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地域における企業の新陳代謝促進 

～ 金融仲介機能が果たす役割 ～ 

経済産業省 「地域産業活性化研究会」報告資料 

代表取締役社長 佐藤 雅典 

2014年11月25日 
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会社名 : 株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 
設立日 : 2003年4月21日 

所在地 : 東京都千代田区有楽町1-7-1  

      有楽町電気ビルヂング北館15階 

業種  : 投資ファンド運営業 

資本金 : 1億円 

役職員 : 50名   

 

会社紹介 

 

 ジェイ・ウィル・グループ 
 （代表 佐藤雅典） 
 

   株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション 
  株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ 
  株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス 
  株式会社ジェイ・ウィル・東短投資顧問 
 
  ＊グループ従業員 84名 
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2014年10月現在 
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投資ファンドとは 

J-Will 
ファンド 投資家 

投資先 
 

（企業や不動産） 

投資 投資 

投資収益 投資収益 

J-Will 
Partners 

運営・管理 

●弁護士  ●会計士  ●税理士  ●コンサルタント  ●各種アドバイザー 

バリューアップ 
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運営ファンド: 
 ジェイ・ウィンド・シリーズ 
 

One: 約200億円（2010完了） 
Two: 約500億円（2012完了） 
Three: 約700億円（2013完了） 
Four: 約550億円（運用中） 
Five: 約470億円（投資実行中） 
           
     合計 約2,420億円 
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 ジェイ・ウィル・パートナーズはこれまで、地方を中心とした中堅・中小企業の再生・成長に投資
しています。投資後はハンズオンで（投資先企業に役職員を派遣し、既存の役職員の方々と共に）  
投資先企業の再生・成長を目指します。 

 2003年より投資事業を始め、合計で約140件（総資産約4,400億円）の投資実績があります。 

 

投資実績 

投資事例 
 温泉旅館、シティーホテル等のホスピタリティー施設 

 観光バス会社 

 地方銀行 

 マンションデベロッパー 

 各種製造業、小売業、インテリア会社、食品会社 

 病院、シニア住宅等のヘルスケア施設 
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JWPは国内資金により、 
日本企業の財務・事業体質改善 
＆成長の実現を目指します 

国内投資家のみの 
資金でファンド組成 

国内投資家への 
リターン還元 

国内企業の成長・ 
国内経済の浮揚 

国内資金の還流 
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創業期 

成長期 成熟期 再生期 

企
業
価
値 

経過年数 
廃 業 
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衰退期 

一般的な企業のライフサイクル 

見極め 
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ジェイ・ウィル・グループが担う <金融＋人> の仲介機能 

豊富な 

国内金融資産 

＜運用ニーズ＞ 

優秀な人材 

＜活躍ニーズ＞ 

ジェイ・ウィル 

グループ 

 

ファンド運営 

投資先管理 

  リスクマネー 

    × 

  経営人材 

リターン 

投資 

企業の 

再生・成長 

 

 

 

 

 

 

資金ニーズ 

人材ニーズ 

既存の優れた 

商品・技術 

ガバナンス 

 構造改革 

140件の投資実績 

により培われた 

人的ネットワーク力 
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 幾多の金融危機を経て、金融機関には一律的なガイドラインが敷かれたため、 

 金融機関のサービスがフラット化、リスク消極的になり、企業の様々なニーズに 

 地域金融機関が対応できていない。 

 

 言い換えれば、本当の意味での「活きた金融（＝企業を育てる金融）」が、地方に 

 根付いていない。 

  「活きた金融」 ＝ 「リスクマネー」 × 「リスク判断」  

 

 「リスク判断」ができる人材を育成し、「リスクマネーを提供できる」厚みのある 

 資本を備え、多様な企業ニーズに対応できる柔軟な金融機能を整えることで、 

 地域企業は必ず活性化する。 

 →地域金融機関の再編による「スーパーリージョナルバンク」の設置。 
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企業を育てる地域金融機関の機能強化 



©2014 J-Will Partners. All Rights Reserved. 

7 

大都市圏 地域マーケット 

企業 

企業 

企業 

企業 
企業 企業 

ヒト 

カネ 

偏在の解消 

世界と戦える 
中堅・中小企業 

ヒト 

モノ 
（商品・技術） 

カネ 海
外
マ
ー
ケ
ッ
ト 

大都市圏に本社を置く企業の 

地域への本社移転を促す政策を提案 
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 “Japan”の“J”と“志（こころざし）”を表す“Will” — 志（こころざし）をもって日本のために。 

 それが2003年4月の ジェイ・ウィル・パートナーズ創業時に社名に込めた想いです。 

 日本では戦後、資金も資産も十分にない中で、私たちの先達が汗と技術により数多くの企業や人を育て、 

その結果1,500兆円を超える金融資産を積み上げてきました。 

 しかし、その後の社会構造と経済環境の変化に応じて、資金や資産が適切に還流してきたと言えるでしょうか。 

 私たちは創業来、国内資金の還流をさらに促進し、貴重な人材が活躍できる環境を整えることで、 

先達が築き上げてくれた企業や事業が持つ、本来発揮すべき価値の具現化を追求してきました。 

その過程で、数多くの企業や事業の支援に携わる機会を頂き、大変貴重な経験を積んでまいりました。   

 日本全国を歩いていると、世界に誇るべき企業が数多く存在し、その大いなる可能性の実現のために、 

私たちがやれること、また、やるべきことがまだたくさんあると感じます。 

 そして創業の“想い”はさらに強い“使命”へと変わりました。 

変化が続く時代においても、企業や人がその力を存分に発揮できるように、私たちはさらなる機能強化を図り、 

それを後押ししていきます。そして、新たなステージを迎えた日本がさらに強く、豊かになること。 

 これが、ジェイ・ウィル・グループが標榜する“日本への志（こころざし）”です。 
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 （ご参考）  ジェイ・ウィル・グループ - 「日本への志（こころざし）」 
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弊社が支援した再生事例 
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弊社ファンド 

貸切バス 
B社 

貸切バス 
A社 

路線 
バス会社 

弊社ファンド 

貸切バス 
C社 

貸切バス 
B社 

貸切バス 
A社 

路線 
バス会社 

ＩPＯ 

投資法人（
HD） 

投資法人（
HD) 

ステップ②  

企業価値の極大化（IPO） 

 

ステップ①  

個別会社の買収 

+ 

プラットフォームの共有化 

 

弊社が設立した投資法人（ＨＤ)が、複数の 

貸切バス会社を買収、既存の傘下バス会社

とプラットフォームを共有化する。 

弊社の投資先全体の企業価値を極大化、 

３～４年後を目処に投資法人（ＨＤ)のＩＰＯ

を目指す。 

プラットフォームの共有化 

貸切バス 
C社 

案件１ － 地方公共交通会社 （全国） 
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2013年3月12日 

日本経済新聞 

案件２ － マンション分譲会社 （香川県） 

案件概要 

JWGの貢献 （スポンサーシップのケース） 

 更生会社のスポンサーシップ案件 

 全国でマンション分譲を展開し、順調に売り上げを伸ばしてきたA社は、

2008年秋以降の事業環境の急速な変化から 資金繰りが悪化し、2009年

11月会社更生法適用を申請。 

 JWGは大手マンションデベロッパーとともにA社のスポンサーとして株式

100％を保有、再生を実行。 

 経営陣を派遣し、人事体制の変更やグループ会社再編を実施するなど、内部管理体制を

強化。 

 ファンド資金により、投資期間中新規マンションの事業などに必要な 資金の貸付を実行。 

 投資先会社の事業継続ならびに適正な業務規模の維持を行うべく、 新規マンションの 

用地仕入・開発についても採算性を勘案して実施。 
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案件３ － 地方観光施設会社 （新潟県） 

① 基金（ファンド）を通じて、対象会社の種類株式を取得し、最大株主へ 

② 最大株主の立場で、経営人材を派遣（業界経験が豊富な人材（常勤）とモニタリング役（非常勤）の２名） 

③ 株主の立場でガバナンスを効かせ、構造改革を実施 

スキーム 

資産 

（不動産） 

負債 

（借入金） 

 

 

普通株式 

種類株式 

基金 

（JWP運営） 

地域金融機関 

普通株主 

（長岡市、地元企業） 

地方シティホテル 

種類株式譲渡 

優先株（転換権付与） 

普通株 

JWGの貢献 

経営支援／経営者招聘 

社長兼総支配人 社外取締役 

融資継続 
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案件４ － シニア住宅運営会社 （東京都） 

案件概要 

JWGの貢献 

 親会社の信用不安に伴い悪化した対象会社の信用力回復を実現 

 組織、事業、財務の再構築の施策を実行し、対象会社の自立経営に成功 

2010年2月23日 

日本経済新聞 

 多額の負債と不動産市況の悪化により、財務窮状下の 

親会社は、事業・財務の再構築を企図。 

 JWGは、 親会社に対して有料老人ホームの運営事業の

切り出しを実行。（2008年8月） 

 管理部門の体制再構築、営業体制の立て直しにより、独立運営体制を  

早期に確立。合わせて、各種施策実行により入居環境の向上も実現。 

 事業特性・運営手法が異なる子会社を外部譲渡するなど、財務の再構築 

を実施。 

 教育・シニア関連事業を展開する東証一部上場会社に譲渡。         

（2010年2月） 
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案件５ － 不動産会社 （大阪府） 

案件概要 

JWGの貢献 

 事業の選択集中の一環として切り出された、不動産投資開発事業に対する投資 

2008年9月24日 

日本経済新聞 

 親会社（東証マザーズ上場）が、財務リストラの

一環として売却を決定した、不動産投資開発  

事業を譲り受けた。（2008年11月） 

 大阪・再開発事業（主要事業）の継続 

 財務管理を強化し、市及び建設会社と協働し 

事業を遂行。分譲マンション部分は竣工前に  

販売完了。 

 その他在北九州地区のビル等、資産を随時  

売却し、投資を完了（2012年１0月）。 

14 
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案件６ － 地域銀行の再生子会社（大阪府） 

案件概要 

 自己資本強化ニーズを抱える地域銀行に対し、再生子会社の活用による資本調達を提案・実行 

 地域銀行が新規に設立した再生子会社に問題債権を移管、

JWGは対象題債権を担保とした投資を実行。（2013年3月） 

 JWGは債務者の事業再生支援のためのノウハウを提供。 

2013年1月31日 

日本経済新聞 

15 



©2014 J-Will Partners. All Rights Reserved. 

案件７～農業生産法人（北海道） 

案件経緯 

JWGの貢献 

 参入規制の存在から経営効率化等の余地があると考えていた第一次産業への初の投資案件 

 農業生産法人の事業承継ニーズを捉え、債権者として支援することで事業継続を実現 

 対象会社は大規模な和牛肥育事業者（保有 

頭数2590頭）。繁殖から肥育まで自社牧場 

にて一貫して実施。 

 主に創業者の資金提供により事業を運営  

していたが、創業者が高齢となり、事業  

承継問題に直面していた。 

 創業者からの債権譲渡を中心とした承継  

スキームを提案し、2014年2月に投資を  

実行。 

 投資実行に先駆けて、新経営陣と共に   

事業計画を策定。動産担保による保全に  

加え、対象会社の株式を担保とすること  

でガバナンスを強化。 

 オペレーターと協働して事業計画の実行及び、牛個体  

データや経営指標（KPI）の管理体制を含む内部管理  

体制を強化。 

 動産担保のモニタリングを可能とし、管理・財務会計を 

再構築したことで、将来の資金繰り・損益計画を策定   

できるようになった。 

 リファイナンスを見据えて金融機関への報告を充実。 
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