
つながる未来へのバトン
有限責任事業組合

本事業概要書に記載されている売上予想やシミュレーションについては、
計画ですので実質的結果や数値を保証するものではありません。
参考数値として捉えていただき、本実行プログラムは理事会にて

決定していただくことになります。

2020 年 11 月 1 日　作成
2021 年 8 月 2 日　第 1 次修正

2021.8.2.

< 事業概要書 >

つながる未来へのバトン
有限責任事業組合

お問い合わせ先
TEL : 075-778-5032
FAX : 075-256-8723
（ＢＦＰ運営事務局）
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つながる未来へのバトン有限事業責任組合
運営法人：株式会社Ｍ＆Ａインベストメント
代表取締役　土居　亮規

本事業組合の取り組みに興味をお持ちいただきまして誠にありがとうございます。

私は京都府を中心に日本全国にて、「金融商品を売らない投資と財務の専門家」
として活動しつつ、自身も投資家として様々なスタートアップや法人に投資を
行なっております（土居個人名義および、別法人「株式会社BFPホールディングス」等の名義にて）。

近年では「働き方改革」「事業の承継者不足」や、「不透明で読めない経済環境」
「相場に影響されない投資の発掘」などなど様々な課題から、
「上場していない事業・法人に投資を行い、その事業を改善することで収益化する」
という「事業投資」に力をいれております。

上記の事業および投資家の方向けに運営する、
社会課題解決型プラットフォーム「スモールM＆A　学習認定スクール」
を経営しながら、そのスクールに参加いただけた方を中心に
「事業投資の魅力は理解した、だが自分でやるには難しそう・・・」
という方に向けて、本事業組合を設立するにあたりました。

もし「社会貢献」×「事業投資」というテーマに興味をお持ちいただけましたら、
ご参加いただけると幸いです。

なにとぞお力添えいただければ幸いです。

つながる未来へのバトン
有限責任事業組合

理事長
土居 亮規

（どい りょうき）

ご挨拶
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事業概要（会社案内）理 念

本事業組合では
「後継者不在・もしくは収益悪化により消滅してしまいそうな事業」
を組合で買収し、それを改善することで収益を上げます。

それにより、本来であれば消滅してしまう「事業」を
継続させることにより、社会的なエコシステムとなるだけでなく、
株式や為替に影響されない出資（組合員）への参加という形で、
「社会貢献」を行いながら、「事業」の一部を保有することができます。

株や為替といった「投資商品」としてではなく、
事業に参加し、改善する「出資者（組合員）」として、
一人でも多くの方にご参加いただき、
よりよい日本を作り上げていきましょう！

項目名

組合名称 つながる未来へのバトン有限責任事業組合

京都府京都市中京区海老屋町 322 番地
ゴールデンフリース 303 号室

075-778-5032（ＢＦＰ運営事務局）

075-256-8723

http://mainvest.jp/

130005016019法人番号

登記住所
（所在地）

理事

電話番号

FAX

ホームページURL

概要

理事長 土居　亮規
 （株式会社Ｍ＆Ａインベストメント 代表）
理事 冨永　紀年

事業内容

備考

後継者不足・収益悪化等により
売り出されている事業の取得と収益改善。

本事業は株式会社Ｍ＆Ａインベストメントが
企画し、運営を行っております。

※本情報は 2020 年 11 月 1 日時点での情報です。上記内容は
　変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

「働き方改革」

「事業承継」

「相場に影響されにくい
  出資（組合員）」
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事業説明沿革（LLP設立経緯）
2018年 6 月 ・・・　 経営母体法人
  「株式会社ＢＦＰホールディングス」にて、
  事業投資・Ｍ＆Ａの事業を構想開始。  

2018 年 9月 ・・・　 事業ノウハウを持つ別法人より、
  事業ノウハウの提供を受ける。  

2019 年 7月 ・・・　事業子会社
  「株式会社Ｍ＆Ａインベストメント」、
  法人定款認証。

2020 年１月 ・・・　 本事業組合、構想開始。

2020 年 7 月 ・・・　 内閣府より、「持続可能な社会（SDGs）」の
  登録要請。

2020 年 8月 ・・・ 第 1号事業組合、組成準備開始。

2021 年 7月・・・ 第 1期組合員　募集開始

「働き方改革」
　
「事業承継者不足」
「スモールM＆A」（※1）を行い、出資者（組合員）とともに
理事会・執行理事会を経て業務改善し、事業の再生を行う。
※1：本資料およびプロジェクトでは、「1 案件につき 5000 万円以下の買収案件」を
　　　「スモール M＆A」と定義する。

企業が副業容認への
風潮姿勢

日本の終身雇用が崩れ、
やりたいことをやる！
という時代に。

働き方
改革

市場相場に影響されない、
「投資対象」としての
事業取得。

「0から事業を作る」よりも
行いやすく、成功率も高い。

投資対象
としての
M＆A

少子高齢化による
全国的な不足

地場金融機関（信用金庫）や
行政も、事業・伝統文化継承
のため、引き取り先を探す。

継承者
不足

これらの要望を持つ各々の受け皿となり、
社会的課題を解決する！
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事業の仕組み

１：有限責任事業組合を設立し、組合と
　　母体法人で業務委託契約を締結する。

株式会社
M＆Aインベストメント

２－A：組合員の参加者を募る。（１口４０万）

M＆A事業組合

事業再生先の選定、および、
再生業務の業務委託契約を
締結（執行理事業務）

設立・出資

株式会社
M＆Aインベストメント

金融機関
（必要かつ可能なら）

有限責任事業組合

買収した事業法人
（出資金及び経営・代表
 交代などで債務超過等
 を解消）

「事業再生と社会貢献」、「市場に影響されない投資」
　→　スモールM＆Aには興味があるが、
 自分ではハードルが高いと感じている方向け。

資金使途

買収費用

再生費用

500 万円～2000 万円

500 万円～2000 万円

金額

２－B：
集めた資金で事業を
買収・運営し、配当
する。

業務委託費
＋
配当

買収および
買収後の実務 買収

（株主）
利益を
還付

融資

出資 配当

返済

その他
出資者

その他
出資者

その他
出資者

その他
出資者

※本資料の著作権は株式会社 M＆A インベストメントに帰属し、
　また秘密情報として取扱いを行います。
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支部長活動・役割について有限責任事業組合内の動き

組合員候補
の発掘 

広報活動 協力機関
の発掘

経営企画
および
意思決定

（P10参照）

・買収予定案件の決議
・改善案提案
・各理事への報告

執行理事会

理事会 支部長

設備リース および
規格製品の生産と
販売委託

【実務全般】
・買収
・経営改善
・法務および財務

株式会社Ｍ＆Ａ
インベストメント

リース料・販売利益

本事業組合の理念に共感していただける方に
向けた広報・および協業等の調整。
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事業改善の実績 ＜２＞事業改善の実績 ＜1＞
「医療系機器の運送会社」

2年後の事業リターン（再生後）
：320万円（64％・単年）

個人事業主で特殊運送業を営んでおり、最初は資金繰りおよび
財務顧問の相談で来店。当時の代表は信用情報もブラックであり
資金繰りが続かず、また事業もマーケティング不足、外注先への
発注における契約方式などで、運営状態が健全ではない上に、
ファクタリング（年利 240％に相当）に手を出していた。
 
法人を新設し、弊社から取締役を招聘して上記の問題を解決
することを条件に、資本金として 200 万円、短期貸付として
300 万円の、合計 500 万円を拠出。
 
ファクタリングの停止および契約方式の改善により 1年目で
損益はプラスマイナス０（やや黒字）、2期目にて人員および
車両の増設と、外注案件を自社案件にすることで利益率が改善
し、その利益を広告費用等にあてることで、売り上げも増加。
2年目で貸し付け分は回収し、翌年以降は大きくプラスに推移
することが予測される状況。

買収前 → 年商約 1600万円・赤字
事業再生後（2年後） → 年商 3550万円・黒字320万
 

投資額：500万円

3年後の事業リターン（再生後予定）
： 800万円（約133％・単年）

投資額：600万円

京都ブランドで有機栽培を行い、それを販売している農業生産法人。
独自路線からＪＡとの関係が悪く、利益率を上げるための 6次産業化
（収穫した作物を製品加工して販売することで、利益率を上げる）の
妨げとなっていた。
まず、母体法人の株式を 200 万円で約 3割取得し、目先の設備投資
を行い、収穫・加工（サンプル商品）できる体制を整える。
それと並行し、百貨店や商社に売り込みをかけるとともに、いずれ
来る生産体制の増設のため、農業系の組合に委託生産のため接触する
とともに、ノウハウ共有システムを組み合わせる。
上記体制が 2期目に整ったため、追加で 400 万円の出資を行い、
「有限責任事業組合」を設立することにより出資者（組合員）を募り、
その費用で畑と工場を増設し、加工体制に入る。
 
翌年以降の売り上げ予定は約 4000 万円となり、大きな設備投資も
必要ではなくなる。利益率が約 20％なので、600 万円の出資で
約 800 万円の利益を生み出す。

買収前 → 年商約 500万円・黒字10万円
事業再生後（3年目） → 年商 1500万円・黒字0万円
 　　　　　　　　　 （設備投資300万円）

「京都府の農業生産法人」
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産学連携について 産学連携の候補

産学連携型の
人材派遣業への展開
「現在の日本では、非正規雇用による労働者が約 40％」
というデータが出ており、年々拡大傾向にある。
（厚生労働省　「就業形態調査」より）

また、大学等も卒業先の進路を「就職」方向に進めるノウハウは
あるが、起業や独立といったセクター、もしくはそれを視野に
入れた就労斡旋のノウハウがあるとは言い難く、このあたりを
補助する社会的インフラの構築が求められている。

そこで、本プロジェクトにおける「M＆Aのサポート業務」の内、
大きなキャッシュポイントになる「人員の派遣」の部分に関し、
産学連携を行い、弊社が学生に教育を施し、雇用からの業務委託
受注による派遣や、人材バンクへの登録と派遣を通して収益化を
行いつつ、社会的インフラをつくる。

■ 立命館アジア太平洋大学

※ 前頁および本頁は予定です。
　 まだ具体化しているわけではなく、あくまで「候補」ですが、
　 APU 起業学部（通称「出口塾」）を展開している、ライフ
　 ネット生命創業者・現立命館アジア太平洋大学学長の出口様
　 と交友を深め、産学連携方法を探っております。
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業務提携・協力先企業の素案

１：地域金融機関（特に、信用金庫等）

地域金融機関は、
取引先の新規発掘と
既存融資先の継続を、

事業の引継ぎ意向を持つ企業は、
雇用と産業のバトンを引き渡し、

事業運営者（当組合）は、
買収先候補の発掘および事業引継ぎ
と改善費用のファイナンスを行える、

「三方良し」のモデルで展開。

事業引継ぎを行った法人と
シナジーを生む形で
資本業務提携等を結び、
双方にとってプラスとなる
事業連携。

事業を拡大する
＝必要な人材も増える。

地域の産業の受け皿となり、
雇用を生み出す。

資本業務提携などを行い、
より密な連携が行えると尚良い。

< A >

< B >

地域金融機関の取引先（特に融資を実行している先）で、
後継者不足等により事業承継が難しく、貸し倒れになって
しまうリスクがある先をご紹介いただき、事業引き取り。

事業引き取りを行う地区の地域金融機関にて、事業承継
ローン等を活用し、その資金を事業改善・継続に充てる。

２：人材派遣業・リクルート媒体
　　（ハローワークを含む）

３：地場企業のうち、売上・利益が頭打ちな法人

これにより、運送会社＜１＞は新たな収益源と雇用を、
農業生産法人＜２＞は事業において融通の利く運搬体制
を確保でき、安心して増産作業を行える。

（P11 ～ 12「事業改善の実績」に登場した２つの法人を例に説明）■ 事例
生産力が上がった農業生産法人＜2＞の運搬を、
運送会社＜１＞に委託予定。
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SDGs に関する取り組み

SDGs とは 2015 年 9 月の国連総会で採択された
『我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 年アジェンダ』
と題する成果文章で示された、2030 年に向けた具体的行動指針です。
（外務省ホームページより抜粋）

わたしたちは、国連で採択された、2030 年
までに解決すべき国際社会の課題である
SDGs（Sustainable Development Goals）
に貢献していきます。

SDGs の具体的テーマ（1）

１：貧困をなくそう
２：飢饉を０に
４：質の高い教育を
５：ジェンダー平等
８：働きがいも経済成長も
９：産業と技術革新
１０：人や国の不平等
１１：住み続けられるまちづくり
１６：平和と公平
１７：パートナーシップ

これらを、
ボランティアではなく
「本業」に組み込み、
事業ブランディングを
行います！

すべての基本は、
受け皿となる事業体（産業）を
存続させ続けることから始まる！
貧困や飢饉、働きがいや経済成長、さらには不平等の是正などを
行うためには、まずは「その地区に、持続可能な開発に基づく、
受け皿となる事業体（産業）を存続させることが必要です。

株式会社M＆Aインベストメントでは、小規模M＆Aの促進と
その後のサポートという活動を通して、後継者不足などの事情
により廃業される事業の持続を可能とし、更に各地域にこれらの
目標を達成するための基盤となる産業の灯りを絶やさないように
します。



2019

SDGs の具体的テーマ（２） SDGs の具体的テーマ（３）

「生き方の、新たな選択肢」を増やし、
真の平等を達成しつつ、
よりよい環境を目指します！

「M＆A × 働き方改革」をテーマに、
知識と産業を蓄積し、
パートナーシップと公平を実現できる
プラットフォームを！我々が目指す平等とは、

「誰もが、等しくチャンスを与えられる世界」です。

努力をした人間が報われ、努力をしなかった人間の周辺環境が悪くなる
というような「当然の帰結による不平等」の是正を目指すのではなく、
誰もが「成功する機会にふれることができる」という世界を、M＆A
というシステムを通して「人生の新たな選択肢」を提供し、機会を
作り出すことで、持続可能な開発していきます。

この活動を通じて「誰もがチャンスを掴める世界」を少しでも広げ、
平等と産業・技術革新の基盤、住み続けられる町を作ります。

我々は、M＆Aの啓蒙と必要に応じた買収後の経営サポート
という活動を通して、質が高い教育プログラムを拡充させ
ながら、新古の産業基盤を維持し、またそれらを行なった
パートナーの方々をマッチングさせることで目標を達成し、
平和と公平が行き渡る社会の実現を目指します。

同じ志を持つ事業者の方々を一つにまとめ、
産業・技術革新を進めつつ、平和と公平を実現することができる、
ゆとりある社会を目指し、参加者が一丸となって目標達成に向けて
活動するプラットフォームとしての役割を果たします。
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収益シミュレーション資金使途明細 (参考値）

事業買収費用

買収手数料

【買収費用】

【立替金】

【事業改善費用】

その他雑費（法務費用含む）

合計

ホームページリニューアル

バックオフィス整備

広告宣伝費（紹介料含む）

設備購入等

合計

登記費用

ホームページ作成費用

LP作成費用

合計

総計 40,000,000

運転資金（1年分）

15,000,000

3,000,000

2,000,000

20,000,000

1,200,000

3,000,000

2,000,000

8,190,000

5,000,000

19,390,000

60,000

330,000

220,000

610,000

※ 単位：円・税込み。40 万円 ×100 口＝4000 万円
本数値計画ですので実質的結果や数値を保証するものではありません。
参考数値として捉えていただき、本実行プログラムは理事会にて決定して
いただくことになります。
不足分に関しては、各運転資金・整備費等の【事業改善費用】から拠出します。

※ 上記は 1500 万円の案件を事業引継ぎし、再生が成功した場合の想定数値です。
　 案件が見つからないなどの状況によって変更の可能性があります。
　 また、再生 2 期目で利益率 30％の黒字転換化、を想定して数値を作っております。

事業買収

手数料・雑費

改善費用

合計

売上

利益

運営手数料（20％）

調達

上記買収費用等

配当

差引収支

差引CF

1年目 2年目 3年目

15,000,000

5,000,000

0

0 0

0

6,000,000 300,000

9,100,000

0

1,000,000 30,000,000 72,000,000

9,000,000 21,600,000

0

22,000,000

3,900,000

0

100,000

6,100,000

9,900,000

10,800,000

8,800,000

9,100,000

15,800,000

25,920,000

1,020,000

1,020,000

22,600,000

36,000,000

12,380,000

12,380,000

26,000,000 14,000,000 0 0 0

24,000,000

50,400,000

14,020,000

1,800,000 4,320,000

2,000,000

22,000,000 6,100,000

4年目 5年目

0

0

0

1,020,000

6,000,000

100,000,000

30,000,000 42,000,000

0

0

0

前年差引CF 100,000 8,800,0000 1,020,000 12,380,000

12,380,000

8,400,000

差引収支 0 10,800,000 25,920,000 36,000,000 50,400,000

140,000,000

買収先損益（1500万円の事業買収案件の場合）

組合内会計

1 年目 65口
2年目 35口

諸経費並びに繰越資金
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※ 次頁へ続く

理事募集要項

※ 上記はあくまで予想です。
　 実際の配当率は、事業の再生状況によって変化しますので、あらかじめご了承ください。

60％～ 120％

予定配当計画（1年目参加・単位：円・10年分）
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目～10年目

15％ 30％ 50％ 60％

60％～ 120％

予定配当計画（2年目参加・単位：円・10年分）
1年目 2年目 3年目 4年目 5年目～9年目

15％ 20％ 50％ 60％

■ 利益配当（予想・5年分）

� 口 �� 万円　最大 ��� 口

よくある質問と回答（Q＆A）

Q２：「有限事業責任組合」はファンドですか？
出資者（組合員）を募集し、配当を行うという意味では似ていますが、違います。
有限責任事業組合では、金融商品取引法に抵触しないよう「組合員が何らかの形
で事業に関与しなければならない」という規則がございます。
もちろん、お忙しい場合などは委任状に代えての理事会出席等も認められますが、
可能な限り「純粋な投資」としてではなく、「事業内容に共感・理解」をしたうえ
で、メンバーの一人としてご参加ください。

Q１：「有限事業責任組合」ってなんですか？
有限責任事業組合（通称「LLP」）とは、有限責任事業組合契約に関する法律に
基づいて組成される「権利能力なき社団」です。
株式会社や合同会社のように、「複数の人間が出資し、持ち分を保有することが
できる」という点は同じですが、有限事業責任組合では「出資者が組合員となり、
事業の経営や進行に、理事会参加といったような形で皆が関与する」という特徴
があります。

Q３：なぜ、わざわざ「有限責任事業組合」を使うのですか？
株式会社や合同会社等に比べ、「運営における内部設計」がしやすく、また
「税制が有利である」ため、本仕組みを採用しております。
「運営における内部設計」、規約や配当率に関しては、合同会社と同じように
運営者が「規約」という形で定めることができます。
また、配当に関しては「パススルー課税」と呼ばれる、「有限責任事業組合には
課税されず、配当を受け取った個人・法人にて課税される」という特徴から、
余計な税金を支払うことなく、利益を最大化できるというメリットがございます。

Q４：組合への参加は、法人でも可能ですか？
可能です。
ただし、提出いただく書類や手続きについて、個人の時とは異なりますので、
もし法人での加入をご希望の場合、手間が増えてしまいます旨、あらかじめ
ご了承ください。
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ご一読いただきありがとうございました。

※ 次頁からの続き 本概要書は「つながる未来へのバトン有限責任事業組合」における
理事会および事業概要を説明するためのものであり、投資を推奨・
勧誘するものではありません。

また、記載されている売上予想やシミュレーションについては、
計画ですので実質的結果や数値を保証するものではありません。
参考数値として捉えていただき、本実行プログラムは理事会にて
決定していただくことになりますので、その旨、あらかじめ
ご留意・ご理解ください。

���� 年 � 月 � 日、プレスリリース配信およびコロナ禍の情勢等を
鑑み、以下の通り概要書を改訂しました。

注意点

概要書改訂記録

１：一部、写真の差し替え
２：P�、P�、P�　文面の追加・追記（大きな内容に変化はありません）
３：P��　予測経営数値を修正。文面を補足追加。
４：P�� ～ P��　「業務提携・協力先企業の素案」を追加（� ページ）
５：P�� ～ P��　よくある質問と回答（Q＆A）を追加（� ページ）
６：上記変更に当たり、ページ数などが移動

よくある質問と回答（Q＆A）

Q５：組合持ち分の途中売却や譲渡は可能ですか？
組合規定に基づいて可否が決まりますが、我々が運営する有限責任事業組合に
おいては、原則不可とさせていただいております。

Q６：有限責任事業組合の加入における注意点はありますか？
いくつかございますので、列挙させていただきます。

１：組合員は参加の証明として「登記」される
　　→法務局にて株式会社や合同会社の取締役のような形で登記されます。

２：事業計画・概要書はあくまで「計画」である
　　→確実な売り上げや利益を保証するものではありませんのであらかじめ
　　　ご了承ください。

３：出資（組合員）持ち分は、いかなる時も返金されない
　　→元本保証等を行うと「金融商品取引法」違反となってしまいます。
　　　出資（組合員）いただいた資金は、絶対に帰ってこない、という点を
　　　あらかじめご了承ください。

Q７：出資（組合員）して参画した有限責任事業組合が赤字・
　　　倒産した場合どうなるの？
「有限責任」の文字通り、組合員の方が違法行為等を行って損害請求された
場合を除き、「出資（組合員）持ち分として出していただいたお金が、最悪
� 円になるだけ」という形でリスクが限定されます。
また、有限責任事業組合の場合、「赤字が出た金額も組合員で配当として分配」
されるため、ほかにご所得がある場合、そちらの利益と合算し、税金の還付を
受けることもできます。

Q８：存続期間が終わったらどうなるの？
組合規定に基づいて決まりますが、我々が運営する有限責任事業組合の場合、
「資産を持ち分に応じて分配し、原則解散」となります。
負債がある場合、出資（組合員）には引き継ぎませんのでご安心ください。


