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租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

外国組合員に対する課税の特例 

2 対象税目 （所得税：外）（国税 35） 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

投資事業有限責任組合及びこれに類する外国組合に出資する非居住者・外

国法人の課税関係について、以下の取扱いを認める措置。 

（１）有限責任組合員であること、組合持分が 25％未満であること等、一定の

要件を満たす非居住者・外国法人（特定外国組合員）は、国内に恒久的施設

を有しないものとする。 

（２）特定外国組合員等による、一年以上の長期保有株式等（公的資金の注入

された破綻金融機関の株式は除く）の譲渡については、「組合員単位で」、事

業譲渡類似株式の譲渡に該当するかどうかを判断する。 

《関係条項》 

・租税特別措置法第 41 条の 21 

・租税特別措置法施行令第 26 条の 31 

・租税特別措置法施行規則第 19 条の 13 

4 担当部局 経済産業政策局 産業資金課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 28 年 8 月 

分析対象期間：平成 25 年度～平成 27 年度 

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 21 年度創設。 

平成 22 年度税制改正によって、本特例の適用要件における「業務の執行」か

ら、金融商品取引法に規定する自己取引等に対して投資組合の有限責任組

合員が同意することを含まない、とされた。 

7 適用期間 期限の定めのない措置 

8 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

企業の経営資源の効率的な活用やベンチャー企業の創出及び成長促進のた

め、我が国地域・企業への海外からの投資を促進することで、組合経由の投

資規模を拡大し、我が国経済の活性化を図る。 

《政策目的の根拠》 

○平成 22 年 6 月に閣議決定がなされた新成長戦略において、（３）アジア経済

戦略【2020 年までの目標】の中で「アジアの成長を取り込むための国内改革の

推進、ヒト・モノ・カネの流れ倍増」が明記され、貿易投資の促進が謳われてい

るほか、工程表Ⅶ）金融戦略 1.（２）の中で、『経済活性化を担うファンドの有効

活用に向けた事業環境整備（郵貯・簡保等の国民金融資産の運用に関する

見直しの慫慂を含む。）』が明記され、経済活性化を担うベンチャーファンド等

のファンド（投資組合）の事業環境整備に向けた方向性が明記されており、こ

れらを実現するためにも、本措置を継続して措置することは必要不可欠。 

○また、震災後の復興構想会議においても、「○震災の復興過程で、我が国

企業は資金の借入への依存度を高め、自己資本が毀損している。今後、毀損

した資本への対応策として、資本性資金の提供（出資、資本性の長期融資）な

どが必要。」という部会長報告（第 8 回平成 23 年 6 月 4 日）に基づき、「復興へ

の提言」（平成 23 年 6 月 25 日取り纏め）の中で、「全国的に見ても、震災の復
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興過程で事業を再開・継続する企業は、借入依存度を高め、資本が毀損して

おり、これに対する対抗策を講じなければならない。」と明記され、復興の観点

からも我が国企業への資本性資金（エクイティ資金）の供給の重要性が認識さ

れており、ベンチャーファンドのみならず復興等に資する事業再生ファンド等の

組成を支援する意味でも、本措置を継続して措置することが重要。 

○「日本再興戦略」改訂 2015（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定）において、「経

済にインパクトのある新陳代謝を引き起こすには、ベンチャー企業による新産

業の創出が極めて重要」とされている。また、「ベンチャー・チャレンジ 2020」（平

成 28 年 4 月 19 日 日本経済再生本部決定）においても、「イノベーション・ベン

チャーの創出に向けた既存プレーヤーからのヒト・モノ・カネ等の積極的な投資

を実現し、民間による自立的なイノベーションエコシステムの構築を進めてい

く」とされている。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

１．経済産業 

１－２新陳代謝 

 

 

 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

投資組合を通じて我が国企業に投資を行う非居住者・外国法人組合員の課税

関係を、海外主要国と同様に一定の条件の下で非課税とすることにより、我が

国地域・企業にとって意義の高い対内直接投資を呼び込み、我が国における

ベンチャーや事業再生に係る組合経由の投資規模を増加させる。 

達成目標：対内直接投資の名目 GDP 比の租税特別措置実施以前の割合

（0.31%）を超える。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

海外からの対内直接投資の割合が増えることで、ベンチャーや事業再生に係

る組合への投資機会が増えることに繋がる。 

9 有効性

等 

① 適用数等 平成 25 年度から平成 27 年度までの新規組合組成数が 76 件である中、平成

21 年度の本特例の導入以降、適用を受けている投資家数は 33 件、コミットメ

ント額は 319 億円。日本プライベート・エクイティ協会のヒアリングに基づく、正

会員 30 社のうち、利用実績があるのは 7 社（ベンチャーエンタープライズセンタ

ー・日本プライベート・エクイティ協会・経産省調べ）。 

※平成 27 年度は、一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンターの調査 

データが平成 27 年 5 月末までのため当該期間で推計。 

② 減収額 ○減収額 

             （単位：億円） 

年度 

区分 
平成 25 26 27 

法人税 0.25 0.25 0.24 

法人住民税 0.04 0.04 0.03 

法人事業税 0.1 0.1 0.1 

（注）算定根拠については、別紙 1 参照 
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③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

○達成目標の実現状況 

（単位：億円） 

 平成 25 平成 26 平成 27 
平成 18～20（平

均） 

対内直接投資

の名目 GDP

比 

0.34% 0.32% 0.19% 0.31% 

（注）算定根拠については、別紙 2 参照 

 

○租税特別措置等による直接的な効果 

平成 21 年度の本特例の導入以降、適用を受けている投資家数は 33 件、コミ

ットメント額は 319 億円。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

産業の新陳代謝を目的とし、政府としてベンチャー支援・エコシステム構築を

図っているところ、本措置により、一定の条件の下で組合を通じて我が国企業

に投資を行う非居住者・外国法人組合員からの投資が促進されることは、我

が国におけるベンチャーや事業再生に係る投資組合の組成に資するものであ

る。 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

欧米主要国では、非居住者・外国法人による組合経由の投資について適用期

限の定めのない非課税措置を講じており、海外とのイコールフッティングを図る

観点から、本税制措置を講ずることは妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

現在、本措置と同一の目的・対象に対する補助金等は存在しないため、役割

分担は適切かつ明確といえる。 

 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

なし 

 

 

 

11 有識者の見解 なし 

 

 

12 評価結果の反映の方向

性 

措置の継続を要望 

 

13 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 23 年 9 月 
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（別紙 1） 

 

適用数等及び減収額の算定根拠 
 

○平成 25 年度、平成 26 年度 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数   

適用数について、税

務署への申請が要

件であるが、各年度

の適用件数のとりま

とめデータは無く把

握は困難である。 

② 適用額 1 億円 

制度発足以降のコミットメント額 319 億円／7

年×1.79％（ストックベース加重 IRR） 

（ベンチャーエンタープライズセンター・日本プ

ライベート・エクイティ協会・経産省調べ） 

 

③ 減収額 0.395 億円 0.255 億円＋0.044 億円＋0.096 億円 ④＋⑤＋⑥ 

 

④ 法人税 0.255 億円 1 億円×25.5％35 ②×税率 

⑤ 法人住民税 0.044 億円 0.255 億円×17.3％ ④×税率 

⑥ 法人事業税 0.096 億円 0.053 億円＋0.043 億円 ⑦＋⑧ 

 

⑦ 所得割 0.053 億円 1 億円×5.3％ ②×税率 

⑧  地方法人特別

税 
0.043 億円 0.053 億円×81％ ⑦×税率 

※適用件数に関しては、備考欄の理由により把握できないものの、試算した適用額から減収額を

試算。 

 

○平成 27 年度 

区分 数値 出典・計算式等 備考 

① 適用件数   

適用数について、税

務署への申請が要

件であるが、各年度

の適用件数のとりま

とめデータは無く把

握は困難である。 

② 適用額 1 億円 

制度発足以降のコミットメント額 319 億円／7

年×1.79％（ストックベース加重 IRR） 

（ベンチャーエンタープライズセンター・日本プ

ライベート・エクイティ協会・経産省調べ） 

 

③ 減収額 0.366 億円 0.239 億円＋0.031 億円＋0.096 億円 ④＋⑤＋⑥ 

 

④ 法人税 0.239 億円 1 億円×23.9％ ②×税率 

⑤ 法人住民税 0.031 億円 0.239 億円×12.9％ ④×税率 

⑥ 法人事業税 0.096 億円 0.067 億円＋0.029 億円 ⑦＋⑧ 

 

⑦ 所得割 0.067 億円 1 億円×6.7％ ②×税率 

⑧  地方法人特別

税 
0.029 億円 0.067 億円×43.2％ ⑦×税率 

※適用件数に関しては、備考欄の理由により把握できないものの、試算した適用額から減収額を

試算。 
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（別紙 2） 

 

租税特別措置等による直接的な効果の算定根拠 
 

（単位：億円） 

 平成 25 平成 26 平成 27 
平成 18～20（平

均） 

対内直接投資 16,603 15,646 9,348 15,460 

名目 GDP 4,824,009 4,895,577 5,005,345 5,038,832 

割合 0.34% 0.32% 0.19% 0.31% 

（注）財務省国際収支状況、内閣府 GDP 統計をもとに作成 
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租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

（エンジェル税制） 

特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等 
特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等 

特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例 

2 対象税目 （国税）（所得税：外） 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

ベンチャー企業に投資を行う個人に対して下記優遇措置を設けている。  

（投資時点） 

 ・（投資金額－2,000 円）をその年の総所得金額から控除。ただし上限は

総所得金額×40%と 1,000 万円のいずれか低い方。 

 ・投資額をその年の他の株式譲渡益から控除（繰延）。  

（売却時点） 

 ・損失が発生した場合に損失を翌年以降 3 年間の繰越控除。 

《関係条項》 

租税特別措置法第 37 条の 13、第 37 条の 13 の 2、第 41 条の 19 

租税特別措置法施行令第 25 条の 12、第 25 条の 12 の 2、第 26 条の 28 の 3 

租税特別措置法施行規則第 18 条の 15、第 18 条の 15 の 2、第 19 条の 11 

4 担当部局 経済産業政策局 新規産業室 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 28 年 8 月                

分析対象期間：平成 23 年度～平成 27 年度                

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 9 年度 創設  

平成 12 年度 拡充（売却益圧縮の特例、対象要件の拡充） 

平成 14 年度 拡充（投資事業組合経由にも適用）  

平成 15 年度 拡充（取得費控除制度の創設、対象要件の拡充）  

平成 16 年度 拡充（ファンド認定制度導入、売却益圧縮特例の拡充） 

平成 17 年度 延長（売却益圧縮特例の延長）  

平成 19 年度 延長、拡充 

（売却益圧縮特例の延長、要件及び手続きの拡充）  

平成 20 年度 拡充、縮減（所得控除制度創設、売却益圧縮特例の廃止） 

平成 27 年度 見直し（確認事務を都道府県に移譲） 

7 適用期間 恒久措置 

8 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

我が国経済の活性化を図るためには、新しい技術・ビジネスモデルを生み

出すベンチャー企業の育成が不可欠であるが、ベンチャー企業へのリスクマネ

ー供給は現状十分とはいえない。このため、特に創業初期の資金調達におい

て重要な役割を果たす個人投資家への税制上の優遇措置を設けることで、当

該個人投資家から創業初期のベンチャー企業へのリスクマネー供給等を促進

し、ベンチャー企業の成長支援を行う。 

《政策目的の根拠》 

○新成長戦略（平成 22 年 6 月 18 日閣議決定） 

１．我が国企業・産業の成長を支える金融等 



 

２ 

 

（２）地域・成長企業等に対する円滑な資金供給の実現 

 

○日本再興戦略（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定） 

１.緊急構造改革プログラム（産業の新陳代謝の促進） 

③内外の資源を最大限に活用したベンチャー投資・再チャレンジ投資の促進 

○日本再興戦略改訂 2014（平成 26 年 6 月 24 日閣議決定） 

一．日本産業再興プラン 

１．緊急構造改革プログラム（産業の新陳代謝の促進） 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

 ⅰ）コーポレートガバナンスの強化、リスクマネーの供給促進、インベストメン

ト・チェーンの高度化 

 ⅱ）ベンチャー支援 

 

○日本再興戦略改訂 2015（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定） 

第二 ３つのアクションプラン 

一．日本産業再興プラン 

１．産業の新陳代謝の促進 

ⅲ）ベンチャー支援 

ⅳ）成長資金・リスクマネーの供給促進等 

 

○ベンチャー・チャレンジ 2020 

（平成 28 年 4 月 19 日 日本経済再生本部決定） 

３．我が国ベンチャーを巡る課題と今度の対応の方向性 

（２）民間による自律的なイノベーションエコシステムの構築支援 

４．新たな目標設定とＰＤＣＡサイクルの構築 

※ベンチャー企業への VC 投資額の対名目 GDP 比を 2022 年までに倍増と

することを目指す 

（現状：0.028％（2012-14 年の 3 か年平均）（内閣府「国民経済計算」、

VEC「ベンチャー白書」より） 

 

○日本再興戦略 2016（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定） 

Ⅲイノベーション・ベンチャー創出力の強化、チャレンジ精神にあふれ

る人材の創出等 

１．イノベーション・ベンチャー創出力の強化 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅳ）「ベンチャー・チャレンジ２０２０」の実現 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

１．経済産業 

１－２新陳代謝 

 



 

３ 

 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

本措置により、ベンチャー企業への資金供給の重要な担い手である個人投
資家に対する税制上の優遇措置を設けることで、当該投資家からベンチャー
企業へのリスクマネーの供給を促進するとともに個人投資家の裾野を拡大す
る。 

具体的には、平成 20 年度の所得控除制度導入後 10 年間で 12,000 人の個

人投資家数の増加を目標とする。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

本措置により、創業初期のベンチャー企業へのリスクマネー供給を促進する

とともに、創業初期の資金調達において重要な存在である個人投資家の裾野

の拡大を図る。これらにより、ベンチャー企業の成長を促し、もって我が国経済

の活性化を促進する。 

9 有効性

等 

① 適用数等 ○エンジェル税制利用個人投資家数（直接投資） 

平成 23 年度 611 人   

平成 24 年度 560 人 

平成 25 年度 533 人 

平成 26 年度 559 人 

平成 27 年度 371 人 

 
 
○エンジェル税制適用企業数（直接投資） 

平成 23 年度 51 社  

平成 24 年度 43 社 

平成 25 年度 70 社 

平成 26 年度 83 社 

平成 27 年度 88 社 

 

 

○エンジェル税制投資額（直接投資）： 

平成 23 年度    998 百万円  

平成 24 年度    860 百万円 

平成 25 年度   1,841 百万円 

平成 26 年度   2,424 百万円 

平成 27 年度   2,508 百万円 

 
（把握方法：地方経済産業局からの申請・確認状況の報告を元に集計） 

（実績値については過年度申請の関係で、今後変更の可能性あり。） 

② 減収額 過去 5 年間の減収額（直接投資）：2,132 百万円  

平成 23 年度 229 百万円  

平成 24 年度 216 百万円 

平成 25 年度 454 百万円 

平成 26 年度 585 百万円 

平成 27 年度 648 百万円 

 

（把握方法：エンジェル税制適用企業への投資額実績を基に投資時点・売却時点に分けて一定

の前提を定めて算出） 

（実績値については過年度申請の関係で、今後変更の可能性あり。） 

平成 18 年度 54 人  

平成 19 年度 129 人  

平成 20 年度 497 人  

平成 21 年度 776 人  

平成 22 年度 683 人 

平成 18 年度 13 社 

平成 19 年度 21 社 

平成 20 年度 71 社 

平成 21 年度 50 社 

平成 22 年度 32 社 

平成 18 年度 659 百万円  

平成 19 年度 278 百万円  

平成 20 年度 1,123 百万円  

平成 21 年度 845 百万円  

平成 22 年度 652 百万円 
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③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

 ベンチャー企業に投資を行う個人を 10 年間で 12,000 人増加させることを平

成 20 年度税制改正時に政策目標として設定している。目標達成の目安となる

エンジェル税制利用個人投資家数及び投資金額の状況は下記のとおりであ

る。 

○エンジェル税制利用個人投資家数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）経済産業省にて集計（重複を含む） 

 

（平成 20 年度以降のエンジェル税制新規利用個人投資家数 3,735 人 ） 

 

○エンジェル税制利用投資金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）経済産業省にて集計 

※過年度申請もあるため、数値は今後変更する可能性がある。 

※平成２７年度においては、翌年にも申請がある（１月分～３月分）ため実績値は現状より増加する見込みであ

る。 

 

平成 20 年度の所得控除制度導入以後、本税制を利用する個人投資家数

は、概ね一定の数となっている。 

 「平成 26 年度起業・ベンチャー支援に関する調査」（経済産業省）において、

個人投資家のうち、エンジェル税制の利用割合は、35％であるとの調査結果

がある。これを踏まえると、平成 20 年度から平成 27 年度までの個人投資家数

は 10,671人（3,735人／35％）と推計することができ、当該時期における目標値

を達成していると推測できる。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

本税制措置により、個人投資家からベンチャー企業への投資を促進するこ

とは、ベンチャー企業によるイノベーションの創出や雇用の拡大につながり、税

収減を是認する効果が十分にあると考えられる。 
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10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

ベンチャー企業への成長支援は、幅広い分野のベンチャー企業の事業活動

等において必要とされていることを踏まえると、特定の分野等を支援する補助

金等よりも税制による支援が適切である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

個人投資家による投資は主に創業間もないベンチャー企業へのリスクマネ

ー供給となり、これを促す措置としてエンジェル税制がある。   

一方で、法人投資家による投資（VC 経由）は、主に事業拡張期にあるベン

チャー企業へのリスクマネー供給となり、これを促す措置としてベンチャー投資

促進税制（平成２６年度創設）がある。 

両措置は支援対象とするベンチャー企業の成長ステージが異なることから適

切な役割分担を行っている。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本評価は国税にかかる事後評価である。 

11 有識者の見解 特になし。 

12 評価結果の反映の方向

性 

前述のとおり、本税制利用個人投資家数、投資額は全体として増加傾向に

あり、本税制はベンチャー企業へのリスクマネー供給に貢献している。一方

で、ベンチャー企業へのリスクマネーの供給量は未だ十分とは言えない状況に

あることから、引き続き、本税制の周知・徹底を図り、利用拡大に努めることが

必要である。 

13 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

事後評価：平成 23 年 9 月 
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租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等

の課税の特例措置（エンジェル税制） 

2 対象税目 （国税・地方税（自動連動））（所得税：外、個人住民税：外） 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

ベンチャー企業に投資を行う個人に対して株式売却時点で損失が発生した場

合に損失を翌年以降 3 年間の繰越控除できる措置を設けている。 

《関係条項》 

租税特別措置法第 37 条の 13 の 2 

租税特別措置法施行令第 25 条の 12 の 2 

租税特別措置法施行規則第 18 条の 15 の 2 

4 担当部局 経済産業政策局 新規産業室 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 28 年 8 月                

分析対象期間：平成 23 年度～平成 27 年度                

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 9 年度 創設  

平成 12 年度 拡充（売却益圧縮の特例、対象要件の拡充） 

平成 14 年度 拡充（投資事業組合経由にも適用）  

平成 15 年度 拡充（取得費控除制度の創設、対象要件の拡充）  

平成 16 年度 拡充（ファンド認定制度導入、売却益圧縮特例の拡充） 

平成 17 年度 延長（売却益圧縮特例の延長）  

平成 19 年度 延長、拡充 

（売却益圧縮特例の延長、要件及び手続きの拡充）  

平成 20 年度 拡充、縮減（所得控除制度創設、売却益圧縮特例の廃止） 

平成 27 年度 見直し（確認事務を都道府県に移譲） 

7 適用期間 恒久措置 

8 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

我が国経済の活性化を図るためには、新しい技術・ビジネスモデルを生み

出すベンチャー企業の育成が不可欠であるが、ベンチャー企業へのリスクマネ

ー供給は現状十分とはいえない。このため、特に創業初期の資金調達におい

て重要な役割を果たす個人投資家への税制上の優遇措置を設けることで、当

該個人投資家から創業初期のベンチャー企業へのリスクマネー供給等を促進

し、ベンチャー企業の成長支援を行う。 

《政策目的の根拠》 

○新成長戦略（平成 22 年 6 月 18 日閣議決定） 

１．我が国企業・産業の成長を支える金融等 

（２）地域・成長企業等に対する円滑な資金供給の実現 

 

○日本再興戦略（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定） 

１.緊急構造改革プログラム（産業の新陳代謝の促進） 

③内外の資源を最大限に活用したベンチャー投資・再チャレンジ投資の促進 

○日本再興戦略改訂 2014（平成 26 年 6 月 24 日閣議決定） 

一．日本産業再興プラン 



 

２ 

 

１．緊急構造改革プログラム（産業の新陳代謝の促進） 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

 ⅰ）コーポレートガバナンスの強化、リスクマネーの供給促進、インベストメン

ト・チェーンの高度化 

 ⅱ）ベンチャー支援 

 

○日本再興戦略改訂 2015（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定） 

第二 ３つのアクションプラン 

一．日本産業再興プラン 

１．産業の新陳代謝の促進 

ⅲ）ベンチャー支援 

ⅳ）成長資金・リスクマネーの供給促進等 

 

○ベンチャー・チャレンジ 2020 

（平成 28 年 4 月 19 日 日本経済再生本部決定） 

３．我が国ベンチャーを巡る課題と今度の対応の方向性 

（２）民間による自律的なイノベーションエコシステムの構築支援 

４．新たな目標設定とＰＤＣＡサイクルの構築 

※ベンチャー企業への VC 投資額の対名目 GDP 比を 2022 年までに倍増と

することを目指す 

（現状：0.028％（2012-14 年の 3 か年平均）（内閣府「国民経済計算」、

VEC「ベンチャー白書」より） 

 

○日本再興戦略 2016（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定） 

Ⅲイノベーション・ベンチャー創出力の強化、チャレンジ精神にあふれ

る人材の創出等 

１．イノベーション・ベンチャー創出力の強化 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅳ）「ベンチャー・チャレンジ２０２０」の実現 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

１．経済産業 

１－２新陳代謝 

 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

本措置により、ベンチャー企業への資金供給の重要な担い手である個人投
資家に対する税制上の優遇措置を設けることで、当該投資家からベンチャー
企業へのリスクマネーの供給を促進するとともに個人投資家の裾野を拡大す
る。 

具体的には、平成 20 年度の所得控除制度導入後 10 年間で 12,000 人の個

人投資家数の増加を目標とする。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

本措置により、創業初期のベンチャー企業へのリスクマネー供給を促進する



 

３ 

 

とともに、創業初期の資金調達において重要な存在である個人投資家の裾野

の拡大を図る。これらにより、ベンチャー企業の成長を促し、もって我が国経済

の活性化を促進する。 

9 有効性

等 

① 適用数等 ○エンジェル税制利用個人投資家数（直接投資） 

平成 23 年度 611 人   

平成 24 年度 560 人 

平成 25 年度 533 人 

平成 26 年度 559 人 

平成 27 年度 371 人 
 
 
○エンジェル税制適用企業数（直接投資） 

平成 23 年度 51 社  

平成 24 年度 43 社 

平成 25 年度 70 社 

平成 26 年度 83 社 

平成 27 年度 88 社 

 

 

○エンジェル税制投資額（直接投資）： 

平成 23 年度    998 百万円  

平成 24 年度    860 百万円 

平成 25 年度   1,841 百万円 

平成 26 年度   2,424 百万円 

平成 27 年度   2,508 百万円 
 
（把握方法：地方経済産業局からの申請・確認状況の報告を元に集計） 

（実績値については過年度申請の関係で、今後変更の可能性あり。） 

 

② 減収額 過去５年間の減収額：578 百万円 

平成 23 年度     95 百万円  

平成 24 年度    103 百万円 

平成 25 年度    108 百万円 

平成 26 年度    127 百万円 

平成 27 年度    145 百万円 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

 ベンチャー企業に投資を行う個人を 10 年間で 12,000 人増加させることを平

成 20 年度税制改正時に政策目標として設定している。目標達成の目安となる

エンジェル税制利用個人投資家数及び投資金額の状況は下記のとおりであ

る。 

○エンジェル税制利用個人投資家数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 18 年度 54 人  

平成 19 年度 129 人  

平成 20 年度 497 人  

平成 21 年度 776 人  

平成 22 年度 683 人 

平成 18 年度 13 社 

平成 19 年度 21 社 

平成 20 年度 71 社 

平成 21 年度 50 社 

平成 22 年度 32 社 

平成 18 年度 659 百万円  

平成 19 年度 278 百万円  

平成 20 年度 1,123 百万円  

平成 21 年度 845 百万円  

平成 22 年度 652 百万円 



 

４ 

 

（出所）経済産業省にて集計（重複を含む） 

 

（平成 20 年度以降のエンジェル税制新規利用個人投資家数 3,735 人 ） 

 

○エンジェル税制利用投資金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）経済産業省にて集計 

※過年度申請もあるため、数値は今後変更する可能性がある。 

※平成２７年度においては、翌年にも申請がある（１月分～３月分）ため実績値は現状より増加する見込みであ

る。 

 

平成 20 年度の所得控除制度導入以後、本税制を利用する個人投資家数

は、概ね一定の数となっている。 

 「平成 26 年度起業・ベンチャー支援に関する調査」（経済産業省）において、

個人投資家のうち、エンジェル税制の利用割合は、35％であるとの調査結果

がある。これを踏まえると、平成 20 年度から平成 27 年度までの個人投資家数

は 10,671人（3,735人／35％）と推計することができ、当該時期における目標値

を達成していると推測できる。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

本税制措置により、個人投資家からベンチャー企業への投資を促進するこ

とは、ベンチャー企業によるイノベーションの創出や雇用の拡大につながり、税

収減を是認する効果が十分にあると考えられる。 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

ベンチャー企業への成長支援は、幅広い分野のベンチャー企業の事業活動

等において必要とされていることを踏まえると、特定の分野等を支援する補助

金等よりも税制による支援が適切である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

個人投資家による投資は主に創業間もないベンチャー企業へのリスクマネ

ー供給となり、これを促す措置としてエンジェル税制がある。   

一方で、法人投資家による投資（VC 経由）は、主に事業拡張期にあるベン

チャー企業へのリスクマネー供給となり、これを促す措置としてベンチャー投資

促進税制（平成２６年度創設）がある。 

両措置は支援対象とするベンチャー企業の成長ステージが異なることから適

切な役割分担を行っている。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本措置は全国のベンチャー企業へのリスクマネー供給を促進する目的を持

っており、本措置が各地域に展開されることにより、新たな産業の創出・育成、

地域経済の活性化にも大きく寄与するものである。 
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11 有識者の見解 特になし。 

12 評価結果の反映の方向

性 

前述のとおり、本税制利用個人投資家数、投資額は全体として増加傾向に

あり、本税制はベンチャー企業へのリスクマネー供給に貢献している。一方

で、ベンチャー企業へのリスクマネーの供給量は未だ十分とは言えない状況に

あることから、引き続き、本税制の周知・徹底を図り、利用拡大に努めることが

必要である。 

13 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

事後評価：平成 23 年 9 月 

 

 



 

１ 

 

租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

（ストックオプション税制） 

特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済

的利益の非課税等 

2 対象税目 （国税）（所得税：外） 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

取締役や従業員等に付与される新株予約権の一種であるストックオプションに

ついて、権利行使により自社株式を取得した際の給与所得課税を株式売却時

まで繰り延べ、売却時に得た利益にかかる課税を株式譲渡課税とみなす。 

《関係条項》 

租税特別措置法第 29 条の 2 

租税特別措置法施行令第 19 条の 3 

租税特別措置法施行規則第 11 条の 3 

4 担当部局 経済産業政策局 新規産業室 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 28 年 8 月       

分析対象期間：平成 23 年度～平成 27 年度               

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 8 年度 創設 

平成 10 年度 拡充（対象要件の拡充） 

平成 14 年度 拡充（対象要件の拡充） 

平成 18 年度 拡充（対象要件の拡充） 

7 適用期間 恒久措置 

8 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

自社の業績が向上した時点で、ストックオプションを付与された取締役や従

業員は権利を行使することにより自社株式を取得するが、租税特別措置によ

り、当該取得時の給与所得に係る課税は株式売却時まで繰り延べられ、さら

に株式売却時点で得た利益に係る課税は譲渡所得課税とみなすことが出来

る。この優遇措置により、ストックオプションを付与された取締役や従業員のイ

ンセンティブを高め、業績向上への士気上昇を促進するとともに、企業におい

ては有能な人材の確保等を円滑化して、企業の成長を支援する。 

《政策目的の根拠》 

有能な人材確保や従業員等に対するインセンティブ付与のため、中小・ベン 

チャー企業中心に当制度を利用しており、中小・ベンチャー企業の事業環境を 

整備することで新たな事業活動を促進し国民経済の健全な発展に資するとい

う普遍的な目的を持っている。 

 

○日本再興戦略改訂 2014（平成 26 年 6 月 24 日閣議決定） 

一．日本産業再興プラン 

１．緊急構造改革プログラム（産業の新陳代謝の促進） 

（３）新たに講ずべき具体的施策 

○日本再興戦略改訂 2015（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定） 

第二 ３つのアクションプラン 

一．日本産業再興プラン 

１．産業の新陳代謝の促進 



 

２ 

 

ⅲ）ベンチャー支援 

ⅳ）成長資金・リスクマネーの供給促進等 

 

○ベンチャー・チャレンジ 2020 

（平成 28 年 4 月 19 日 日本経済再生本部決定） 

３．我が国ベンチャーを巡る課題と今度の対応の方向性 

（２）民間による自律的なイノベーションエコシステムの構築支援 

４．新たな目標設定とＰＤＣＡサイクルの構築 

※ベンチャー企業への VC 投資額の対名目 GDP 比を 2022 年までに倍増と

することを目指す 

（現状：0.028％（2012-14 年の 3 か年平均）（内閣府「国民経済計算」、VEC「ベンチャー白

書」より） 

 

○日本再興戦略 2016（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定） 

Ⅲイノベーション・ベンチャー創出力の強化、チャレンジ精神にあふれ

る人材の創出等 

１．イノベーション・ベンチャー創出力の強化 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅳ）「ベンチャー・チャレンジ２０２０」の実現 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

１．経済産業 

１－２新陳代謝 

 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

本措置により、ストックオプションの権利を行使し自社株式を取得した際の

給与所得課税を繰り延べ、当該株式売却時の課税を株式譲渡課税とみなすと

いう税制面のメリットを付与することで、企業の取締役や従業員に対し、より高

い勤労インセンティブを与えることが出来る。当該措置を講じることにより、各

企業において取締役や従業員の企業業績拡大への士気向上や有能な人材

の確保の円滑化を促進し、企業の成長を支援する。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

本措置によって、取締役や従業員等に高い勤労インセンティブを付与できる

ようにすることで、企業の取締役や従業員の企業業績拡大への士気向上や、

有能な人材の確保を促す。それにより企業の成長を促進する。 

9 有効性

等 

① 適用数等 【税制適格ストックオプションの権利行使が行われた企業数】 

 平成 23 年度 134 社 

 平成 24 年度 78 社  

平成 25 年度 89 社 

平成 26 年度 56 社  

平成 27 年度 112 社  

※平成 23 年以降にストックオプション制度を導入している上場企業 560 社

の内、一部（50 社）を無作為抽出し、当該企業の開示書類（有価証券報告書

等）を基に経済産業省試算。  

 



 

３ 

 

【上場企業での税制適格ストックオプションの権利行使による株式報酬額】 

 平成 23 年度 16.24 億円 

 平成 24 年度 29.57 億円 

 平成 25 年度 55.66 億円 

 平成 26 年度 121.18 億円 

 平成 27 年度 22.51 億円 

 ※平成 23 年以降にストックオプション制度を導入している上場企業 560 社の

内、一部（50 社）を無作為抽出し、当該企業の開示書類（有価証券報告書等） 

を基に経済産業省試算。 

② 減収額 平成 23 年度 4.0 億円  

平成 24 年度 7.3 億円  

平成 25 年度 13.9 億円  

平成 26 年度 30.3 億円  

平成 27 年度 5.6 億円  

 

※平成 23 年以降にストックオプション制度を導入している上場企業 560 社の

内、一部（50 社）を無作為抽出し、当該企業の開示書類（有価証券報告書等）

を基に株式報酬額を算出。当該株式報酬額に対し、権利行使時の給与所得

課税率（最高税率 40％）と株式譲渡所得課税率（上場株式 15％※）の差分を

減税率として乗算し算出。（※各年度において 15％で統一試算） 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

上述のとおり、ストックオプション税制利用企業 560 社で平成 23 年度から平

成 27 年度にかけて、従業員数が約 7.4 万人増加（1 社あたり約 132 人増加）し

て いる。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

株式会社の取締役及び使用人の意欲や士気を高め、かつ、有能な人材を 

確保する手段としてストックオプション制度は有効なものと考えられる。他方、

仮に付与されたストックオプションを行使した時に利益が実現したとして所得税

が課税された場合以下の課題が指摘される。①権利行使時点では現金収入

がある訳ではなく、納税のための資金が必要となる。②上記①の結果として、

権利行使により取得した株式の早期売却を実質的 に強制されることとなる。 

このため、ストップオプション制度の目的を実現し、取締役や従業員に対して 

有効なインセンティブを与えるためには、最終的に金銭を受け取る株式売却時

まで、課税を繰り延べる措置を講じることが必要である。 また、前述のとおり、

税制適格ストックオプション導入上場企業において平成 23 年度から平成 27 年

度にかけて、従業員数が約 7.4 万人増加（1 社あたり約 132 人増加）しており、

本制度利用企業が高い経済効果を創出していると考えられる。 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

企業の成長支援は、幅広い分野の企業において必要とされていることを踏

まえると、特定の分野の企業を支援する補助金等よりも税制による支援が適

切である。税制適格ストックオプションを導入している上場企業の分野を見る

と、特定のものに偏っていない。 

 

（税制適格ストックオプション導入上場企業の業種分布） 



 

４ 

 

 

※平成 23年度以降にストックオプション制度を導入している上場企業 560社の

内、一部（50 社）を無作為抽出し、税制適格ストックオプション制度を導入して

いる企業当該企業の開示書類（有価証券報告書等）を基に経済産業省で調

査。  

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

従業員や取締役の士気向上や有能人材の確保支援という観点での支援措置

は他にはない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本評価は国税にかかる事後評価である。 

 

11 有識者の見解 特になし。 

12 評価結果の反映の方向

性 

引き続き本税制措置の実施により、取締役や従業員の業績向上への士気 向

上を促進するとともに、企業での有能な人材の確保等を円滑化して、企業の成

長を支援する。 

13 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 23 年 9 月 事後評価 

 

 


