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事業会社

 わが国企業は、過去数十年にわたり、リスクをとらない安定経営を継続させており、こ
の結果、収益性の著しい低下を招いている。
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（出所）日本銀行「わが国企業の低収
益性等の制度的背景について」

▼ わが国企業の自己資本比率の推移

（出所）日本銀行「わが国企業の低収
益性等の制度的背景について」

▼ わが国企業の総資本営業利益率の推移

バブル
崩壊



中小企業

 中小企業・小規模事業者は、地域経済において重要な役割を担っており、雇用の７割
弱を生み出している。また都道府県別に見ると、人口密度が低い都道府県ほど中小企
業・小規模事業者の常用雇用者・従業員に占める割合が高く、地域に密着している。

 一方で、中小企業の売上は大企業と比較しても大震災以降の減収傾向が顕著。
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▼ 都道府県別の人口密度と中小企業小規模事業者
の常用雇用者・従業員割合の関係

▼ 規模別・業種別の売上高伸び率の推移
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 日本の開業率・廃業率は米国、英国と比較して低調であり、新規企業の創出が少ない。
 大きく成長するベンチャー企業が少ないため、雇用や経済へのインパクトが限定的。

日本の開業率・廃業率は欧米と比べて低い。 日本では大きく成長するベンチャーが出ていない。

（出所）中小企業白書2012年版

成功例が出にくい挑戦する人が少ない

新陳代謝の面で悪循環

ベンチャー企業①
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 我が国のベンチャー企業の多くは資金調達に問題を抱えており、技術の商品化・製品の
量産化を実現して成長することができていない。

 資金の供給源たるＶＣの活動は欧米と比較して著しく不活発。
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出典：VEC各年投資動向調査

日米欧 ベンチャー投資額のGDP比 （2010年）
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右軸 :  ベンチャー投資額対GDP比率（%）

米国 日本

コンピュータ－・関連機器 ８．３億円 ０．６３億円

通信・ネットワーク ５．１億円 ０．８７億円

バイオテクノロジー １０．２億円 ０．６２億円

クリーンテック関連 １３．０億円 ０．５７億円

業種ごとの１件あたり投資金額の日米比較（２０１１年）
出所：VEC「ベンチャービジネスに関する報告書」、NBCA年次報告

ベンチャー企業②



資金循環構造

 わが国企業の資金循環構造をみると、依然として間接金融が主体。
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（単位：兆円、2012年3月末時点）▼ わが国の資金循環概要

出典：日本銀行「資金循環統計」(2012年9月20日公表値)
年金積立金管理運用独立行政法人ホームページ
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株主と債権者

 事業会社へ資金を提供する主体は、株主・債権者に大別されるが、それぞれ投資目的
や規律の与え方等が異なる。

 株主は、投資先企業を成長させることにより保有株式の株価上昇というメリットを享受
する。このため、事業会社の成長に向けた規律付けは、専ら株主に期待される。

 銀行による「事業会社への規律付け」は、あくまで貸出金を回収するために行われるも
のであり、債権者は事業会社の成長に向けた規律付けは限定的。
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事
業
会
社

株主

債権者
（銀行）

● 投資企業の価値上昇（保有株式の価格上昇）を狙う。
→ 投資先企業を成長させることにインセンティブを持つ。
● 「規律」の与え方は、①株主行動（議決権行使等）と

②投資対象の選別（成長が見込まれない株式の売却）
の２つ。

● 貸出先企業からの資金回収を重視。
→ 投資先企業を成長させることにインセンティブを

持たない。むしろリスク回避的な安全経営を望む。
● 「規律」の与え方は、貸出先の選別（資金回収

が見込まれない企業への貸出抑制）等。

▼ 株主・債権者による事業会社への規律付け



家計資産①

 家計資産の分布をみると、60・70代の高齢者に偏重している状況。

 こうした高齢者は医療・介護面の不安から、貯蓄を潤沢に保有し続ける傾向にあり、家
計資産が「高齢者の預金」へ偏重する状況は、固定化している。

8（出所）総務省「家計調査」



家計資産②

 資金の出し手である家計に目を向けると、個人金融資産の大部分は預貯金に偏り、株
式等のリスクマネー量は少ない。

 また、リスクマネーとして向かう先は、ＦＸや信用取引などの投機的運用が人気を博する
など、企業成長のためのリスクマネーとしては機能していない。

9
（出所）日銀「資金循環統計」

▼ 個人金融資産構成の国際比較

「ＦＸ市場は一日当たり6兆円で、株式市場2.5兆
円の２倍強。リテールビジネスとしては日本で唯
一の世界一となっている。」（金融関連業者）

「個人投資家の9割がネット証券で信用取引を
使っており、本当の意味で投資している人は少
ない」（金融関連業者）

「普通の（個人）投資家が四半期決算を見て一喜
一憂している一方、バイアウトファンドのほうが
（まだ）長い期間を使ってじっくりと経営変革を
行っているように思う。（金融関連業者）」

▼ 個人投資家の一部は投棄へ傾斜



１．経緯

○平成１３年度 市場運用開始（旧年金資金運用基金（特殊法人））

 それ以前は、郵貯と同様、旧大蔵省資金運用部への預託義務があり、
財政投融資の財源等として運用。

○平成１８年度 年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）発足

資産配分の決定権限を法人に移管。専門性・独立性の強化。

２．基本ポートフォリオ（平成２５年６月７日変更）

国内債券 国内株式 外国債券 外国株式 短期資産

資産構成割合 60％ 12％ 11％ 12％ 5％

乖離許容幅 ±8％ ±6％ ±5％ ±5％ －

ＧＰＩＦ運用対象資産の拡大①
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ＧＰＩＦ運用対象資産の拡大②

11

３．海外の主な年金基金等の投資対象資産との比較

【日本】
年金積立金管理運用
独立行政法人（ＧＰＩＦ）

【米・ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州】
公務員年金基金

（ＣａｌＰＥＲＳ）

【カナダ】
所得比例年金

（ＣＰＰＩＢ）

運用資産 111.9兆円 22.1兆円 14.6兆円

資産構成

国内債券 67.3兆円 60.1％
3.9兆円 17.4％ 4.8兆円 33.2％

外国債券 11.0兆円 9.8％

国内株式 14.5兆円 12.9％
11.2兆円 50.4％

1.1兆円 7.7％

外国株式 14.4兆円 12.9％ 3.8兆円 26.4％

REIT・

ｲﾝﾌﾗ等
0 0％ 2.2兆円 9.8％ 2.4兆円 16.4％

ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ
ｴｸｲﾃｨ

0 0％ 2.9兆円 12.9％ 2.4兆円 16.3％

その他 4.7兆円 4.2％ 2.1兆円 9.5％ － －

【その他】現金等 【その他】現金、デリバティブ、

商品先物、バイオ燃料、木材

等



長期リスクマネー供給の拡大に向けて

 長期・アクティブ投資を促す環境整備

⇒特に大企業・中堅企業に対する株主による規律付けと長期リスクマネー供給

 「眠れる家計資産」を活用した長期リスクマネー供給の強化

⇒特に中小・ベンチャー企業に対する投資型クラウド・ファンディングへの期待
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事業会社 産業金融 国民

家計

中堅企業

中小企業

低リスク経営による
収益性低下

中小企業からの成長が不足

銀行規律は限定的
リスクマネー
供給に不向き

事業の戦略や
結果によらず
大型銘柄に
分散短期投資

運用機関

預金の
保全

着実な
支給

外国人投資家（主に機関投資家）

預貯金への偏り

老年に資産偏り

短期の収益確定
を期待

（ＦＸの取引高が
世界最大）

国内機関投資家・年金

ベンチャー企業
高リスクによる資金不足

企業への直接投資（株式・出資）は少ない

地域経済に重要な存在
投資型クラウ
ド・ファンディン
グへの期待

ＰＥ・ＶＣ資金供給不足

大企業

投信等を通じた資金供給は特に少ない

国債中心運用



新事業創出支援事業の概要

 トップクラスの専門家で支援プラットフォームを形成、親委員会で支援方針を決定。ワー
キンググループで個別案件をモデル事業として支援し、次の成長ステージにつなげる。

 創業前・創業初期の段階でトップクラスの専門家が支援を実施することにより大きく成
長する企業となる可能性を高める。その過程で、新事業創出を支える優秀な支援者を
育成するとともに、支援者のネットワークを形成し、成長する新事業の創出を促進。
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▼新事業創出支援事業 ▼事業イメージ



採択支援者チーム① ベンチャーキャピタル
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SEED TECHNOLOGY CAPITAL PARTNERS

【独立系】

【独立系・パートナーシップ型】 【独立系・大学連携型】

【大企業連携系】



採択支援者チーム② スタートアップ・アクセラレーター, PE, ソーシャル支援
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ジェイ・ウィル・パートナーズ

【スタートアップ・アクセラレーター、インキュベーター】

【ソーシャル・アントレプレナー支援】

【プライベートエクイティ】

ヤマトキャピタルパートナーズ WMパートナーズ



採択支援案件の例 ①
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【ビーサイズ： ひとり家電メーカー】 【WHILL： 次世代電動車いす】

【クオンタムバイオシステムズ： 次世代DNA解析】 【スペースリンク： ナノカーボンキャパシタと蓄電システム】

16



採択支援案件の例 ②
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【earth and one： 地域縫製工場と連携しての衣料カスタマイズ】 【PIJIN： QRコード翻訳システム】

【Connehito： 日本のクリエイターの世界への発信】
【和える： 職人ネットワーク・データベース構築と発信】



採択支援案件一覧27件（応募数141件） ①
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企業名 代表者名 所在地 事業名 事業内容 支援者

（株）aba 宇井吉美
千葉県
千葉市

未来の介護をデザインする排泄検知シート
「Lifilm」

におい検知の排泄シート「Lifilm」で被介護者の排泄を
検知し、情報を自動でサーバーに送信。介護者が即座
に知るとともに、情報を分析することで、排泄リズムの
把握など介護の質と効率の向上を図る。

グローバル
ブレイン（株）

earth and one
（株）

河野秀和
熊本県

熊本市

「Ｕ＋」 Web＋地元縫製工場による衣類の
カスタマイズ事業

ウエッブ上で、タンスに眠る衣類を自分の好みに合わ
せて修繕するサイトを運営。宅配サービス・地元縫製工
場と連携することで、自宅に居ながら、衣類を自由にモ
デルチェンジできるサービス。

DFJ JAIC Venture 
Partners,LLC

（株）ANSeeN 小池昭史
静岡県
浜松市

超低被ばく医療CT装置の
カラーX線カメラの事業化

従来に比較して1/100という超低被ばくの医療CT装置の
カラーX線カメラを開発。実用化に向けて試作開発を推

進し、大手医療機器メーカーとのアライアンス等を視野
に入れる。

（株）ケイエスピー

（株）エイス 大川浩基
東京都
渋谷区

ユーザーコミュニティによる共創的ものづく
りを実現するウェブプラットフォーム
「wemake」

消費者の提案するニッチな製品を、大手メーカーを介さ
ず中小製造業や個人が小ロットで開発するプラット
フォームを提案。一般消費者、デザイナー、エンジニア、
中小製造業など様々なプレーヤーが集い、水平分業す
る。

Skyland Ventures

グリッドマーク
（株）

吉田健治
東京都

千代田区
見えないドットコードGridOnputによるユニ
バーサル・ペーパータッチパネルの開発

カード状の印刷物を台座に載せ、指でタッチするだけで、
デジタルコンテンツを閲覧・操作できるユニバーサル・
ペーパータッチパネルの開発・販売。商業施設の案内・
注文や教材・玩具・ゲームなどでの展開を図る。

ウエルインベストメント
（株）

スペースリンク

（株）
阿部俊雄

神奈川県
藤沢市

ナノカーボンスーパーキャパシタの開発と
蓄電アプリケーション事業化プロジェクト

カーボンナノチューブ蓄電技術を応用し、
・ナノカーボンスーパーキャパシタの開発と

高性能化
・同キャパシタを搭載した蓄電装置の商品化
を目指す。

SEED TECHNOLOGY 
CAPITAL PARTNERS

ビーサイズ（株） 八木啓太
神奈川県
小田原市

「ひとり家電メーカー」の販路開拓、および
経営基盤の構築支援

汎用PCで設計し、設計情報をネット経由で国内協力企
業と共有、連携することで短納期の製品開発体制を構
築。洗練されたデザイン、優れた加工技術や電子デバ
イス、素材を融合し、国際競争力のある製品を開発。

トーマツベンチャーサ
ポート（株）

【製造業】



採択支援案件一覧27件（応募数141件） ②
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企業名 代表者名 所在地 事業名 事業内容 支援者

（株）アイシーク 岩間多美子
東京都
台東区

IT家庭教師のアイティ

Webサイトのデザインやプログラミングを、時間・場所を
問わず、オーダーメードのカリキュラムで、１対１で学ぶ
「IT家庭教師サービス」を提供。BtoB、海外展開も視野
に。

日本ベンチャーキャピタ
ル（株）

（株）和える 矢島里佳
東京都

港区

日本の伝統工芸職人の技を活かす日用
品・服飾品の販路開拓支援、および商品開
発用の職人ネットワーク・職人データベース
構築支援

日本全国の伝統工芸職人の技と現代的なデザインを
融合した商品の企画・販売のためのネットワークとデー
タベース構築。ネットワークを活用した大手企業に対す
る職人紹介等の事業開発サポート事業

トーマツベンチャーサ
ポート（株）

Connehito（株） 大湯俊介
東京都
渋谷区

日本各地に存在するクリエイティブな人材
と創作物を世界に発信する事業Creatty（ク
リエッティ）

web上にクリエイターが自身の作品を発信可能な場を
提供、製品化・販売支援、販路の提供を実施。優れた
デザイン、アート、工芸のクリエーターが、簡単に創作を
発信し、収益化できる「デザインのGoogle」を目指す。

MOVIDA JAPAN（株）

（株）PIJIN 高岡謙二
東京都
中央区

QR Translator
（QRコード翻訳システム）

看板や印刷物など多言語化したいテキストをWeb上で
入力すると、即時にQRコードを発行し、そのコードを看
板等に貼ったり、文書に印刷しておくと、閲覧者がコー
ドをスマートフォン等で読み込むだけで翻訳後の情報を
取り出せるサービスを提供。

（株）あきない総合研究
所

（株）Euno 田中丈登
東京都
新宿区

Kawaiiキャラクターコンテンツのグローバル
流通プラットフォーム形成

日本のKawaiiキャラクターコンテンツを海外のFacebook
ユーザーへの発信。Facebook上の友人間だけでなく、

ファン同士のコミュニケーションの促進や、グッズの購
買までを支援するキャラクターコンテンツに特化した
ソーシャルサービスを提供。

インキュベイト

ファンド

（株）ワンモア 沼田勝彦
東京都
目黒区

『GREEN FUNDING』（クラウドファンディング）

を活用したコンテンツの海外展開コンサル
ティング

クラウドファンディングの運営システムやノウハウ共有
など、国内のコンテンツホルダーへの支援サービスを
提供。日本のコンテンツの海外進出をサポートする事
業を展開。

IMJ FENOX PTE.LTD.

【ICT・サービス】
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企業名 代表者名 所在地 事業名 事業内容 支援者

オスカー
テクノロジー（株）

小野隆彦
東京都
新宿区

マルチコアプロセッサの高速処理、省電力
化を同時に実現する並列処理技術の実用
化

マルチコアプロセッサの高速処理能力と省電力化を同
時に実現するようシングルコア使用を前提に開発され
たソフトウエアの『並列化サービス』を開発・商品化する
事業。

トーマツベンチャーサ
ポート（株）

クオンタムバイオ
システムズ（株）

本蔵俊彦
大阪府
吹田市

一分子解析技術を用いた革新的生物試料
解析装置の実用化

分子レベルで物質を分析をする「一分子解析法」に基
づく生物試料解析装置の開発により、遺伝情報に基づ
く医療やタンパク質・細胞解析に基づく創薬の進展を図
る。

（株）ジャフコ

（株）
Studio Ousia

山田育矢
神奈川県
藤沢市

最新人工知能（AI）型UI/UXインターフェイ
ス「Phoroni」の開発・拡張プロジェクト

ウエッブサイトを閲覧するユーザーに対して、独自に開
発した人工知能を駆使して、テキスト上のユーザーが
興味を持ちそうなキーワードに関連サイト（Wikipedia、
画像、動画等）を自動的にリンクするシステムを提供。

SEED TECHNOLOGY 
CAPITAL PARTNERS

東京工業大学
只野耕太郎
坂田淳一

只野耕太郎

坂田淳一

東京都
目黒区

超精密制御技術を基盤とした手術支援ロ
ボットシステム及び内視鏡マニュピュレー
ターの開発と市場化

内視鏡を用いた手術で執刀医が頭部の動作で直感的
に操作できるようする「内視鏡操作システム」及び「空気
圧駆動細径鉗子マニピュレータ」の開発、設計を行う。

（株）ジャフコ

（株）ミルテル 田原栄俊
広島県
広島市

テロメア・マイクロRNAを用いた次世代診断
システム

高齢化社会に適した次世代に健康診断システムとして
染色体のテロメア長、テロメアG-tailの検査による老化
関連疾患発症リスク評価サービス（がん等疾患の発見、
アンチエイジング）を実施する。

合同会社SAAR

ROCA（株） 人羅俊実
京都府

京都市

酸化ガリウム(GaO)半導体の
4インチウエハ開発

LEDの輝度を１８倍にする酸化ガリウム(GaO)の薄膜の
４インチ以上の基板を世界に先駆けて開発・提供し、
LED・レーザー・パワーデバイスの進化に貢献する。

（株）東京大学エッジ
キャピタル

【大学発ベンチャー】
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企業名 代表者名 所在地 事業名 事業内容 支援者

（株）イプロス 岡田登志夫
東京都

千代田区
株式会社イプロス（キーエンス社内ベン
チャー）を起点とした100億の新事業創出

ITを高度に活用した製造業の新たな取り組み（Makers
モデル）を仕組み化し、自分でデザインしたものを持ち
たいという「One to One家電」市場を創出。技術の見せ
方にこだわり、新しいコンセプトの家電とサービス群を
提供。

（株）グロービス・

キャピタル・パートナー
ズ

WHILL（株） 杉江理
東京都
品川区

次世代パーソナルモビリティ
（電動車いす）の日本国内での
市場性調査・ビジネス開発

『デザインと走破性に優れたパーソナルモビリティ（電動
車いす）』の開発・日本における市場開拓（米国で既に
導入）。将来的にはシニアカー、杖、歩行補助具を使用
しているユーザーも取り込み、大きな新規市場を創出
する。

伊藤忠テクノロジーベン
チャーズ（株）

中原真・廣嶋規
中原真・廣嶋
規

東京都

渋谷区

多読多聴メソッドを用いたモバイル英語学
習サービス事業

オックスフォード大学の提供する英語教材をベースに、
スマートフォンを使ったクラウドサービスの学習システ
ムを提供。企業研修などで「すきま時間」の活用による
語学力向上への貢献を目指す。

ブレークスルーパトナー
ズ（株）

日本写真印刷
（株）

岡部謙介
東京都
港区

動画活用プロモーションによるECビジネス
の拡大

食品・飲料・化粧品・アパレル・雑貨などにおいて、際
立った嗜好性でキュレーションされた商品をECによりサ
スクリプション方式で販売するためのECポータルサイト
を構築・運営。ワイン・サスクリプションECサイトから開

始。

DFJ JAIC Venture 
Partners. LLC

プラス（株） 今泉公二
東京都
豊島区

スマートメディカルケア事業

メディカル＆ケア市場向けサプライサポート

診療所、介護施設向けに、介護支援商品、事務用品、
日用品等を簡単に届けるタブレットデジタルカタログを
提供し、医療・介護の効率が向上するサポートサービス
を確立する。ユーザーのニーズを収集し、ケア商品、介
護商品を独自に開発・提供する。

インターウォーズ（株）

【大企業発ベンチャー】
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企業名 代表者名 所在地 事業名 事業内容 支援者

（株）
47プランニング

鈴木賢治
東京都
渋谷区

福島から世界へ、ライスバーガー事業の世
界展開プロジェクト

福島をはじめとする東北地域の食材を活かしたライス
バーガーの販売事業を国内外に展開。米国で日本人コ
ミュニティの支援を受けて事業開始。ヘルシーな日本食
とアメリカの食文化を融合する。

一般社団法人

MAKOTO

（株）AsMama 甲田恵子
神奈川県

横浜市

送迎保育等の子育てを保護者同士が1時
間ワンコインから安心して助け合える仕組
み「子育てシェアサービス」

近所、学校・習い事が共通の親同士をオンラインで繋ぎ、
1時間ワンコインで送迎保育できる仕組みを提供。安心
安全安価に頼れる人が見つかる仕組みと、経験を活か
して社会に貢献し収入を得る仕組みを両立。

特定非営利活動法人

エティック

（株）西粟倉・
森の学校

牧 大介

岡山県
英田郡
西粟倉村

セルフビルド住宅キットの開発
過疎地域等に移住する人向けの「セルフビルド住宅
キット」の開発。移住者が自らの力で安価に建設できる
「材料＋サービス」のパッケージ商品を開発・提供。

特定非営利活動法人

エティック

【ソーシャル】



ＣＦＰと投資減税措置の連携の仕組み（英国の事例）

 政策目的である減税を通じたスタートアップ投資の推進と適正な納税を確保するため、ＦＣＡ認可
の金融業者であるＣＦＰが専門的見地から案件をレビューし、申請に関与するコラボレーションを
実現している。

 投資減税措置をクラウドファンディングに組み込む当該スキームの主なメリットは、①発行会社の
手続負担の大幅な軽減、②個人投資家をＣＦＰ経由のベンチャー投資に呼び込む誘因、の２つ。

23

※ ⑥ 事前申請でアシュアランスを獲得できなかった場合、投資がキャンセルされ、資金が投資家に返還される。
※ ＣＦＰが発行会社名義での申請業務を請け負うこと及び発行会社が適格性を維持すべきことは、ＣＦＰと発行会社の間の契約により担保されている。

＜日本での導入に向けた課題＞
○ 投資家保護を図りつつ、株式型のクラウドファンディングを可能とするための法整備を行うことが必要。
○ 現行のエンジェル税制について、確認書の交付先をＣＦＰとすることを可とするなど、運用上の工夫が必要。

発行会社

② 要件判
定（簡易）

① 質問票

回答

ＨＭＲＣ

ＣＦＰ

個人投資家

個人投資家

個人投資家

個人投資家

・
・
・

③ デューデリジェンス

⑥

事
前
申
請

④ 募集

⑤ 出資

⑧

申
請

⑨

証
明
書
・

申
告
書
交
付

⑩ 証明書・申告書交付

⑦

ア
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト



エンジェル税制の概要（参考）
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創業から間もない会社に株式投資する個人に対する優遇

優遇Ａ： 株式投資額の所得控除による減税 （設立３年未満の企業）

優遇Ｂ： 株式投資額の株式譲渡益からの控除による減税 （設立１０年未満の企業）

株式の売却損が出た場合、他の株式譲渡益と通算（３年繰り越し可能）

※ 一定の要件を満たす会社の新規発行株式を取得した場合が対象

優遇Ａは控除上限(所得金額の40％または1000万円)あり。優遇Ｂは上限なし。

【対象企業の要件】
□ 中小企業であること
□ 新しい事業活動をする会社であること （新事業活動従事者、研究者、研究費用等が一定以上）

□ 大企業の子会社でないこと 等

【必要な手続き】
① 投資を受けた会社が確認書の発行申請（各経済産業局へ） ＜投資前の事前申請制度有り＞

→ 経済産業大臣の確認書を交付
② 投資を受けた会社から投資家に必要書類を交付
③ 投資家による確定申告 → 減 税



平成２６年度 経済産業政策の重点（案）

ⅣⅣ．．中小企業・小規模事業者の革新中小企業・小規模事業者の革新

ⅠⅠ．．福島・被災地の復興加速福島・被災地の復興加速

◇福島第一原子力発電所の廃炉に向けた安全・確実な取り組み

・国が前面に出て行う廃炉に向けた取り組み

・汚染水問題に対する抜本的対策の推進

ⅢⅢ．．環境・エネルギー政策の推進環境・エネルギー政策の推進

日本経済の新たなフロンティア日本経済の新たなフロンティア
戦略４分野に資源を集中投入戦略４分野に資源を集中投入

３類型３類型××３分野の新興国戦略により３分野の新興国戦略により
世界の成長市場を獲得し、世界の成長市場を獲得し、

世界のヒト・モノ・カネを国内に世界のヒト・モノ・カネを国内に

日本経済の足腰を強くし、成長戦略を下支え

◯ 円高は是正されつつあるが、我が国企業の産業競争力強化に向けて、高いエネルギーコスト、法人税や国内の規制、関税などの国境措置への対応が引き続き必要。
◯ 個人消費や企業の設備投資を真に持続的なものとするために、『第三の矢』である「日本再興戦略」を迅速かつ確実に実行「日本再興戦略」を迅速かつ確実に実行するため、予算・政策資源を重点配分。
◯ その他、エネルギーコストの高止まりや消費税率引き上げを巡る動向を見据え、中小企業・小規模事業者の経営の安定を図る。

①日本産業再興プラン ②戦略市場創造プラン ③国際展開戦略

ⅡⅡ．．「日本再興戦略」の迅速かつ確実な実行「日本再興戦略」の迅速かつ確実な実行

◇生産段階

・再生可能エネルギーの最大限の導入

・安全が確認された原子力発電の活用

・世界最高水準の高効率火力発電の

導入

・低廉なＬＮＧの確保や国内資源開発

推進

◇戦略的な通商関係の構築と経済連携の推進

・TPP、RCEP、日中韓FTA、日EU・EPA等推進

◇新興国戦略の戦略的推進（３類型×３分野）

・市場３類型：①ASEAN等：フル進出

②印・露・中東・中南米等：ｸﾘﾃｨｶﾙ・ﾏｽ到達

③アフリカ：成功事例の創出

・重点３分野：①企業の海外展開支援（クー

ル・ジャパン、中堅・中小企業）

②インフラシステム輸出、③資源獲得

・ＪＥＴＲＯ機能強化（海外展開フルサポート）

◇対内直接投資の活性化

・グローバル企業呼び込みによる地域活性化

・各種補助金等の外国法人による活用円滑化

・ＪＥＴＲＯ誘致・支援体制強化（産業スペシャリ

スト機能、包括的なサポート体制の強化）

・政務レベルでの積極的なトップセールス

◇産業の新陳代謝を促す「民間投資」「民間投資」の活性化

－今後３年間で民間投資を７０兆円に拡大

・生産性向上を促す設備投資促進税制

・リース手法を活用した先端設備の投資拡大

・省エネ補助金による最新設備導入支援 ◇国民の「健康寿命」の延伸

・①予防サービス、②日本版ＮＩＨと一体と

なった医薬・医療機器・ｉＰＳ細胞の研究

から実用化、③国際展開、④介護ロボッ

トまで戦略的に産業育成

◇クリーンかつ経済的なエネルギー需給の

実現（Ⅲ．）

◇安全・便利で経済的な次世代インフラの

構築

・点検・診断・補修システムの構築による

安全・強靭なインフラの実現

◇世界を惹きつける地域資源で稼ぐ

・グローバルな農商工連携ビジネスモデル

の推進

◇科学技術イノベーションの推進

・社会的課題解決のための研究開発の推進

・Ｒ＆Ｄ税制、実用化支援等による企業の研究
開発とその成果の事業化・実用化の促進

・知財・標準化戦略の強化、認証基盤強化（強みを

有する分野の国際標準の獲得、特許審査体制の

整備等）

◇立地競争力の更なる強化

・環境・エネルギー政策の推進（Ⅲ．）

・産業エネルギー・インフラのリスク対応力強化、

保安規制の見直し

◇中小企業・小規模事業者の革新（Ⅳ．）

◇産業復興・雇用創出

・再生可能エネルギー研究開発・実証研究拠点

・医療機器・創薬開発拠点

・ＩＴセキュリティ検証拠点

◇避難指示が解除された地域への早期帰還支援

・福島・被災地の雇用創出、生活再建支援

・風評被害対策

◇「事業再編」「事業再編」による過当競争の解消

－筋肉質な産業構造へ

・ｽﾋﾟﾝｵﾌ・ｶｰﾌﾞｱｳﾄ促進（税制・金融）

・企業のベンチャー投資促進税制

・創業支援

◇ＩＴ社会の構築

・パーソナルデータの取扱ガイドライン策定等
によるビッグデータ利活用促進

・ＩＴセキュリティ検証拠点等による世界最高水
準のサイバーセキュリティ対策推進

◇地球温暖化対策

・「２５％削減目標」をゼロベースで見直し ・攻めの地球温暖化外交戦略の組み立て

産業競争力強化法（仮称）を中核に産業競争力強化法（仮称）を中核に
「過小投資」「過剰規制」「過当競争」「過小投資」「過剰規制」「過当競争」

３つの歪みを３つの歪みを解消へ解消へ

まず第一にまず第一に最優先で復興加速最優先で復興加速

◇フロンティアに挑戦するための「規制改革」「規制改革」

－規制改革を推進する新たな仕組みの創設

・企業単位でﾁｬﾚﾝｼﾞを促す企業実証特例制度（通称）

・ｸﾞﾚｰｿﾞｰﾝ解消制度（通称）によるﾎﾜｲﾄｿﾞｰﾝの明確化

◇開業率１０％の実現

・創業予備軍の発掘、ビジネスプランの作成か
ら創業後のアフターケアまで一貫支援

・地域での創業促進、資金支援強化

・商店街・中心市街地の活性化

◇黒字企業の倍増

・戦略分野への参入に向け、大学等と中小企業・

小規模事業者が連携して取り組む研究開発から

販路開拓まで一貫支援

・海外現地支援プラットフォームの拡大等を通じて

新たに１万社の海外展開を実現

◇小規模事業者に焦点をあてた施策展開

・小規模企業の振興を図るための「基本法」の制定

・事業者の成長の発展段階に応じた支援

◇エネルギー基本計画の策定

・年内を目途に新しいエネルギー基本計画を策定し、中長期的な政策の軸、方向性を明確化

◇消費段階

・産業の競争力強化と省エ

ネルギーを推進

・住宅・ビル等の省エネル

ギーを強化

・効率的なエネルギーマネ

ジメントシステム普及

◇流通段階

・電力システム改革の

断行

・電気・ガス料金の厳正

な審査

・強靭なエネルギー供給

体制の構築

◇ものづくり企業等地域中核企業の活性化
・地域中核企業を中心とした新たなクラスター

を創出
・次世代３Ｄプリンター開発等によるものづくり

産業の強化
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企業のベンチャー投資促進税制の創設 （法人税・法人住民税・事業税） 新設

ベンチャー
ファンド

出資

企業

○日本発のベンチャーを世界に羽ばたかせるため、ベンチャー企業の事業拡張を支えるベンチャーファンド
への資金供給のパイプを太くする必要。

○企業がベンチャーファンドに思い切って投資を決断できるようなレベルの準備金制度として実施。

産業競争力強
化法（仮称）

認定

出資・ハンズオン支援

事業拡張期にあるベンチャー企業

＜損失準備金制度の創設＞

① 企業のベンチャーファンドへの出資額の一部（ベンチャー企業へ
の出資額の80％）を、「損失準備金」として積み立て、損金算入。

② 各期ごとに新たに投資又は売却した分を調整し、損金又は益金
算入（洗い替え）

益
金

損
金

ベンチャー企業への出資金額の
一定割合（80％）を準備金として
積み立て、損金算入

※損失準備金の積立額については、各期ごとに
新たな投資、売却分を踏まえて調整（洗い替え）

 平成28年度末までの3年間の措置。産業競争力強化法の施行日から適用。

ファンドの存続期間（１０年間）

ベンチャー企業の株式売却
による資金回収に合わせて
準備金を取り崩し、益金算入


