
個人破産すると難しくなってしまうので、どうにか個人破産しない形で畳むことが大事。僕が言ったような
ことが整理できていて、今度はしっかり資金的な物を考えた上で自分がやれるところ・得意なところで起業
したいっていうんだったらそれは応援すると思います。

リサーチセグメント：再チャレンジ起業家
簡単な経歴：日本の伝統文化を国内外に発信する事業を展開後、後進に譲渡。その
後は自身の得意領域であるファイナンス・マネジメント会社を立ち上げる

会社を畳む際は、関係者に対して現状を全てを誠実に伝えること！

● POINT

（抜粋）ただ、実際に1対1で面と向かって「実はこうです、こうなりましたこれからはこうします」って伝えるのを逃げないのは大事で
すよね、人として。これが疎かになると後に繋がらなくなるし、おそらくもう1回のスタートも切れなくなります

1社目の失敗を内省し2回目の起業に繋げること！

● POINT

（抜粋）失敗の原因分析をちゃんとしようということだと思うんですね。さっきから言っている自分の素行のことちゃんと理解している
の？ということ。好き/嫌い、やりたい/やりたくないの前にできる/できないって大事。
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はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

Q.1社目の失敗を活かした部分はありますか？
A.2社目は1社目に起業したメンバーともう一回やろうということになっていて。2人ではなく、外部メンバー
を増やしたというのが1つのポイントで、カリフォルニアに1人いて、彼がUSでできた販路を日本に落として
くれて、そこを起点に我々が動けています。外部リソースを上手く使えて、彼らともう1人テックに詳しい人
材がいるので、テックの部分でディスカッションしながら僕はビジネスサイドに注力できているので、そうい
う意味でうまく会話はできている。要は外部リソースを上手く入れた。もう1つは、VCに頼りまくっています
。やりたいことも彼らと話していて明確化してきましたし、VCにガンガンいこうぜってプレゼンして、プレシ
ードのお金を入れてもらってる段階です。今はシード期で資金調達をしているところです。

Q.VCを使う魅力はなんですか？
A.まずはお金ですね。投資して頂いているので資金に余裕があります。自分達も投資をしてもらったこと
で人を入れるか物を入れるかとか判断して、中長期計画が描きやすくなりました。VC主催のというプログ
ラムに入っているんですけど、プログラムに入っているが故に、いちいちプレゼンして周りにあーだこーだ
言われてやらなければいけないとか、上手く仕事できなかったら資金調達やめるぞと言われたり、そうな
らないようにやっているが、ある意味デメリットですね。そこに則って今はやっている形なので。

Q.2社目を立ち上げるときに精神的なハードルはありましたか？
A.ありました。1社目は清算は簡単だとは思っていたものの、会社を立ち上げて閉じるというのは、銀行に
迷惑はかけてなかったけれど、精神的に来るものはありましたし、しんどかったです。もう一回、二の舞に
なる可能性があるところに足を突っ込むのかという心配はありました。やりたいこととか一緒に会話してい
た世界観とか、こういう世の中になったら良いよねって思ったのが2016年で、じゃあ今と変わったのかとい
うとあまり変わっていなかったので「もうやるか」と。ただ、二人でやるとまた失敗するので外部で人材を入
れてやりました。

リサーチセグメント：再チャレンジ起業家
簡単な経歴：外資系某コンサルティングファームに所属。その後システム開発の会社
を共同創業者の自己資金で立ち上げ。２年で事業を畳んだ後、AIベンチャーの共同立
ち上げに参画

金融機関はVCとは異なり、お金の用途について言及してくることがないので
、融資によるお金はある意味自由に使えるお金！

● POINT

（抜粋）（社外取締役で入っている会社）はデッド積んでて、債務超過になるギリギリまでデッド入れている。これは社長の方針で、
金融機関は入れても色がつかないし、とやかく言ってこないからという理由。

事業開始からフェーズ毎で課題が変わるため、財務や法務の専門家を顧問契
約ではなくスポットで相談する体制を整えることが重要。

● POINT

（抜粋）外部リソースを上手く使えて、彼らともう1人テックに詳しい人材がいるので、テックの部分でディスカッションしながら僕はビ
ジネスサイドに注力できているので、そういう意味でうまく会話はできている。
（抜粋）1社目は誰に当てようかと思って客に直接当てるしかなかったり、周りのつながりとか簡単に相談できる相手、コミュニティが
いれば良かった。二人でうーんて考えているのがしんどかった。
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はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

Q.1度起業に失敗されて、再チャレンジしようとされている方への出資事例はどの程度あるか？
A.何件か経験があります。ただ、今のVCと僕は少し世代が違うからかわからないですが、色々な先人た
ちから教わった見極め方があって、それは今も基本は変わらないと思う。不動産だったら、ロケーション、
立地で投資をするが、VCの場合は人で投資をする。アメリカの場合はビジネスモデルと経歴、そこの失敗
は必ずしも重要にはならない。日本の場合は少しカルチャーが違うから、やはり1度会社を破綻させている
人は要注意となってしまうこともあります。ただ本当に要注意かどうかはその前のスタートアップを破綻さ
せるに至ったプロセスで判断します。もちろん1度潰している人は日本では明らかに不利だが、そのストー
リーに納得できる、その人なりの最後までやりきったプロセスがある、今回手がける事業がその延長線上
にしっかりとある人は投資できることもある。以前の経験があったからこその気づきがあって、これからの
ビジネスでそれを繋げるというストーリーには説得力があるので前向きに検討ができる。
2回目の起業のときには、1社目の畳み方と人格、ビジネスモデルが良いなと思えば投資できますね。最
後までしっかりとクローズした上で、今のビジネスモデルに繋がるストーリーがあるかどうか。違う業種でも
前の倒産から得たものは活きることが多いので、そこの気づきが大事だと思います。

Q.1社目の失敗時の畳み方とそこからの学びが大事ですか？
A.そうですね。その畳み方には人格がよく出る。給料未払いで人を切ってしまったりもある。自分が無給で
も良いから従業員に給料を配って早めにケアをしながら退社を促すような、もしくはなるべく事業の関係者
には迷惑をかけないようにケアをするようなプロセスを踏んだ人は良い。そういうことは今後の取引で有
利に働く。全員から逃げて開き直って畳んだような人には支援はしない。倒産の原因とそのプロセスが大
事で、ネガティブなものだとその人は一生信用されないかもしれません。

Q.出資側の視点から、投資判断をするタイミングで再チャレンジ人材の強みは何か？
A.胆力が鍛えられているかもしれないというところ。あとは、1社目の失敗からこれをやったら失敗するとい
うのをわかっている。その業界が同じ業界ならば業界にも精通している。これが強みかなと思います。

リサーチセグメント：出資 / 融資機関人材
簡単な経歴：再チャレンジ起業家への出資だけではなく、ハンズオンの支援を実施して
いる

ビジネスモデルやサービスの強みだけではなく、1社目の畳み方の正当性や
起業家の人間性をVCは統合的に判断する！

● POINT

（抜粋）2回目の起業のときには、1社目の畳み方と人格、ビジネスモデルが良いなと思えば投資できますね。最後までしっかりとク
ローズした上で、今のビジネスモデルに繋がるストーリーがあるかどうか。違う業種でも前の倒産から得たものは活きることが多い
ので、そこの気づきが大事だと思います。

1社目の時の事業の経験（業界知識・資本政策など）があることが
再チャレンジ起業家の強み！

● POINT

（抜粋）1社目の失敗からこれをやったら失敗するというのをわかっている。その業界が同じ業界ならば業界にも精通している。これ
が強みかなと思います。
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はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

Q.再チャレンジ起業家人材に対するサポートは難しいと感じている部分はありますか？
A.投資に漕ぎつけた案件はそれを乗り越えては来てるのですが、ご相談の段階でまだ自己破産前で再生
案件的な取り組みとして見ないといけない場合は難しいですね。あまりに残債が大きすぎて助けられない
という。免責後でないと取り組みが難しいと思いますよ、と言わざるを得ないケースがそれなりにありまし
た。

Q.再チャレンジ起業家人材で出資が難しいと感じる特徴はありますか？
A.ひとつ大きいのは、失敗の振り返りをできているかどうか。いろんな要因があってみなさん失敗されてい
るんですけど、自責の事項と他責の事項があると思うんですね。すべて他責にするような方への投資は難
しいかなと思います。

Q.再チャレンジ起業家人材の人たちは銀行含め、VCや投資家から出資を受ける上でどういうところが重
要ですか？
A.失敗したことを不要に隠したり取り繕っても割と分かってしまうことなので、特に出資に関しては正直に
話された方がむしろプラスじゃないかなと思っています。一方で融資については、私は銀行の中の人じゃ
ないのでわからないんですけど、以前ほどある銀行でこけたから他の銀行でもダメだということでもないよ
うです。取り組みが変わってきている雰囲気はあるのかなと思ってます。

Q.難しい中でも貸してくれるというのは銀行にもよると伺いましたが、どういう条件がそろったときに銀行
の融資を借りやすくなるのでしょうか？
A.一定の売上が月々上がっている状況というのはひとつ大事かなと思います。そこが全然ないとなると、
かなりしんどいですね。スタートアップで本当に売上がなく赤字を掘っている状態だと、補助金の繋ぎなど
を除いてほぼ借りられないと思います。売上があって黒字化が見えているとか、力の入れ具合によっては
黒字化できる状況があると、銀行として取り組みが可能になる余地が出ると思います。

リサーチセグメント：出資 / 融資機関人材
簡単な経歴：大学卒業後、ITベンチャーなど複数の会社を経て投資ファンドを設立し起
業家支援を行う

● POINT

（抜粋）全く活かせるものがない領域で事業をやりますという方がたまにいらっしゃるんですけど、そういう方は応募していただいて
も思いつきだけなのかなと感じてしまうので、ご支援するのは難しいと言わざるを得ないかなと思っています。

● POINT

（抜粋）失敗したことを不要に隠したり取り繕っても割と分かってしまうことなので、特に出資検討に関しては正直に話された方がむ
しろプラスじゃないかなと思っています。一方で融資については、私は銀行の中の人じゃないのでわからないんですけど、以前ほど
ある銀行でこけたから他の銀行でもダメだということでもないようです。
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資金調達の際は過去の会社を畳んだ経緯も含めて評価されるので、投資家に
対しては取り繕うことなく情報開示すること！。



はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

Q. 再チャレンジ起業家に対して、一社目を畳んだことは魅力になる？
A.畳み方に限らず、VCは成功事例や思考パターンを聞き出している。例えば明らかに失敗していく方向
なのに、複合的な理由でほぼ再起不能な状態なのに資金調達をして会社を延命しようとするのは投資家
側からすると良い判断ではない。一方で、その状況で潔く畳む意思決定をできる姿勢は良いと思います。

Q.再チャレンジ起業家の資金調達が1番大変そうだが、VCではなくて親族やエンジェル投資家から出資を
受けて再チャレンジするケースはあるか？
A.失敗の有無に関わらず、まずは身近な人やエンジェルから出資を受けて起業するのが通常です。ただ
し、よほど成功している起業家であれば企業直後にVCから資金調達を受ける可能性もあるかもしれませ
ん。プロセスは失敗の有無に関わらず基本的に同じですが、いずれにしてもエンジェルやVC様々な人に
あたってみるというのは大事かと思います。

Q.出資の判断のポイントは？
A.私の経験でいうと、経営者と投資家で二人三脚で会社を大きく出来そうかという点。それが見込めない
と基本的に無理ですね。100から300社くらい目を通して1社決まる程度なので、ビジネスモデルやアイデ
アの方が重要になりますね。会社を失敗しているかは後でわかったりするので最優先で確認することでは
ありません。ただ出資判断基準のポイントとしては、各VC / エンジェル投資家ごとに判断ポイントや優先
順位が異なります。なので今回の話は1つの事例であり、すべてのVCに該当することではないことをご了
承ください。

Q. 再チャレンジ起業家だからこそ強みになることは？
A.過去の事実は変えられないので、例えば人を裏切っていた人とかには何もアドバイス出来ない。なので
基本的にお金を大事に使って、投資した人を大切にする。これは当たり前だし、最初でも最後でも一緒で
す。これは資質だし、これをきちっとやっている人間が前提。出来ていない人でもしっかりと反省して、再び
臨んでほしい。後は投資に結びつくような面白いビジネスモデルや強い意志も大事。

リサーチセグメント：出資 / 融資機関人材
簡単な経歴：メーカーにて新規事業に従事後、国内大手VCを経て、海外に拠点を置く
VCに所属

● POINT

（抜粋）会社を畳む時の判断もすごく大事。その為、初めて起業した人より軌跡が見えるので、出資判断をする為の情報が多く入手
できる。

● POINT

（抜粋）複合的な理由でほぼ再起不能な状態なのに資金調達をして会社を延命しようとするのは投資家側からすると良い判断では
ない。
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倒産したプロセスとその反省点を正確に伝えることで、1社目の倒産の経験
がプラスに捉えられる可能性がある！

会社を延命することが必ずしも会社の再起につながるとは限らないので、早いう
ちから倒産させることも選択肢の一つとして検討すること！



はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

Q.出資を断る事例で多い理由はどういうものですか？
A.いくつかあるんですけど、まずは1社目の失敗を全く生かしていないケースがあります。「1回目は何故う
まくいかなかったんですか？」といった質問に対して、失敗に対してどういう学びがありました、どういうア
クションをしました、といったところが特にない人っていうのは今後事業を続けていく上でも、事業ベースで
わかったことをファクトに事業展開できないなって思うので。学べない人っていうのは厳しいかなっていう
のは割と大きいと思います。また、リスタートしようと思って2社目を立ち上げている人が結構多くて。イメ
ージで言うと、清算と起業を同時にする温度感です。1社目のお客さんを引き連れて2社目に行くから問題
ないんですみたいな感じとか、特許を持っている事業をこっち側に移管するときに、特許って人に依存す
るのでその人とのやり取りとか、その人をどういう位置付けにして移管するのかというところを全く考えて
いないと、この人は先に行動しちゃうタイプかなと思って。

Q.再チャレンジ起業家の中でもどういう起業家に対して出資をしたい思うのか？
A.まず僕が投資する要件って3つあって、1つは僕の身の回りにより良い世の中が1日でも早く来るかって
いうのがベースにあります。それを僕がやるよりも早くやってくれるってときに投資をするんですけど、その
経営者が課題にコミットしているか。2つ目はそれを最後までやりきってくれるか。これしかないという感じ
で。この課題に本当に興味があるのか、絶対しんどいけどやり切るかっていう話なんですよね。再チャレ
ンジ起業家人材だともう1つ追加されて、1社目の失敗を活かしているかっていう話なんですよね。一つ要
件は追加されるんですけど、その代わりやり切れるかの部分の裏付けになるかもしれないです。倒産した
くて倒産している人っていないんですよ。道半ばで倒産や清算している人が多いので。

Q.再チャレンジ起業家がエンジェル投資家の投資を受けるにあたって1番重要なことってなんですか？
A.学び直しです。1社目の失敗をしっかり活かせているかどうか。この失敗を活かして次はこういう風にや
ろうと思いますとか、次はこの課題感は変わっていませんみたいなことはすごく胸を打つものがあります。

リサーチセグメント：出資 / 融資機関人材
簡単な経歴：大手ドラッグストアを経て人材派遣会社に勤務する傍ら、起業家として3
社の立ち上げに従事し、現在はエンジェル投資家としても活動している

エンジェル投資家に対しては、売上観点だけではなく、ビジョン観点で事業を
語ること！

● POINT

（抜粋）一つは僕の身の回りにより良い世の中が1日でも早く来るかっていうのがベースにあります。それを僕がやるよりも早くやっ
てくれるってときに投資をするんですけど、その経営者が課題にコミットしているか。

資金ショートの懸念を解消するために、資本政策を作った上で出資依頼に望む
べき。

● POINT

（抜粋）スタートアップを1回失敗している方だと資本政策です。スタートアップって、初めは赤字出しながらやるので、ちゃんと足元
資金を見ながらやっていかないといけないんですね。倒産してるとか清算してるのってそこが回らなくなったりするパターンが多いじ
ゃないですか。
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はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

Q. 1度失敗しているキャリアというのは出資においてメリット、デメリットは何かありますか？
A.どうしてもVC、特に銀行系VCは、シードに近ければ近いほど創業者個人が見られる傾向があると思っ
ていて。ある程度事業が立ち上がってきて売上が立っています、年商1、2億見えてますとなると少し話が
変わってきて、事業自体のポテンシャルを見てもらえるようになる。創業者色って少し薄まってくると思うん
ですよね。もちろんファイナンスにおいては創業者ってすごく大事で、上場前になればこの人がやっていれ
ばということで出してもらえる人たちってたくさんいるとは思うので。創業者とか経営陣が大事ってことに変
わらないとは思うものの、創業周りがまだフィットしてないなって感じの雰囲気の内は、創業者が見られる
ような気がします。そのときに全然人としての付き合いがない人たちのところに初めましてで行くと、あな
た誰ですかから始まり、実はこれこれをやってまして、と。なんか就活みたいな感じですよね、そのときの
起業家の気持ちって。前職が大手すぎてもいけないし、前職が汚すぎてもいけないし。ちょうど良い感じの
綺麗なサイバーいて、みたいに言ってる人が儲かるみたいな。転職活動じゃんって感じの状況に結構陥る
なって。初めてまわるのってそんなもんという感じだと思うんですよね。特に何かのアクセラに入るわけで
もなかったり、事前に勉強会とかに行って人間関係築いておくわけでもなく、なんとなく出してくださいって
まわっちゃうと失敗しますよね。それは2回目とかあんまり関係ないと思うんですけど。2回目に関わらずそ
ういうやり方をすると失敗する思うけど、2回目の人ほど事前のネットワーク作りみたいなものをやらないと
いけないんじゃないかなという感じはすごくしますね。

Q. 仮に再チャレンジ起業家に限って考えて、出資をする上で1番重要視するのは何ですか？
A.パッと浮かんだのは2つ。1つ目は今までの話にも出てきてますが、失敗を分析できているか。同じ失敗
を次こうしていきたいってちゃんと理解できているのかというのと、少なくとも外部の人間から見て確からし
いかということ。2つ目はエネルギーが増えているかどうか。2回目なのに減ってる人いるんですよね。ちょ
っとひねちゃってる人とか。自己評価下がってる人とか。2回目であることにすごくこだわってる人とか、引
きずっちゃってる人ですかね。引きずってたら絶対上手くいかなくて。1回目で失敗してるわけだし、普通に
やってちゃ上手くいかないだろうっていう。それを越えるためには、左脳的な問題で、右脳的なとりあえ大
丈夫だろうは謎のエネルギーがないと越えていけないかなと。左脳だけで解決できる問題じゃない。1回目
上手くいかなくて益々事業へのエネルギーが増えてて、やってやろうとなっていると、良いなって思います
。少なくともいろいろ考えた末に、それがないと投資もしないし、事業を貢献しようとも思わない気がして、
その2つが大事です。

リサーチセグメント：出資 / 融資機関人材
簡単な経歴：自身でコンサルティング会社を経営する傍ら、過去に支援した3つの会社
にも携わる

シード期においては、起業家個人の人柄が主な評価材料になるので、
人柄でも投資判断をしてくれるエンジェル投資家を頼ること！

● POINT

（抜粋）どうしてもVC、特に銀行系VCは、シードに近ければ近いほど創業者個人が見られる傾向があると思っています。ある程度
事業が成り立って売上が出てきて、年商1、2億が視野に入るとなると少し話が変わってきて、事業自体のポテンシャルを見てもらえ
るようになる。そのときには、創業者色って少し薄まってくると思うんですよね。

再チャレンジ起業家人材が投資家の出資を受ける際には、1度目の失敗の原因
を明らかにし2回目の起業に活かせていること！

● POINT

（抜粋）失敗を分析できているか。同じ失敗を次はこうしていきたいということがちゃんと理解できているのかというのと、少なくとも
外部の人間から見て確からしいかということが重要です。
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はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

Q.  再チャレンジ起業家が融資や出資を受けるにあたって発生する課題というのはありますか？
A.1つは廃業の仕方ですよね。融資や出資に限らず、取引が終わるときには、普通のビジネスの取引と同じな
のでちゃんと筋を通さないとダメですよね。いきなり音信不通になったり、夜逃げみたいにしていなくなると誰だ
って信用できなくなりますから。それはプライベートでの付き合いも一緒だと思いますが、やはり人と人ですから
。次にお金を調達したりとか融資を受けたりとかっていうときにも廃業に至った経緯やそのさなかでの付き合い
方について自分で胸張って話せるかというのも重要だと思います。例えば、エクイティファイナンスでうまくいか
なかったとしても、同じVCに頼みに行くのは全然悪いことではないと思うんですよ。VCの方も気にする人もいる
かもしれないけど、それほど拒否感はないと思います。でも前回、不義理をしてしまったというならそれは問題だ
と思います。VCの損得の問題以前で人として信用ならないというようであればお金は出ないと思うんです。一方
で融資をする金融機関はVCよりは拒否感が強いと思います。 彼らはローリスクローリターンで、全額返済して
もらえるという認識で貸しているでしょうから。とはいえ、銀行だって貸し倒れが全くないかっていうとそういうわ
けではない。そうなると最初の話に戻っちゃいますけど、どういう風に決着をつけたのか、人として信用できるか
どうかというところ。その経緯っていうのが金融機関には情報として残っているので。元〇〇株式会社の誰々さ
ん、僕たちも手伝って一緒に色々やったけどうまくいかなかったね、だけど精一杯頑張ってくれたし、誠実に対
応してくれたよね、となれば、じゃあ、次もよろしくお願いしますってなるパターンが多かったように思います。
Q.  2回目に起業する起業家こそ詳細に事業計画を策定したほうが良いとおっしゃっていましたが、特にここだけ
は詰めた方がいいというところがあれば教えてください。
A.1番大切なのは売上。売上を根拠をもって示すというのは非常に重要で。KPIから積み上げてねという話です
ね。「来月一千万売ります」と言うのではなくて、その1千万は何が積み上がった一千万なの、と。この商品をこう
いう人たちに何円でいくつ売るんです、いくつ売るためにはこういうマーケティングが必要で、そこからこのくらい
アポ取って成約につながるんです、といったようなKPI設定をして、KPIを達成した結果として積み上がった売上
予測を見せて欲しい。「1千万頑張ります」とか「1年後には一億頑張ります」って言ってもそれは誰も信じてくれ
ない。さらに、付け加えるなら経費ですね。皆さんとても感覚的に作ってしまうんですけど、そもそも辻褄があっ
ていない計画書ってあるんですよ。例えば売り上げ1億なのに広告宣伝費が100万しか上がっていなかったとき
、それだと売り上げ上がらないでしょ、と。もしくは従業員が3人しかいないのに月1億の売上回せないですよね
？というような。逆に、従業員が100人いる予定になっているのに、通勤交通費や備品費などが少なすぎるとか
。その辺りの人員計画や設備投資計画と、販管費の計画が辻褄があっているかはしっかりチェックしておきたい
ですね。あとはできれば資金繰り、いわゆるキャッシュフローの計画にまで落とし込めていれば、必要資金額や
返済可能性を金融機関が判断しやすくなるので、比較的理解してもらいやすいものになると思います。

リサーチセグメント：専門人材
簡単な経歴：某大手会計事務所で監査を担当しており、金融部門に所属。再チャレン
ジ起業家人材に主にデッドファイナンスの支援を行う

倒産した経緯も信用情報の一部であるため、倒産する直前ではなく、
倒産する半年前から出資先に対して相談すること！

● POINT

（抜粋）大事なのはやめ方ですよね。融資や出資に限らず、取引が終わるときには、普通のビジネスの取引なのでちゃんとやらな
いとダメですよね。いきなり音信不通になったり、夜逃げみたいにしていなくなると信用できなくなるので、そこはプライベートでも一
緒だと思っています。次にお金を調達したりとか融資を受けたりとかっていうときにもその経緯を自分で胸張って話せるかというの
も重要です。

将来の資金繰りを把握するためには、まず直近1ヶ月の資金の状態を
確認すること！

● POINT

（抜粋）資金を見ているかどうかがかなり大事だと思います。資金が0になったら会社は潰れるんですよね。それは当たり前の話な
んですけど、そういった意味では今後の資金繰りがどうなっているのかということはかなり大事。今後の資金繰りを見るには現状を
知らないといけない。
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はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

Q.2社目の資金調達での工夫は？
A.そういうときだからこそVCとコミュニケーションをとるべきだと思う。1番は資金繰りと売上、そして経費削
減。その3つがうまくいけば会社って潰れないと思う。その3つがまずいと思ったときに経営者はちゃんとそ
こに向き合えるかだと思います。もし知識がなくて向き合えないとすると、向き合っている人と付き合って
いるのかだと思いますね。それはもしかしたらVCかもしれないし、付いている税理士さんかもしれないで
すけど、税理士だとできないケースが多いですね。

Q.財務面で2社目に向けてやることは？
A.デッドに関しては保証人をできるだけ外してもらうことでしょうね。保証人をはずさないと、その下地が残
ってしまうので。そこが1番大事だと思う。あとはVCへの説明だと思いますね。ちゃんと説明するのが大事
。すごい批判されると思うが、それは経営責任なので受け止めるしかないですね。そこをちゃんと、それに
至った理由とかを説明するべき。

Q.会社をたたむにあたり、財務面で発生する課題は？
A.現状を数値として把握できない。それを把握するだけの能力がなかった。あとは、資金繰りを見ていな
かった。現預金がいくらなのか把握すべき。現預金がいくらあって、直近の1ヶ月ではどのくらい出ていき、
もしくは入ってくるのかという収支を把握することが大事です。

Q.1社目をピボットさせるタイミングを見ることは大事なんですか？
A.ピボットの要因が何かじゃないですか。今の事業がうまくいっていない要因はなにか。現状を見て、それ
がすぐに改善されて売上が伸ばせるのか、半年かかるのか、法律改正が必要なのか、とかによる。法律
改正だと1-2年かかるからすぐにはできないので、その間資金をどうやって持たせるの？というのがあっ
て、その資金を持たせる上で、他の事業に行くのか、もしくは潰すのか、もしくは他の資金調達をするのか
というところが判断できるかが大事。会社の実情をちゃんとわかっているかですね。小規模なところはなん
でもしないといけないし泥臭い経営になると思うけど、そこでちゃんと現状がわかっているかどうかですね
。現預金がいくらかって経営者でも知らない人多いですからね。

リサーチセグメント：専門人材
簡単な経歴：某監査法人の大阪事務所に入所後、金融機関に対する会社法監査、金
融商品取引法監査業務中心に従事。その後独立し“関西のベンチャーサポート”に強
みを持つ公認会計士・税理士事務所の代表を勤める。またこれまでの経歴を活かして
ベンチャー企業の役員や上場企業の社外取締役も勤める。

倒産の相談は出資してくれているVC、もしくは税理士に対して相談すること
！

● POINT

（抜粋）倒産に対する相談に乗ることは外部のコンサルはできないんです。倒産ですか？と言われたときに、倒産しましょうなんて
言えないし、判断できない。立て直すのだったり経費削減は外部のコンサルでもできると思うけど。VCからすると今潰すのがいい
のか、今後経費を垂れ流すのかという観点になるので、僕はVCだと思いますね。金融機関は潰してほしくないのでそもそも相談に
は乗ってくれない。

起業家は資金繰りを確認する時に、PLではなくBSを見る必要がある。
直近の資金繰りの確認からスタートする事が重要！

● POINT

（抜粋）キャッシュフローを見ることはBSを見ることなので、それができない起業家はすごく多い。ベンチャー企業のPLって、PLの損
益=キャッシュではないんですよ。

49

再チャレンジ起業家ガイドブック -Guideline of Restart

Interview Log



はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

Q.畳む際に負担を少なく事業整理ができる制度というものはあるのでしょうか？
A.経営者保証ガイドラインというのがあり、ダメだと思ったときに経営者が諦めて合理的に債権者に払え
る場合は、経営者の全財産はとられないという制度があるので、そういう手仕舞いの仕方はあると思いま
す。それから、再チャレンジといったときには2パターンあり、1つは、ベンチャー企業は投資だけだからや
りやすい。もう1つはベンチャーではない通常の中小企業とか、急成長型ではないスローな成長型のベン
チャーは融資を受けるのでやりにくいが、個人保証をとらない融資を受けるか、経営者保証ガイドラインで
身ぐるみを剥がされるのを防いで処理するというやり方があります。

Q事業整理が2社目に与える影響としてどのようなリスクがありますか？
A.端的に言えば2点。1つはお金がなくなること。個人資産がない状態からスタートする場合での再起は難
しい。もう1つは、信用的な意味合いでの疑念が残ること。破産とかその他の法的整理をしてしまうと基本
的に借入はできないので、その方が経営層に加わるのであれば、銀行融資をうけることなどはできなくな
ってしまうので、どうやって事業を拡大するのかということになる。

Q.信用にもグレードがあると思ったのですが、破産していても傷を残さないケースはあるのでしょうか？
A.法的整理の中身としては、破産・民事再生・特別清算が一般的です。会社更生は大きい会社がすること
。それらをすると信用下落は相当ある。そういう法的な手続きではなく、私的整理などは債権者を公平に
するようなガイドラインをもってしても、それに則ってもある程度の信用下落はあります。1番信用下落しな
いのは自分のお金が尽きたから業務を止めただけであって、誰かに迷惑をかけたわけではないという状
態ですね。自己資本で失敗しているだけならば大丈夫だと思います。

Qスタートアップの若手起業家は弁護士に相談しにくい状況があると思うのですが、弁護士との付き合い
はいつ頃から始めるべきですか？
A.顧問の弁護士は費用がかかるので後でいいと思います。早い段階で起業家のネットワークをつくること
が大事です。VCとか起業家の先輩など、沢山の弁護士を知っている人から紹介を受けるのが大事。VC
や監査法人から複数聞いて、2方向から同じ弁護士の話題が出たら、その弁護士はいい弁護士だと思い
ます。

リサーチセグメント：専門人材
簡単な経歴：法律事務所に所属し、企業の外部法務顧問を行う

再チャレンジの大きな課題はキャッシュ不足から2回目の起業が始まることと
、信用情報の観点で借入が限りなく難しくなること。

● POINT

（抜粋）端的に言えば2点。1つはお金がなくなること。個人資産がない状態からスタートする場合での再起は難しい。もう1つは、信
用的な意味合いでの疑念が残ること。破産やその他の法的整理をしてしまうと基本的に借入はできないので、その方を代表者とか
、その方が経営層に加わるのであれば、銀行融資をうけることなどはできなくなってしまう。

返済のリスケジュールにおいては、現状の正確な分析と合理的な今後の
返済の見通しがあることが重要！

● POINT

（抜粋）現在の会計資料を見せた上で、「なぜ今が一時的に苦しいと言えるのか」「延ばしたら払っていけるという合理的な計画はど
のようにあるのか」、そこが大事なポイントだと思います。しっかりと説明できれば良いですね。
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はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

Q. 会社を畳む時はどのタイミングで判断するのがいいですか？
A.真面目な人ほど最後まで頑張ってしまうことがあるが。我々の申立代理人の費用もそうなんですけど、
破産申立する時って裁判所にある程度の予納金と言ってお金を収めてやるんですね、破産管財人にタダ
働きさせるわけはいかないという考えが裁判所としてはありまして。最低でも破産管財人が破産手続きを
遂行していくのに必要なお金。破産管財人の報酬分は予納してくれと言われる。

Q.破産管財人に破産手続きをしてもらう資金もない人はどうしてきたんですか？
A.あの手この手で、なんとかして破産管財人の予納分を集めるしかないんですよ。割とわかりやすい例だ
と、かけていた保険を解約して解約金にする。査定のお金に使う。ダメなケースは取引先に、仕事できな
いのに、仕入れも起こせないのに、破産に使うお金だと心では思ってるのにもらってしまうとかそれは詐欺
になってしまうので。気をつけなきゃいけない。現金の作り方としては最後のキャッシュの作り方は、ある
資産を売却する。適切な方法で作るか。解約返戻金がある会社だと便利なんですけどね。今の所補助は
ないと思います。

Q.事業整理をしやすい会社としにくい会社の違いとはどういうところにありますか？
A.事業規模とかもありますし、取引関係が多いとか、社会的に影響のある会社だとすごく注目を浴びてし
まうので、破産管財人としても慎重になってきちっと全部やらなきゃいけないというのは実際あります。長
引いたりとか。変なことがあったとか言われてしまうと裁判所の信用とかに関わってしまうので。社会的に
注目を集めた会社は長引く傾向にあります。

Q2回目の起業に当たって起業家が抱えるリスクを改めて教えてください。
A.2回目の起業を妨げるものといえば、現金が保持できないというか99万円での再出発になるということと
、あとは7年くらいはクレジットカードや、銀行からお金を借りれらなくなるなど。

Qそれらのリスクは破産した後に減らすことはできるのか？
A.破産はもうやりたくてするわけじゃないので、止むを得ずですから。7年間借りられなくなるとかっていう
ところも変えられないので。むしろ再出発を簡単にするという点でいうと、再出発する人を応援するシステ
ムとか。金融機関はお金を貸さないけどそういう人たち向けにお金を貸してくれるとか。結局、失敗した人
の中で若い人は失敗の原因から学んで最初の時点であんなにシェアを与えなきゃよかったとか、エンジェ
ルを名乗る人に過半数の株を割り当ててしまったとか。スタートアップの失敗があると思うんですけど、そ
ういうのを学習すれば2回目にはいかせるはずです。

リサーチセグメント：専門人材
簡単な経歴：法律事務所に所属し、起業の外部法務顧問を行う

事業整理をする際にも費用がかかるため、会社を畳む際には最後まで粘る
のではなく、余裕を持って畳むこと！

● POINT

（抜粋）真面目な人ほど最後まで頑張ってしまって。我々の申立代理人の費用もそうなんですけど、破産申立する時って裁判所に
ある程度の予納金と言ってお金を収めてやるんですね、破産管財人にタダ働きさせるわけはいかないという考えが裁判所としては
ありまして。最低でも破産管財人が破産手続きを遂行していくのに必要なお金を用意しないといけない。
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はじめに 1部 2部 3部 4部再チャレンジ起業家白書 -Guideline of Restart

Q.再チャレンジ起業家へ、保証を行う際に重要視されていることは？
A.経営者として再起を図ろうという起業家について、まずは人物像を重要視します。過去の事業の
失敗について、その原因を真摯に受け止めて把握されているか、窮境原因に対するマネジメントを
どのようにされているのかをお伺いすることになります。その上で、問題がなければ、新たに始めら
れる事業に関して、事業計画書をはじめとした資料の内容を拝見いたしまして、将来性の評価をさ
せていただき、保証の可否の判断につなげます。

Q.1回目でも2回目の起業でも、1回目に失敗していることは保証を受ける上であまり影響がないよう
に感じたのですが、いかがですか？
A.何を以って失敗ということにするかによると思うのですが、企業を一度倒産させているケースにお
いては、倒産の原因が、浪費や杜撰な経営などご自身によるものなのか、あるいは、外部環境の悪
化や取引先との連鎖倒産など、致し方なく倒産してしまったものなのか。そういった経緯を確認させ
ていただきます。また、倒産経験が再チャレンジされる事業にどのように活かされるのかという視点
なども審査に加味します。

Q.2回目の起業でいちばん重要なことはなんですか？
A. 1回目の事業を失敗した際に、いかに債権者に対して誠実であったのかが、問われるところです。
複数の金融機関で事業資金の融資を受けておられるケースが多いのですが、例えば，A銀行の保
証付き融資については代位弁済を受けたけれども、B銀行にはプロパー融資があり継続的に支援を
受けておられるなど、企業の債務状況は様々です。そうした中で、一部であっても金融機関に対して
不誠実な対応をしていた場合や、保証協会の求償債務について適切な対応（返済や返済不能なケ
ースにおいては法的整理など）も行わずに不誠実であれば、再チャレンジ起業家として金融支援を
受けることは難しくなると考えます。また、過去の失敗を教材に、しっかりとした創業計画と自己資金
を含めた全体的な資金計画を作成することも重要です。

リサーチセグメント：専門人材
簡単な経歴： 信用保証協会で中小企業支援に従事

再チャレンジの際に協会保証付き融資を受けるには、求償債務が完済さ
れている、または、法的整理等により債務が免責されている状態になってい
ることが必要。

● POINT

（抜粋）求償権となった債務について、完済いただいているか、法的整理等により債務の免責がなされていることが前提になります
。

保証協会は、事業再生支援も行っている

● POINT

（抜粋）再生支援についても手掛けています。再生支援協議会等の関与により、経営改善計画書を策定した自主再建を目指す企
業のお手伝いもしています。また、自力再建が困難であるが、メインバンク等により事業価値があるとみなされた企業に関しては
、ガイドラインに基づく私的整理を通じて、事業売却やM&Aの手法を活用して、事業者の再チャレンジを支援しています。
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近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課
〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
TEL：06-6966-6014
e-mail：kin-incubation@meti.go.jp
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