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要約 

日本経済はいま瀬戸際にいる。2007 年リーマンショック、2011 年東日本大震災という未曾有

の経済危機に直面してもなお、高成長を遂げている企業がある。それがベンチャービジネス

(VB)である。日本の経済を活性化している VB の例は、楽天、ユニクロ、Dena(モバゲー)と、

数を挙げればきりがない。さらにこのような成功例の他にも、日本が誇る大学機関に眠る潜在

成長力はまだまだ十分にある。(図)このように、日本の産業は、「技術はあるが営業で負け

る」といった事態に陥っている。この自体を打開するには、アイデアを持ち、世界に向けて発

進していけるようなきっかけとなる企業、すなわちベンチャー企業が必要だと考える。 

 

 以上のような問題意識に立ち、本稿ではベンチャー企業の活性化のために必要な政策を提言

する。本稿の結論は、日本のベンチャーキャピタルの投資を阻害している要因を取り除くた

め、ベンチャーキャピタルの繰越欠損金の所得制限を撤廃したうえで、法人事項税率を約１

５％（世界標準）引き下げるというものである。実証分析の結果、繰越欠損金については繰越

期限は期限を設けず、所得制限を外すことが、VC 投資を活発化し、これらが VB 市場の活性

化につながるということに加え、法人実効税率の引き下げをするとベンチャーキャピタルの

キャッシュフローが増えるとの試算が得られた。その結果、二通りの経路により、ベンチャー

ビジネスの投資が増えることが推定できた。１つ目は、キャッシュフローの増大が、直接的に

利益を増やし、投資を促進させる効果である。２つめは、キャッシュフローの増大が、ベン

チャーキャピタルの内部留保を増やし、後に論じるように、内部留保の増大そのものが将来の

投資を促進するという経路である。これは、NEW VIEW という考えに基づくものである。 

  

以上のような結論に至った経緯を説明していく。まず第１章では日本のベンチャー企業が不活

発である原因を、ベンチャー企業の生命線ともいえる資金調達面の制度が未熟であることを指

摘している。さらに、ベンチャーの活発な欧米で主要な資金調達先として機能しているエン

ジェル投資家とベンチャーキャピタルが日本では少ないことを挙げた。２章ではエンジェル投

資家が少ない原因を日本人の金融リテラシーが低く、リスクを正しく認識できていないからと

し、確定拠出年金制度を利用した金融教育を通じてそれを改善することができないかを検討し

た。その結果、現在の日本では教育による投資増大の実現可能性は低いことが判明した。その

うえで、３章では、ベンチャー企業の資金調達先としてベンチャーキャピタルの潜在投資需要

があることを示すために、日本のベンチャーキャピタルの問題点について考察した。それによ

りベンチャーキャピタルの投資が少ないのは資金不足が原因ではなく、リスクを取るのを避け

て積極的な投資を避けているからということが分判明した。有効な技術が潜在的に存在する状

況にもかかわらず、ベンチャーキャピタルがリスクを取らずに投資を控えている状態となって

おり、これは非常に問題であるという意識の元ことを示した。４章ではベンチャーキャピタル

の投資を増加させるために、現行の繰越欠損金制度と法人税率の高さが問題であることを示し

た。また、日本の法人実効税率が諸外国と比較して極端に高いことを指摘した上で、法人実効

税率の引き下げがマクロ投資、ベンチャーキャピタルに与える影響について考察した。これら

の議論に基づき、５章では、パネルデータ分析を用いながら上に述べたような政策提言を行っ

た。 
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はじめに 

日本経済はいま成長と衰退の瀬戸際にいる。2007 年のリーマンショック、2011 年の東

日本大震災の影響を受け、経済はマイナス成長、失業率も増加している。しかし、その一

方で、高成長を遂げている企業がある。それがベンチャービジネスである。日本の経済を

活性化しているベンチャービジネスの例は、楽天、Dena、ミクシィと、数を上げればきり

がない。さらにこのようなネット産業の他にも、日本が誇る大学機関に眠る潜在成長力は

まだまだ十分にある。(図１)しかし、今の日本は「技術はあるが事業で負ける」といった

事態に陥っている。つまり、世界に向けて発信すべき技術を持っているにも関わらず、ベ

ンチャーの起業が大変少ないということである。この事態を打開し、日本の持続的成長を

促すために、ベンチャー企業を育成する政策が必要であると考えた。 

 

 

 

図 1  日本の VCの潜在成長力 

 
 

 

 

 

本稿ではベンチャー企業（以下 VB）育成を阻害する要因として、ベンチャー企業の資

金調達が不十分であることに目を向けた。これを解消する手段として VB へ投資を行って

いる、個人投資家・VC に注目し、以下 2 点について検証した。①投資家に対して投資教

出典 平成 22 年度情報通信

白書 
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育を行い、投資を促進させる ②ベンチャーキャピタル（以下 VC）に VB への投資を促

進させる。その上で、本稿では VC により VB への投資を促す政策に焦点を当てた。VC

とは VB への投資を行う専門企業である。欧米では盛んであるが日本の VC は規模・数と

もに少ないのが現状である。また日本の VC は内部留保が多く、効率的な投資が行われて

いないことも問題点としてあがった。そこで VC が効率的な投資を行い VB の活性化の一

助となるために、2 つの政策提言を行う。１つ目は VC の追うリスクを軽減し、投資を促

進するために繰越欠損金制度の改革を提案する。2 つ目は、VC のキャッシュフローを増

大させ、VB への投資を促進させるため、優遇税制として VC に特化した法人税の減税を

提案する。以上 2 つの政策により、VC の投資を活性化させ VB の発展につなげることを

本稿では示した。 

  

本稿の特徴を以下に示す。 

① VB への投資促進という先行研究の少ない分野において、VB への投資主体である投資

家・VC の二者について検証を行い、VC という最良の選択肢を示したこと。 

② 繰越決算制度の改革を提案するに当たり、個別の VC の財務諸表にあたり現行制度に

おける損失の試算をおこなったこと。 

③ 法人税の制度改革を提案するにあたり、諸外国の法人税と VC の投資額のパネルデー

タを用いて分析し、法人税引き下げが VC 投資額に与える影響を分析したこと。 

 

以下、本稿の構成について説明する。 

第一章では日本において VB の育成が阻害されている要因と VB の資金調達先について述

べた。第二章では VB の資金調達先の一つである個人投資家に目を向け、投資家教育につ

いて述べた。第三章ではもう一つの VB の資金調達先である VC について述べ、VC の VB

への投資に関する問題点を示した。第四章では三章を受けて、VC の投資環境の制度的な

問題点を述べた。第五章では VC を取り巻く問題点を解消するため。繰越欠損金改革と法

人税改革の政策提言を行った。 
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第1章 ベンチャー企業の活性化を目

指して 

第1節 起業を阻害する日本固有の要因 
 

日本のベンチャービジネスが不活発である原因はどこにあるのだろうか。 

2011 年度中小企業白書でのアンケート調査2によれば、起業するまでを起業を考え始

めた段階及び起業を決心した後の段階に分けると、起業を考え始めたきっかけとして

は、「事業化できるアイディアを思いついた」という回答がもっとも多く、起業を決

心した後の段階では、「資金面のめどが立った」がもっとも多い。また、起業時と起

業後で中心的な課題が変化することが述べられ、最大の課題は起業時には「資金調

達」、起業後では「質の高い人材の確保」であることが述べられている。ベンチャー

企業への投資は高いリスクを要するため、リスクを積極的にとる主体が必要になる

が、日本ではいまだにそのような主体が育っておらず、そのことが起業を阻む主要な

条件となっていることが予想される。先述の通り、日本のベンチャー企業数は国際的

に少ない状況にあり、日本の起業環境には資金調達の面で問題があるといえるのでは

ないだろうか。 

第2節 ベンチャー企業の資金調達先 
 ベンチャー企業の資金調達方法は、公的・民間助成金の利用、金融機関による融資

の利用、およびエクイティ・ファイナンスである（中村、2008）。 

Bygrave and Timmons(1993）は、成長ステージごとに重要な資金調達先は異なるとし、ベ

ンチャー企業の成長過程をスタートアップ期（起業前 5 年間と起業後 5～10 年間）・急成長期

（スタートアップ期終了から株式上場まで）・および安定期（株式上場からの約 5 年間）とい

うように分けると、スタートアップ期には助成金・補助金、政府系開業融資、自己資金、エン

ジェル資金が重要であるが、起業時から社歴の把握がある程度できるようになると、VC や金

融機関などからの融資に比重が移るとしている。 

 そもそも、ベンチャー企業は社歴が存在せず、投資先としてリスクが高いので、銀行や

一般の投資家からは敬遠されがちである。ベンチャー企業に対して銀行は、あくまで期日

までの債務の返済を要求する債権者としての役割が強い。神座（2005）は、収入が不規則

であるベンチャー企業にとって、定期的な利払いや元本の返済を要する銀行は不向きであ

                                                      
2 2010 年 12 月、（株）帝国データバンクによる調査、起業の経緯をアンケート調査し第 1 位
を 3点、第 2位を 2点、第 3 位を 1点として計算した。 
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るとしている。また、ベンチャー企業の成績は、基本的に銀行の経営に影響を与えないの

で、銀行側がベンチャー企業の経営のサポートをするインセンティブは低いといえる。 

 一般的にベンチャービジネスが日本より活発であるといわれる欧米のベンチャー企業の主要

な資金調達先として、友人や親戚等の他に、個人投資家（エンジェル）とベンチャーキャピタ

ルが挙げられる。しかし、後の章で検討するように、日本は欧米と比較してこの２つの投資額

が非常に少なくなっている。 

  

前述のように、ベンチャー企業を支援する個人投資家はエンジェルと呼ばれ、富裕層と専門

職業者が多い欧米ではよく見られる。松田（2005）によれば、単なる出資家であるだけでな

く、専門家としてのネットワークや事業推進の経験や知識をもってベンチャー企業の運営に助

言する機能もある。アメリカのAngel Capital Association(ACA)のACAの会員を対象にした調

査によると、2007年にはACAの標準的なエンジェルグループは1グループあたり42人で構成さ

れ、平均すると1グループにつき年間約7.3件の投資件数、(を行っており、1グループあたりの)

投資額は年間194百万ドルである。またニューハンプシャー大学による報告によると、2010年

第1・第2四半期に活動したエンジェルの総数は約12万4千900人である。一方日本におけるエン

ジェル投資家数ははっきりとは把握されていないものの、数千人から1万人ほどといわれてお

り、ベンチャー企業の資金調達先として重要な位置を占めているとは言い難い。では、なぜ日

本ではエンジェル投資家が浸透していないのだろうか。次章では日本における金融教育制度の

視点からその点を検証することにする。 
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第2章 社会人教育による個人投資家

育成の実現可能性 

第1節 日本の金融教育の歴史 
 

本章では、ベンチャー投資を担う主体として、個人投資家の投資量を増加させることが

できないかについて検討する。既に述べたように、欧米ではエンジェル投資家という個人

投資家がベンチャー企業へ投資する主体として存在しており、ベンチャービジネスを支え

ている。しかし、日本のエンジェル投資家は極めて少ないのが現状である。この理由はい

くつか考えられるが、そのうちの一つとして日本人がリスク回避的であることが挙げられ

る。同じ問題は日本人の資産運用にも見て取ることができる。日本人のこの性向を、教育

を通じて大きく改善することができるならば、副次的な効果として積極的にリスクをとる

エンジェル投資家の増加を達成できる可能性がある。 

 

そもそも、なぜ日本人の金融リスクへの理解度は低いのであろうか。これは、単なる国

民性の問題でかたづけることはできない。終身雇用制の下で貯蓄を重視してきた形成して

きた日本人は、資産運用に関する知識が乏しく、金融商品3をめぐるトラブルが絶えなかっ

た。簡単に日本の金融教育の歴史を振り返ってみよう。戦後間もない 1952 年に発足した

貯蓄増強中央委員会を中心に金銭教育の普及が図られたが、この主眼は専ら貯蓄の奨励に

あった。当時の日本政府は特定産業に集中投資する傾斜生産方式を採用しており、貯蓄に

よって集められた資金を配分していた。これは、銀行が預金者から集めた資金を特定産業

に注入するという間接投資主体の教育であった。 

このように、貯蓄奨励型の金融教育を受けてきた日本人は資産運用における金融リスク

を認識する機会が少なかったといって差し支えないだろう。１９９７年の金融ビッグバン

による金融自由化後に登場した様々な金融商品は家計の資産選択の幅を広げたが、実際、

その資産選択行動はあまり広がっていないとされる。日本では安全な資産運用の方法とし

て、未だに銀行預金が資産運用において高い比率を占めているのが現状である。 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
3 以下、金融商品に関する記述は新保恵志『金融商品とどう付き合うか』岩波書店、2008 年、
一、二章に依拠する。 
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図 2 各国の種類別資産保有率 

 
 

内閣府 HPから作成 

このような時代の趨勢から、政府としても国民の金融リテラシーの向上の必要性に迫ら

れ、近年様々なプログラムが実施されている。金融経済教育懇談会4『金融経済教育に関す

る論点整理』（H１７）には 

バブル崩壊後今日に至る経済・社会の構造変化や、これに伴う金融環境の変化には著し

いものがあり 

① 経済全体として、従来の右肩上がり経済が期待できなくなっている一方、高齢社会の

到来により退職後の人生が長期化していることや、従来の終身雇用・年功制といった雇用

形態が大きく変容している中で、個人が金融資産の運用について、多様な選択肢から自ら

の責任で意思決定する期間・機会が人生の中で格段に増加している。 

② ペイオフ解禁に象徴されるように、銀行に預けてさえおけば 100％安心という時代では

なくなった一方、様々なリスクとリターンの可能性を含んだ金融商品・サービスの多様

化・高度化が、ＩＴ化を含めた販売チャネルの多様化を伴って急速に進展している。 

③ そのような中、一般には個人が情報をうまく利用して利便性・価値を向上させる機会

が増大する一方、なかには金融商品の持つリスクに気付かず、騙されて損をする事例も生

じている。このような変化は、個人の人生設計に大きな影響を及ぼしつつある。適切な情

報にアクセスし選別する能力の格差が、社会的分配の格差にまで結びつく状態が生じてい

る。 

とある。このような時代の変化に日本人の意識が追い付いているとは言い難い状況が続い

ている。 

第2節 「貯蓄から投資へ」の転換 
  

貯蓄を投資に向けることは、今や老後の生活の質にも密接に関連する事柄になりつつあると

いえる。年金だけでは老後を乗り切ることは難しいという試算がある。新保（２００８）

によると、インフレや増税がないという条件で、１９５６年生まれ、夫：月給 37 万円。

                                                      
4「利用者のライフサイクルに応じ、身近な実例に即した金融経済教育の拡充」をうたった「金
融改革プログラム」の趣旨を受け、３月３日以来、７回にわたり金融経済教育のあり方につ
いて議論を行ってきた。 金融庁 HP より引用。 
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６５歳で定年退職。妻：専業主婦の夫婦が８０歳まで生きると仮定したところ、夫と妻の

公的年金による収入合計は 4180 万円となるが、総務省の全国平均一世帯における消費支

出を用いて計算した支出額は 6666 万円であり、貯蓄が 2526 万円もの貯蓄が必要になる。

銀行預金のみで適切に運用した場合の貯蓄額では 710 万円もの貯蓄不足になることが試算

されている。これが一般的家庭において想定される状況であるので、日本全体としては慢

性的な老後の貯蓄不足に悩まされることが予測される。さらに、近年の日本経済の低迷や

平均寿命の上昇を鑑みると事態はさらに深刻であることがわかる。 

では、５０％を占める銀行預金に代わる金融資産の運用先として何が適切なのであろう

か。そもそも、投資というのは長期的な視点で見ると大きなリターンが期待できるのだが、

リスクを適切に判断できない状況下では自己の金融資産を運用する先として選ぶことを控

えられる傾向にある。投資家は株式投資のリスクを過大評価し、避けている場合が多いの

であろう。しかし、株式などの危険資産を適正に組み合わせることができれば、単体で購

入する場合に比べ、リターンの期待値をそのままにリスク（分散）のみを低下させること

が可能である。現状の金融知識が乏しい状態だと、リスクを正しく判断することが出来ず

に資産配分が非効率になっている可能性がある。日本人が「安全」資産である銀行預金の

一部を適切な形で「危険」資産への投資に向けることができれば、この恩恵を享受し、貯

蓄額を増加させることができることを意味する。 

このように、過去の貯蓄型のモデルが現在の状況に合わないのは明白であり、国民全体

の金融リテラシーの向上は時代の要請であるといえる。 

また、金融教育懇談会では、金融教育を受ける主体を、ライフステージをもとに①初等

中等教育段階と②社会人・高齢者段階の二つに分類している。これは、我々の認識とも合

致するものである。このうち、初等教育に関しては効果が出るのはかなり先の話であるた

め、ここで議論するのは早計であろう5。一方、社会人、高齢者段階への金融教育への実証

研究は数多く出されている。 

よって、本章では②の社会人・高齢者段階の主体を対象とする金融教育について考察す

ることにする。 

 

第3節 確定拠出年金制度を用いた社会人向け

金融教育 
 

金融経済教育懇談会『金融経済教育に関する論点整理』（H１７）によると、現在の社

会人・高齢者教育の主な機会としては、確定拠出年金6の導入時研修、企業従業員対象の研

修、各種団体・メディア・金融機関主催のセミナー、マネー誌などの記事などが挙げられ

る。とある。また、金融育における先駆的な論文である Bayer, Bernheim and Scholz

（1996）と Bernheim and Garrett（2003）は確定拠出年金に関するセミナーへ参加と貯蓄

率の関係を定量的に示している。また近年では日本でも北村，中嶋（２０１１）など確定

拠出年金に関する報告が多く発表されている。 

 

確定拠出年金とは、加入者(従業員)が掛金と積立金の運用を行うタイプの企業年金であ

る。加入者は預金や株式投信などで構成される商品メニューの中から運用商品を選択する。

資産運用には一定の知識や情報が必要であるため，企業は加入者に投資教育を行うことが

                                                      
5 日本の初等教育における金融教育水準も、低いと言われている。 
6．北村 智紀，中嶋 邦夫『確定拠出年金への加入で家計の株式投資は増加するのか？』ニッセ
イ基礎研究所 金融研究部門・年金総合リサーチセンター、2008 年より引用。 
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定められている。これは、加入した各人がリスクを取り、資産を運用しなければならない

点で従来の給付型年金と大きく異なるものである。金融経済教育懇談会（2005）は，金融

経済教育により，家計が自ら運用する資産のリスクとリターンを的確に把握し、それぞれ

のライフスタイル・ライフステージに応じて主体的に資産運用を行うようになれば、「貯

蓄から投資へ」の流れも結果として加速されるものと期待されるとしている。また、社会

人向けの有用な金融経済教育の機会として、 この制度をその候補の一つとして挙げてい

る。確定拠出年金制度を、社会人向けの金融教育の場として認識しており、その意味にお

いて重要度が高い。そもそも、この制度はアメリカで先行して実施されていた制度であり、

同国ではすでにこの制度をベースにした企業による従業員向け投資教育がかなり一般的な

ものとなっている。従業員に対する投資教育を企業が充実させてきたのはそれが企業に

とっても大切なものであるからであり、当然従業員の知識向上そのものを目的にするもの

ではないし、副次的な効果を狙ってのことであった。 

確定拠出年金のように従業員がその内容を選択できる場合、一定の掛け金を拠出する企

業側にとっても従業員にその制度内容を把握し、統計的知識に基づき正確な判断をしても

らう必要がある。また、投資教育によって企業年金へ参加してもらうことで、年金運用に

対する支援を通じて企業に対する忠誠心が高まるといった効果も期待される。 

 

 確定拠出年金への加入による金融リテラシーの向上については、上述の通り多くの実証

分析がある。以下にその効果をまとめておく。 

確定拠出年加入者に対する金融教育の機会として、加入した際の説明の他に定期的な講

習会などの継続教育が挙げられる。北村（２００９）では、加入者が資産運用に関する適

切な知識が不足していることが確定拠出年金加入者における株式への配分が低い要因の一

つと考え、継続教育により知識を高めることで、株式への配分が高まる可能性を検討し、

そうした知識や理解の不足を補う手段としての継続教育の効果について、統制実験

（controlled experiment）を使って分析している。この分析により、確定拠出年金の加

入者に対して投資教育を継続することで、今後の株式への配分が増加することが確認され

た。さらに、継続教育の効果は、現在の株式への配分が低いものほど効果が大きいとして

いる。Bayer, Bernheim and Scholz（1996）は継続教育の手法によっても得られる効果の

程度は変化すると指摘しており、パンフレットの配布などでは統計的にほとんど有意な結

果は見られなかったのに対し、継続的にセミナーへ参加したものは株式の配分の変化が大

きいとしている。さらに、確定拠出年金の継続教育は受講者へ老後の準備を考え始める機

会を与えたことで、資産運用を通じて老後の資産を蓄えることの必要性を認識させるなど、

株式に対する知識の増加以外の副次的な効果も変化の要因として挙がっている。 

第4節 日本の確定拠出年金制度は金融教育の

場として機能しているのか 
  

上記の実証分析が示唆する重要な点は、投資教育の効果は、確定拠出年金の運用の仕方

に大きく依存するということである。加入から運用方法までの多くが従業員サイドにある

場合は、投資教育の効果をある程度見込むことができる。しかし、それには、頻繁にセミ

ナーを開催し、一定水準以上の統計的知識を教え込むなど、ある程度強制力を伴った密度

の濃いものでなければ高い効果は期待できない。つまり、単に確定拠出年金加入者が増え

たからと言ってそれが加入者の金融知識向上につながるとは考えられないということであ

る。確かに、日本でも確定拠出年金の導入に伴い、その加入者数は年々増加の傾向をた

どっている。（以下のグラフ参照）しかし、日本の場合企業型はほとんどの場合が自動的

に加入で、企業から与えられた少ない選択史から運用形態を選択し、その後はほとんどそ
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の配分を変化させないというような形態が多くみられるのが事実である。 

 

図 3 確定拠出年金加入者推移 

 
さらに、図３を見てもわかるように元本保証型がその多くを占めており、日本版の確定拠

出年金は、単に縮小する公的年金に代わる老後の資産の積み立てる場としての性格が強く

なっていることがわかる。また、日本の確定拠出年金を定める確定拠出年金法はいわゆる

努力規定であり、提供する教育内容やその頻度は企業側に任されている。そのため社員に

継続教育を施しているのは一部の企業に留まっており、その内容も初回以降は教育 HPな

どを用意し学習は社員の裁量に任せている場合が多い。このような状況を鑑みる限り、日

本における、投資教育の場としての確定拠出年金制度は一部形骸化していると言っても過

言ではない。 

 

図 4 日本の確定拠出年金内訳 
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図 5 アメリカ合衆国の確定拠出年金内訳 

 
 

第5節 確定拠出年金制度の教育機能の形骸化

とその要因 
 ここで、確定拠出年金制度の教育機能がなぜあまり機能していないかについて、日本固

有の構造的問題を考えることにする。 

トヨタの事例：確定拠出年金導入に関するトヨタのレポートによると、総従業員 78080名

のうち 58568名が加入しており、当企業に関して言えば普及している。しかし、その導入

の要綱には「公的年金縮小への備え」と明記してある。導入に当たり労働組合との交渉が

必要になったが、公的年金の縮小を補うために確定拠出年金導入が必要であることを説明

し、その運用も極力リスクを取らないポートフォリオを組むことを条件に導入に至ったと

いう経緯がある。トヨタでは、入社時にあたる新規加入時に６０分の説明会を実施してい

る。内容は、トヨタと教育機関が共同開発した「わかりやすい」教材で行われている。継

続教育はニューズレターとインターネットホームページの二本立てである。セミナー形式

の継続教育は２００２年に中止された。 

 これより、トヨタが確定拠出年金制度を導入したのは前述のような公的年金縮小に伴う

老後の資産積立の面が大きいことがわかる。また、会社側から、リスクの高い運用を避け

ているという点も重要である。教育も初回導入時のみビデオを使ったセミナー形式で継続

教育としては、各自の裁量でインターネットを使って学習を進められるようになっている。

これは、先述の実証分析に照らし合わせてみても、あまり効果のある（受講者の危険資産

保有割合を高め、ポートフォリオを改善する）教育であるとは言えない。 

 さらにトヨタは、各人のレベルが大きく異なるので、レベルを統一した上での強制参加

のような形式のセミナーを受講するのは無理があり、かといって、レベルごとのセミナー

を随時開講するのは事業主の負担が大きく現実的ではないとしている。 

日本を代表する大企業であるトヨタでさえ、確定拠出年金制度を教育の場としてあまり

活用できていない点から考えて、法律に強制条項を含ませるなどしても、予算の少ない規



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

 1

5 

模の中小企業が独自に強制力を持った教育システムを構築するのは現状では難しいという

のが妥当である。さらに、全国に店舗展開をしていたり、各人の勤務時間が異なることや、

近年正社員が減少していることなどを考慮すると、問題はこの限りではなくなる。 

 

 以上より、投資教育を施すことにより短期間のうちに個人投資家の投資額を一定以上増

加させるのは難しいことが分かった。よって、ベンチャー投資を活性化するためには別の

アプローチが必要となってくるであろう。 
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第3章 ベンチャーキャピタル 

第1節 ベンチャーキャピタルとは 
  

本章ではベンチャーキャピタル（VC）の投資額を増やすことができないかを考察してい

く。将来の見通しが不確定であるベンチャー企業にとっては、積極的にリスクを取って投

資するベンチャーキャピタルの存在が重要となるからである。 

 

議論の前に、一般的なベンチャーキャピタルの定義を与えておく。ベンチャーキャピタ

ル（Venture Capital;VC）とは、中村（2008）によれば、高度な専門知識を必要とする新

規のハイテク志向型ベンチャー企業を対象に、リスクを冒しても株式購入や貸付け等によ

り資金を支援し供給する機関である。 

鶴（2001）によると、VC は、ベンチャー企業への緊密な監査を行う積極的な金融仲介と

して、強力な、また、通常の銀行とは異なったさまざまなコントロール、ガバナンス・メ

カニズムを有している。それは、合資会社（リミティッド・パートナーシップ）の形態を

とり、資金を提供する投資家（リミティッド・パートナー）と運営を行うジェネラル・

パートナーを分けることであったり、また、VC を運営するジェネラル・パートナーの豊

富なベンチャー企業運営に関する専門的経験・知識であったりする。岡室、比佐（2005）

もまた VC の機能として資金調達先としての役割以外に戦略立案機能、ファイナンス機能、

精神的支援、人材支援機能、営業支援機能、経営管理機能など経営支援の面が存在すると

し、VC は経営者の能力を補完する役割を持つと述べている。VC はベンチャー企業のパー

トナーとしての側面もあるのである。また木谷、桂（2010）によれば、海外ではベン

チャーキャピタリスト個人の自己資金の投入が一般的なため、パートナーとしてのインセ

ンティブが日本に比べて直接的であることを述べている。以上より、VC はベンチャー企

業の資金調達先の幅を広げるだけでなく、様々な経営支援を行うインセンティブが銀行よ

りも強いといえる。よってベンチャー企業にとって VC は銀行よりも有効な資金調達先と

いえる。 

第2節 日本のベンチャーキャピタルの現状分

析 
日本のベンチャー企業は国外のベンチャーキャピタルにはない独自の性質を持ってい

る。木谷、桂（2010） によると、VC をクラシック・ベンチャーキャピタルと、起業して

ある程度時間がたってから新規株式上場を果たした際の転売目的で投資するマーチャン

ト・キャピタルの 2 種類に分類される。日本では、分散投資すなわちローリスク・ローリ

ターンの投資を行うマーチャント・キャピタルが一般的である。これは、日本の VC が、
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リスクを取ることを好まない傾向を持ち、リスクの高い起業直後の投資が不活発であるこ

と意味する。忽那（1997）によると、アメリカと比較して日本の VC は①アメリカの VC

の多くが独立系であるのに対して日本の VC には銀行系、証券系のものが多い、②VC の

資金調達源として年金基金からの出資の占める割合が低い、③リミティッド・パートナー

シップ形態が中心のアメリカとは異なり、日本の VC の事業組織形態としては株式会社形

態が多い、といった特徴がある。 

 

現在の日本では VC を通じた資金調達がうまく機能していない可能性がある。木谷、桂

（2010）によれば、日本の VC 投資は残高ベースで約１兆円規模であるのに対し、米国が

28 兆円、欧州における投資規模が 33 兆円であるとし、その格差は大きく、対 GDP 比で

見ても 0.02% と、OECD 平均の 0.2%、米国やカナダの 0.4% に対して 10 分の 1 以下の

水準であるとした。加えてドイツやフランスなどの欧州大陸系の国も 0.1%を超え、先進国

の中で圧倒的に低い水準にあり、今後さらなる投資を拡大する余地があるとしている 。

以上より、日本の VC は潜在能力を秘めており、その拡充を促すような政策的施策が有効

である可能性があると考えられる。 

これより、日本の VC の歴史を概観しながら、日本の VC の投資が低水準のまま推移し

ている要因について考察していく。IT バブル崩壊後、近年 5 年の VC の投資額をみると、

VC の投融資額と VC 社数はともに 2006 年ごろをピークに急激に減少している。アメリ

カ、欧州の VC と比べてみると、その二つの地域は 2008 年度ごろから急激に投資を縮小

させているのに対し、日本の投資の縮小はかなり早い段階から始まっている（図 6 参

照）。 

 欧米の投資の縮小の原因としてはリーマンショックの影響が大きいが、日本の VC の投

資の縮小を論じる際には、別の構造的な要因も同時に考えなければならない。平成 20 年

度ベンチャー白書によると、株式公開後、市場から調達できる資金が急激に減少し、IPO

のメリットよりもデメリットのほうが多くなってしまったために、IPO7を希望するベン

チャービジネスの数も減ってしまった、とある。日本の VC は利益回収を IPO にかなり依

存しており、そのためベンチャービジネスへの投資も控えるようになったのである。 

 

                                                      
7 IPO とは新規株式公開のことで、市場に新たに株式を供給することである。これによって企業は多くの

投資家に株を買ってもらうことができる。そのため一般には資金調達を容易にする。 
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図 6 日本の VC年間投融資額推移 

 
(出所：財団法人 ベンチャーエンタープライズセンター 平成 21 年度ベンチャー白書より作成) 

 

図 7 日米欧の年間ベンチャー投資額の推移（単位：億円） 

 
(出所：日本…日本ベンチャープライズセンター 平成 21 年度ベンチャー白書、米国…NVCA 

Yearsbook2010、欧州…EVCA Yearsbook2010 より作成) 

（1 ドル=106 円、1 ユーロ＝136 円で計算。） 

 

 さらに、日本の VC は、図□からもわかるとおり、欧米と比べて規模が大変小さい。こ



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０１１発表論文 17h – 18th Dec. 2011 

 1

9 

の資金規模の差も、日本の VC の問題点のひとつとして挙げられるところである。しかし

その中でも VC からベンチャービジネスへの投資が少ない原因は、資金不足ではなく積極

的な投資を VC が避けている、という側面が大きいといえる。 

 図 8 は、日本の VC の年間投資実行額とその年度の純資産を比べたものである。どの

VC も投資実行額が純資産を下回っており、ほとんどの VC の投資実行額は純資産の 3 割

にも満たない、というのが現状である。つまり、日本の VC は、持っている資産を積極的

に投資に回しているとは言い難い。これは、もし VC 側にキャッシュフローが増えたとし

ても、それは投資に回るよりはむしろ内部留保として蓄積されていく可能性が高いという

ことでもある。ただでさえ規模の小さい日本の VC の資産は、十分にベンチャービジネス

にいきわたっていないといえる。 

技術はあってもリスクの高さのために資金調達に問題を抱えているベンチャービジネス

にとって、VC のようにリスクを請け負って積極的に投資する主体は非常に重要な存在で

あるにもかかわらず、VC がリスクを取らずに投資を控えている状況は非常に問題である。 

日本のベンチャービジネスの発展のためには、VC がベンチャービジネスに積極的に投

資をしやすい環境を整える必要がある。 

 

図 8 日本の主要 VCの投資実行額と純資産の比較（平成 22年度）（単位：百万円） 

 
（出所：各 VC の財務諸表と投資状況より作成） 

 

VC の投資を活性化させるには、おもに二つ方向性が考えられる。ひとつは、VC がベン

チャービジネスに投資するリスクを軽減するということである。そもそもベンチャービジネス

に投資が行き渡りづらいのは、ベンチャービジネスの性質上どうしても投資のリスクが高いと

いうところにある。それを軽減することで、VC の投資控えを抑制することができると考えら

れる。政策としては、繰越欠損金制度の繰越期間8*の引き延ばしなどが考えられる。 

                                                      
8詳細は後述に譲るが、繰越欠損金制度とは、税務上、損益が生じた場合にその損益を、翌年以降期間が

途切れるまで、課税所得から差し引くという制度のこと。 
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もうひとつは VC の資金力を底上げするということである。前述のとおり、現状では VC は

ベンチャービジネスへの積極的な投資を控える傾向にあるが、資産を拡大することによって投

資額が増えることは十分に考えられる。また、補助的な効果として、海外と比較した際の日本

の VC の資金規模の小ささの改善にもつながる。具体的な政策としては、法人税の減税が考え

られる。 
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第4章  VC の諸問題         

 

３章における考察により、VC の潜在的な投資需要を引き出すことができれば、ベン

チャー企業を活性化することができる可能性が明らかになった。本稿では、現行の繰越欠

損金制度と法人税率の高さが投資を阻害していると考える。本章では両者についての先行

研究や現状について扱う。 

 

第1節 繰越欠損金制度 
 

本節では、繰越欠損金の概念について説明していく。 

企業というものは、すぐに利益をあげられるわけではなく、起業してから当面の間は

赤字が続く傾向にある。繰越欠損金制度とは、そのような企業を救済するための意味合

いが強い制度であると考えてよい。その内容とは、赤字を出した企業は法人税の支払い

を免除されるというものである。それだけではなく、さらに以降 7 年間の間その赤字の

額は繰り越され、黒字を出したときにその法人税支払額から繰り越された赤字額を減額

することが出来る。当然その逆の制度もある。還付法人税である。この制度は、文字通

り、黒字を出したあとの 1 年間の間に赤字を出した場合、黒字計上時に支払った法人税

額の一部を返金してもらうという制度である。 

平成 23 年４月１日以降、東日本大震災の影響を受けて法改正が行われ、繰越欠損金

の繰越期間は従来の 7 年から 2 年延長され、9 年となった。さらに、中小企業9より規模

の大きい会社は、控除限度額を欠損金の 80%にとどめることとなった。このように所得

制限を設ける制度は世界でも珍しい。今回の改正の目的は諸説あるが、この見直しによ

り、財務省の試算では、「欠損金の繰越控除制度の見直し」は、初年度 1,430 億円、平

年度 1,788 億円の税収増が見込まれている。この試算より、今回の法改正は法人税の基

本税率の引き下げに対する軽減措置であろうと推察される。 

第2節 繰越欠損金に関する先行研究 
 

・「我が国の税法に置ける欠損金の繰越制度に関する一考察‐ハイブリッド税法及び国際

比較の視点から‐」山内 進 上田 真士 

 

・「欠損金の繰越控除制度の問題点」田邊 正 2011 年 7 月 

である。 

                                                      
9 資本金の額、出資金の額が 1 億円以下(財務省より)。公益法人。協同組合。人格のない社団等である。 
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上田、繰越欠損金のあり方、国内の現状、海外との比較、が述べられている。この論文

におけるハイブリッド税法とは、諸外国から導入された課税制度を日本独自に修正した税

法を指す。今回のものは、平成 23 年度改正大綱を受けて書かれており、今回の改正は

「原点が看過されている」と考えている。そして、繰越欠損金の本質を 3 つの視点から述

べている。その視点は、武田の「事業年度は人為的に区切ったに過ぎず、欠損金を生じた

場合、繰り越さないと、毎期利益 0 の法人と比べて不合理が生ずる」といったものと、富

岡らの、資本維持説「欠損金は所得金額と総裁されることで、資本維持が図られる」、そ

して山内、上田の公平性・中立性から見た「課税の公平、中立性を維持するために必要不

可欠なもの」とする見方である。これらの視点から、繰越欠損金は永久に繰り越されるこ

とが理論的であり、さらにこれまでの日本における繰越欠損金の様々な改革は、全く一貫

性がなく、説明もないため、意図が読み取れず、上に挙げた「欠損金の本質を無視してい

る」と結論している。さらに、不況時に欠損金をなくすといった、政策税制としての運用

を否定している。海外との比較においても、｢欧米諸国及びアジア諸国の多くの国々で

は、欠損金の繰越期限は無制限ないしは拡大傾向にある｣としている。以上の指摘から、

繰越欠損金は期限無制限とし、所得制限も設けない方がよいと結論づけている。 

 田邊(2011)では、企業会計上の繰越損失と税務上の繰越欠損金の違い、そして原稿の欠

損金制度について説明し、これらを踏まえて、平成２３年度の税制改正における問題点を

検討している。この論文によると、今回の改正は法人実効税率引き下げのしわ寄せである

とし、問題点として、会社更生法及び民事再生法の手続きを受ける法人の場合、債務免除

益に課税される可能性がある点、第三者による資本導入によって事業立て直しを図り、よ

うやく利益体質へ変換した法人への負担が大きくなる点が挙げられている。これらの負の

影響も考慮した上で、筆者は、欠損法人が恣意的に赤字を出している可能性を指摘し、欠

損法人の担税力に着目している。そして、所得制限は大企業だけではなく、中小企業にも

適応すべきであると結論づけている。 

 

1． 独自性 

 今回の我々の論文は、ベンチャー業界の活性化を問題意識として挙げており、その手段

のひとつとして繰越欠損金制度を挙げている。そして、特にベンチャーキャピタル(VC)と

繰越欠損金制度との関係性に重きを置いて論じていることが特徴である。 

第3節 繰越欠損金の影響と国際比較 
  

では、実際にどのくらいの影響力をこの繰越欠損金は持っているのであろうか。 
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図 9欠損法人割合（欠損法人数/申告法人数） 

 
              

 

図９によると、欠損法人割合は 70%前後で推移しており、近年は特にリーマンショッ

クによる影響で増加傾向にあるため、繰越欠損金の操作は 8 割近くの企業に影響を与え

ることになる。実際、多くの企業の税効果会計の詳細に繰越欠損金が表示されているこ

とから、実際に活用されている制度であることもうかがえる。なお、2004 年に一度、繰

越欠損金の繰越期間は 5 年から 7 年に延長されている。 

 そもそも繰越欠損金とは、毎年利益 0 の企業と比べて、赤字と黒字を同額ずつ出した

企業は法人税支払額分損をしてしまうため、これを公平にするべく設けられた制度であ

る。したがって、理論的にはイギリスやドイツのように無限に繰り越すことができる制

度が望ましい。しかし、日本政府は具体的にこのような定義を繰越欠損金に設けておら

ず、繰越期限は度々変更されることがあり、今回のように政策の一環として扱われる場

合もあった。 

以下の 2 つの図表によると、日本を除く先進諸国及び地域のうち、所得制限を設けてい

るのはドイツのみ、期限が無制限なのがイギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア、

香港、シンガポールなどがあり、アメリカは日本の 2 倍の 20 年である。中国は 5 年で

あるが、台湾、韓国は 10 年と、アジア全体でも拡大傾向にある。日本は未だ 10 年未満

であり、世界的な傾向から遅れ気味であると言える。 

出典：国税庁より作者作成 
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山内 進、 上田真士 「我が国の税法における欠損金の繰越制度に関する一考察」より引用、

(著者により)一部修正 

第4節 法人実効税率に関する先行研究 
 

次に、ベンチャーキャピタルに対して法人実効税率を引き下げた場合、ベンチャーキャピタ

ルがどのような影響を受けるかを考える。しかし先行研究として、ベンチャーキャピタルに対

し法人税引き下げた場合、どのような効果がでるか考察したものはない。そこで本稿の先行研

究として、法人税の減税がマクロ経済全体に与える影響を考察した論文を取り上げた。 

 

「法人税改革の経済効果分析」跡田直澄 前田聡子 真鍋雅史 2010 

「コーポレートファイナンスと税制」 国枝繁樹 2008 

 

図表 1． 

 

図表 2． 
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跡田・前田・真鍋の先行研究では法人税の減税による負担の減少が配当・内部留保・設備投資

に与える影響について述べられている。法人実効税率を引き下げることで企業のキャッシュフ

ローが増える。先行研究によると、この増えたキャッシュフローは配当・内部留保・設備投資

に振り分けられる可能性がある。実効税率と配当の関係を見た回帰式において実効税率の係数

が負で有意となった。つまり実効税率が下がると配当が増えるということが示唆されている。

また、内部留保と実効税率の相関関係を見ると、やや負の相関を持っている。しかし、日本に

おいては有意な結果ではなく、明確な関係は示されていない。一方、設備投資と実効税率の相

関関係もやや負の相関を持つといってよい。しかしこちらも有意な結果ではなかった。実効税

率を減らすと配当・内部留保・設備投資に対して、それぞれ影響を与える。しかし、その影響

の与え方は様々であり内部留保と設備投資に関しては、負の相関がみられるものの明確ではな

いことが分かった。一方で国枝の先行研究では内部留保が企業投資の限界的資金源であるとの

見方が示されている。つまり、内部留保が増えれば設備投資が増えることが示唆されている。

以上から、実効税率を減らせば、2 つの経路から設備投資が増えることが予想される。一つは

実効税率の減税が直接的に設備投資を刺激する経路、もう一つは実効税率の減税が内部留保を

増加させ、内部留保の増加が将来的に設備投資を増加させるという経路である。 

また、本稿の独自性はすでに述べたとおり VC に特化した法人税の引き下げを考察する点であ

る。またベンチャーキャピタルでは増えた分のキャッシュフローを設備投資に向けるのではな

くベンチャー企業へと向けることが期待される。そこに先行研究と本稿の大きな違いがある。 

第5節 日本の法人実効税率の高さ 
  

 

近年、諸外国では経済活性化や国際競争力の観点から法人税の引き下げ競争が激化して

いる。法人税の引き下げは企業の負担を軽減させ収益を増やすことにつながり、投資の拡

大も促す。最近の各国の法人実効税率の推移を見ると、欧州やアジア諸国の引き下げが目

立つ。ドイツが 2008 年に 39%から 30%へと大幅に引き下げたほか、中国も 2008 年に

33％から 25％に、韓国は 2009 年に 27.5％から 24.2％に、台湾も 2010 年に 25％から

17%へと引き下げている。こうした中で日本の 40%という法人実効税率は世界平均より

15%も高くなっている。この状況をふまえ、経済産業省は日本企業の競争力低下を防ぐた

め、世界平均の 25%～30％まで法人実効税率を引き下げるべきとの提言を出した。しかし、

今の日本では財源の関係から、世界標準にまで法人税を引き下げることは厳しいのが現状

である。日本の VC においても法人税の負担から不利な競争を強いられていることが予想

される。 

 

図 10 諸外国の法人実効税率の推移 
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（出所） KPMG 資料より作成 
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第6節 法人税の引き下げがマクロ投資に与え

る影響 
  

この節では法人税がマクロ経済、主に企業の投資行動に与える影響についてマクロ経済学の理

論の観点から分析する。 

VC の投資はマクロ投資の一部であり、法人税の引き下げがマクロ投資に与える影響を考え

ることは VC の投資を考える上でも有意義である。法人税を引き下げた場合、様々な経路を通

してマクロ経済に影響を及ぼす。その主な 2 つの経路を挙げる。1 つは、法人税率の引き下げ

は、課税後の企業のキャッシュフロー(=税引後利益＋減価償却費)増大を通じてマクロ投資を誘

発するという経路である。そしてマクロ投資の拡大が、乗数効果を通じて日本の GDP を拡大

させる方向に働く。 

そして、2 つ目は、法人税率は企業の経営費用削減をもたらすという経路である。日本の事業

環境としての優位性低下が軽減されることによって、国内成長企業の海外への移転による、所

謂産業の空洞化を緩和させることが可能である。また、世界の企業に対しても、日本の立地選

択において日本の魅力が増すため、対内直接投資の増加にも繋がっていく。  さらには、こ

れらの動きにより、マクロ投資や雇用者数が増加すると、国内経済の停滞緩和に繋がる。従っ

て、まとめると、法人税率の引き下げは、企業の事業活動の場として我が国の国際的優位性の

低下を妨げ、経済の停滞緩和に資するとされる。加えて近年の一般均衡マクロ動学モデルなど

を用いた最先端の研究によっても、法人税率の変更は、企業の投資額に影響を与えると示され

ている。 

そして現在の世界経済の潮流は、法人税を引き下げて、企業の投資資金を増加させて、成長し

た企業が生み出す GDP の配分を受けた家計から税金を取る方向に動いている。その方が、家

計も企業も政府も資金が潤うからである。日本でも企業投資の増加や国際競争力の強化を目的

として法人税減税を行ってきた。 

ここ 10 年の日本の法人税とマクロ投資に関するデータを見る限りでは、法人税減税は投資に

影響を与えているとわかる。では、日本の法人税引き下げによる企業キャッシュフロー拡大を

通じたマクロ投資への影響について検証していきたい。法人税引き下げによるキャッシュフ

ローの増加は、企業の投資資金または余裕資金を大きくすることにより、日本国のマクロ投資

を拡大させる面がある。現在の財務省の法人企業統計季報のデータによると、ここ 10 年にお

いて日本の法人企業のキャッシュフロー(以降 CF)が＋1%拡大することによって、半年後のマ

クロ投資が＋0.4%上昇するという結果がでている。確かに海外へ投資や内部留保にまわる部分

は大きいものの、キャッシュフローの増大はマクロ投資を増加させることがわかった。 

第7節 法人税減税が VC に与える影響 
 前節では、法人税の減税が経済全体の投資に与える影響について考察した。本節ではベ

ンチャーキャピタル（以降 VC）に特化した法人税の減税の意義について考えていく。 

まずここでは VC への法人税の負担がどの程度であるかを検証するため、VC 最大手で

ある JAFCO の財務諸表から VC にかかる法人実効税率と法人税額を考える。（図 11）法

人税とは企業の利益にかかる税である。そのため法人税を支払っていない年度もあるが、

好景気の際には 50 億円以上の法人税がかかっている。また法人実効税率も 35%～40％を

推移しており、諸外国の VC と比べてもかなり高い水準であるといえる。 
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図 11 ジャフコの法人実効税率と法人税額 

 
 

 

既に述べたように VC は今後に期待のかかる成長産業である。このような潜在成長力の

ある業種に一般企業と同じ水準の法人税をかけることは、経済全体の成長を阻害すること

になる。VC への法人税の減税は成長力のあるベンチャービジネス（以降 VB）への投資を

促すことにつながる。再び景気が良くなる兆しのある今こそ、法人税を下げて VC の負担

を減らし、投資をするインセンティブを与えるべきである。 

ここで VC へ投資をする投資家サイドに立って法人税減税の意義を考えてみる。投資家

は一般に企業の経営状態が改善されれば投資を拡大する。減税により VC のキャッシュフ

ローは増大し、その結果 VC の財政状態や経営成績は改善される。中西（2011）によると

個別の財務諸表を用いることで、税率引き下げ後、当期純利益や純資産がどの程度増加す

るかを投資家は予測することは可能とある。よって、法人税の減税は VC の純資産や純利

益を拡大させ、VC への投資家の投資意欲を刺激することができると考えられる。 

 

次に VC のサイドに立って法人税の減税の意義を考える。内閣府のアンケートによると

法人税減税によりキャッシュフローが増大した場合、一般的な企業のキャッシュフローの

使い道は以下の通りである。 

① 投資にまわす…68.7% 

② 債務の返済に充てる…48.5% 

③ 社員等への給与や雇用に反映させる…37.3% 

④ 預金等として内部に留保する…31.8  % 

アンケートによると投資にまわすとの回答が 7 割近くを占めている。また 6 節で述べた

ように財務省のデータによると、キャッシュフロー(以降 CF)が＋1%拡大することによっ

て、半年後のマクロ投資が＋0.4%上昇する。第一生命研究所によると法人税を 10%引き下

げると経済全体でキャッシュフローを 6.59%増加させることができる。つまり 6.59×0.4

＝2.6%の投資の増加が望める計算になる。これらのデータは VC に特化したものではなく

全企業を対象としている。そのため一概に VC について断定はできないが、法人税の減税

により VC のキャッシュフローが増大し、VB への投資が拡大することは予想される。ま

た 3 章でも述べたように、日本の VC の資金力はあるものの、効率的に資金が投資へま

わっていないという現状がある。VC のキャッシュフローが増加すると、すべてが投資に

まわるわけではなく、内部留保となることが容易に推測される。しかし、近年では設備投

（出所）ジャフコ HP より作成 
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資をするにあたり、企業は外部資金ではなく内部資金をする傾向があることがわかる。

（図 12）つまり潤沢な内部留保が将来の投資を促すと考えられる。このことからも、VC

への法人税引き下げは、たとえその分のキャッシュフローが一時的に内部留保になったと

しても、将来的には VB への投資を増やすインセンティブになると予想される。 

図 12 投資資金調達の内訳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）財務省企業統計より作成 
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第5章 政策提言          

第1節 ベンチャーキャピタルと繰越欠損金制

度 
ここで、繰越欠損金とベンチャーとの関係を明確にする。繰越欠損金の期間が延長され

れば当然ベンチャー企業側が有利になり、さらに今回の所得制限はベンチャーとは関係が

ないため、今回の改正はベンチャー企業にとって朗報であろう。しかし、ベンチャー企業

の重要な資金調達元となるベンチャーキャピタル(VC)に関して言えばどうであろうか。

VC は巨額の資金を有しているため、今回の所得制限の対象になる。財務省の発表による

と、この四半期で経済が回復傾向になっているとあるが、ベンチャー投資はピーク時の

2006 年と比較しても、依然として厳しい状態が続いている。ここで、下の図を参照された

い。 
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図 13 ．年間投資額と投資社数の推移 

  

図 14 年間キャピタルゲインと営業利益の推移 

 
出典:JAFCO 筆者作成 

 

 

図 15 日本国内の年間投資額及び投資先者数 

 
（株）ジャパンベンチャーリサーチ 2011 年 6 月 より引用 
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これらのグラフから読み取れることは、第一に、2004 年の繰越欠損金の改正以降も投資

が伸びているということである。もっとも、繰越欠損金はすぐに効果が現れるものではな

く、これがどの程度の役割を果たしたか図ることも困難であるため、一概には期限の延長

が好景気に一役かっているとは言えない。その後、2007 年に起きたリーマンショックで投

資は沈静化し、2010 年にようやく回復の兆しが見えたが、投資額が増加したとはいえ、投

資社数はほとんど変わっていない事から、まだ回復したとは言い難い。さらにこのグラフ

は 2011 年の東日本大震災の影響を考慮していないため、現状はそう望ましくはないと思

われる。このような厳しい状況下で所得制限を設けてしまうことは VC にとって極めて不

利である。実際、日本最大手の VC である JAFCO は 2009 年度に経常赤字を出しており、

この所得制限の対象社である。 

 

さらに、３章でも述べたように現在の日本の VC の問題点として、欧米に比べて規模が

小さく、銀行系や証券系といった金融機関が母体となり、組織的に運営されており、欧米

と比較して安全思考かつ企業内投資の域に留まっているものが多いという点がある。しか

し、近年 JAFCO(野村)や SBI(ソフトバンク)のように、企業系の大規模の VC も登場して

いるのも事実である。先程も示した通り、VC は民間の投資機関としては特に重要な位置

を占めているといえる。これら大規模の VC こそ、今の日本に必要な起爆剤であることは

言うまでもなく、優遇するべき領域である。 

このことから、繰越期限は期限を設けず、所得制限を外すことが、VC 投資を活発化し、

これらが VB 市場の活性化につながると予想される。VC の負うリスクを軽減することで

投資を促進することを狙うことができる。 

 

 

｢このことから、繰越期限は VB、VC に関して無制限化し、特に VC に関して所得制限

を外すことを政策提言とする。｣以下、所得制限による影響額の試算である。 

 

（具体化…無制限化は VB、VC、所得制限を外すのは VC のみを想定。） 

所得制限を外した場合の試算 

 VEC 調査対象の VC 一覧（全 96 社）より、資本金一億以上の VC を抽出すると、51

社が資本金額を 1 億円以上所有していた。 

 ジャフコの資料によると、日本の VC はおよそ 250 社といわれており、今回のデータ

より、VC 市場の約半数、特に大規模企業に、所得制限は影響を与えることとなる。そし

て、この 51 のうち、損益計算書を掲示していた 11 社の税引き前当期純利益額の総計(赤

字計上額を除く)が、約 9,234 億円となり、このうち 20%の約 1,846 億円が法人税対象額

となり、法廷実効税率を 35%とすると、約 646.4455 億円の負担増となる。この値はどれ

くらい大きいのであろうか。日本の VC 投資額が年間約 1000 億円であり、このことから、

この試算による法人税額は決して小さいものとは言えない。さらに、ジャフコのデータに

よると、IPO 一社あたりの利益は、かなりばらつきがあるものの、平均約 5 億円であるた

め、近年の国内 IPO 数が近年 20 前後であることを考慮すると、この所得制限はかなりの

痛手であるといえるであろう。 
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第2節 VC への法人税減税による効果の実証

分析 
 

本節では実際に VC への法人税を減税した場合、どのような結果が得られるかを考察する。

分析をするにあたり、2000 年~2010 年のアメリカ・日本・イギリス・オーストラリアの

４か国の法人実効税率、VC 投資額、GDP、失業率のデータをとった。VC 投資額を被説

明変数に、政策変数である法人実効税率、法人実効税率以外に VC 投資額に影響を与えう

る制御変数として GDP、失業率を説明変数としてパネルデータ分析を行った 。 

今回は、VC に対してのみ法人税を引き下げる。そのため VC への法人税の引き下げが日

本全体の GDP や失業率に対し、短期で影響を与えることがないと仮定する。 

        

回帰式は 

lnIi,t=Ci,t+ taxi,t+βlnYi,t+εi,t 
とする。 

Where lnI：ベンチャーキャピタル投資(対数値),tax :法人実効税,lnY：GDP（ドル）(対数

値), U：失業率, C：定数項, ε:誤差項、i=アメリカ、日本、イギリス、オーストラリア、

t=2000,2001,‥,2010. 

 

また、データに不均一分散があることを考慮して Heteroscedasticity consistent standar 

error（HCSE)を行った。また、国ごとの個別効果が存在することを考慮し、帰無仮説が

変量効果モデル、対立仮説が固定効果とする Hausman 検定を行った結果、変量効果モデ

ルが支持された。本稿にて行った推定結果は以下の通りである。 

 

図 16 

    C 
係数 -0.39669 2.763986 -0.27287 -42.1665 

標準偏差 0.035156 0.192929 0.104813 4.447438 

t 値 -11.2835 14.32641 -2.60334 -9.48109 

P 値 0 0 0.0132 0 

 
修正済み ：0.791939 

DW 値：0.70222 

 

法人実効税率の世界平均は約 25％である。グローバル化の進む昨今、日本の VC は諸外国

に比べて税制面でも不利な戦いを強いられている。日本の VC は企業数においても投資額

においても欧米と比べて非常に比べて少ない。今後、日本の VC がベンチャー企業を育成

するうえで重要な役割を果たすためには、税制面において諸外国と比べて不利な状況から

脱する必要がある。よって本稿では VC の法人実効税率を世界標準の 25％まで引き下げる

ことを政策提言とする。回帰式より法人実効税率の係数は約－0.4 である。つまり法人実

効税率を 1％下げると、VC の投資額が 0.4％上がるということが示された。法人実効税率

を 25％にすると現在よりも法人実効税率約が約 15%下がることになる。つまり、15×0.4

＝6（%）より VC の投資額は 6%上昇することがわかる。図 17 に示した通り、推定投資
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増加額は年によって異なり 50 億円から 180 億円と幅があるが、すべての年で VB を刺激

するだけの投資の増加が見込まれている。 

 

図 17図 VCの推定投資増加額 

 
                                     

 

                                     

 

また今回は分析できなかったが、法人税引き下げによるキャッシュフローの増大の一部

は VC の内部留保に回されると考えられる。近年では企業は投資の資金調達を内部留保に

よって行う」という New View の考え方が国枝（2008）などで示されている。つまり法

人税を引き下げることで、キャッシュフローの増大が直接的に VB への投資を増やすだけ

でなく、内部留保がふえることにより将来的に VB への投資が増えるということが予想さ

れる。以上 2 つの経路から法人税の減税は VB への投資を促進することが予想される。そ

して、法人税減税を起爆剤として VB への投資を増やすことで、潜在成長力のある有望な

VB が資金を調達し、収益や配当が増えるだろう。すると VB の上場の可能性が高まり企

業価値も上昇する。もし、VB の上場に成功すれば VC は莫大なインカムゲイン・キャピ

タルゲインを獲得する。そうなれば投資をすることへの魅力が高まり、VC はさらに増え

たキャッシュフローや内部留保を VB への投資へと向けるインセンティブを得る。こうし

た投資を促進する好循環の流れが法人税の減税により作られると考えられる。 

 

 

第3節 金融教育再考（補論） 
最後に、本論の流れとは異なることを承知で、誤解を避けるためにあくまでベンチャー

投資を増加させるのに金融教育経路による政策は難しいというだけで、金融教育そのもの

が不要であるというわけではないことを断っておく。 

日本人のリスク回避的な性質は、戦後６０年の高度経済成長モデルの中で国民の無意識

下に貯蓄重視の考えが沈んだことで形成されたものであるので、短期的にそれを修正し、

投資に向かわせることはかなり困難であると考えたほうがよい。むしろ、教育の対象とし

て重点を置くべきであるのは次世代を担う子供達であろう。現状の義務教育課程には自己

日本 VC 協会 HP のデータより作成 
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の資産をどう運用すればよいかに関することは殆ど含まれておらず、これは他国に比べる

と大きく劣っている。社会人になる前に、学生がそのような知識に初めて出会う場は実質

大学ということになるが、経済、商学系の学部を選ばないとそれを学ぶ機会はどうしても

少なくなってしまう。何度も繰り返すことになるが、確かに高金利を約束する銀行へ預け

ることを奨励していた高度経済成長期には、金融知識は一般人には必要性の薄い専門知識

であったかもしれない。しかし、金融市場が複雑化したことで、各人が自分の判断に基づ

き資産を運用することが必要になっている今日では、金融知識はもはや万人に必要な「教

養」であるといえる。現教育制度ではそれを達成するのが難しく、今後の課題となるであ

ろう。 

 

 

 

第4節 おわりに 
 本稿では VB が資金調達をするうえで有望な選択肢である VC と個人投資家について考察を

行った。本稿の考察により個人投資家に対して投資教育を行っても、現在の日本において投資

を促進することは難しいことが示された。投資家教育は将来世代の教育に重点を置くことで成

功する可能性があり、長期の研究が必要になると考えられる。一方、VC に対する考察では VC

の投資環境の問題が浮かび上がった。VC の投資額の少なさ・投資の非効率性などである。こ

の問題点を解決すべく政策提言では繰越欠損金と法人税の改革を提案した。繰越欠損金の改革

では VC のリスクを軽減し積極的な投資を促すことで、投資の非効率性を改善することが可能

である。本稿では、個別の財務諸表を検証することで、現行の制度の問題点を指摘し、改革の

必要性を明らかにした。また、法人税の改革をすることでは、依然として少ない VC の投資額

を増やすことが可能である。本稿の実証分析で法人税の引き下げが VC の投資を促進すること

が示され、改革の意義が明らかとなった。に。今後の課題は、繰越欠損金の改革が VC の投資

行動に与える影響を明確に示すことである。また、VC の法人税引き下げにかかるコストを検

証し実現可能性を検証することも必要になってくる。しかし、これらの課題は残るものの、日

本の VB や VC を取り巻く環境や課題を考察し、今後の VC の投資増大への道筋を立てたこと

に本稿の意義があるものと考える。 
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