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家族経営における経営継承と投資行動

山本淳子事

1 .課題と方法

近年、我が国農業においては土地利用型部門

を中心に担い手不足が深刻化してきている。こ

れまで、このような担い手問題に対しては、農

業の継続のために「人（の頭数）Jをいかに揃え

るかという視点からの研究が主に行われてき

た。しかし、経営環境が厳しさを増すなかでは、

後継者の確保だけでなく、就農した後継者へい

かに円滑に経営資源を引き継がせていくか、す

なわち経営継承対策が重要になってきている。

ところで、我が国農業経営の大宗を占める家

族経営においては、基幹的な労働力が家族であ

るが故に、その成長・発展は家族、とりわけ経

営主のライフサイクルと無関係ではない九経

営主は青壮年期には事業規模を拡大させていく

が、経営者としての能力は加齢とともにいつか

は必ず衰退期を迎えるため、いずれは事業展開

が制限され、経営の成長・発展に不可欠な投資

もまた抑制されていくと考えられる。しかし、

そこに経営の後継者が参入し、次代の経営者と

して成長していけば状況は変わることになる。

従って、経営主のライフサイクルによる投資の

停滞をもたらさないためには、適切な経営継承

を図ることが不可欠であるといえる。

つまり、経営の継承が行われるかどうかとい

うことは、投資行動を通じて経営の成長・発展

に重大な影響を及ぽすのであり、この点で経営

継承は、単に新たな労働力の確保と経営の維

持・継続という以上の意義を持つと考えられる。

以上の問題意識に基づき本稿では、土地利用

型の大規模家族経営を対象に、後継者が未定の

経営とすでに参入した経営における投資及び事
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業展開の把握等を通して、経営継承の有無によ

る投資行動への影響を明らかにする。

具体的には、後継者が未定のT経営と後継者

が参入した O経営の事業展開及び投資行動に

関する実態調査データと、経営統計調査農業経

営部門別統計（以下、部門別統計）の組み替え

集計結果を用いる。そして、 T経営の30年間の

動向から家族経営におけるライフサイクルの存

在とその段階によって事業展開が異なることを

把握した上で、 T経営と O経営の事業展開及び

投資行動を把握し、両者の相違を比較する。さ

らに、部門別統計データを用いて後継者層の有

無による投資行動の違いを確認する。そして、

これらを通して、家族経営において後継者の参

入の状況によって投資行動及び事業展開がどの

ように異なるのかを明らかにする。

2.結果

1）家族経営におけるライフサイクルと事業展

開

まず、家族経営におけるライフサイクルの存

在を、実態調査から把握する。

第 1図に、 T経営におげる経営主の年齢と事

業展開との関係を示す。 T経営は夫婦2人の家

族経営で、経営主が30～40歳代の墳には、農地

購入等の投資が行われ規模拡大が進められた。

しかし、経営主が50歳を過ぎるとそのような動

きは停滞しており、家族経営における事業展開

は、経営主のライフサイクルに影響を受けてい

ることが確認できる。

2）後継者の参入による投資行動と事業展開へ

の影響一実態調査による把握

そこで次に、経営主50歳以降において、後継

者が経営に参入するかどうかが投資や事業展開
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第l図 T経営におけるライフサイクルと事業展開
注 目T経営作業日誌及び聞き取り調査より作成。

にどのように影響するのかを、T経営と O経営

を比較することによって明らかにする。

T経営では、家のあとつぎが在宅で他産業に

従事しており、経営に参入するかどうかは現在

も未定である。そのような状態にあるため、経

営主が50歳をすぎた頃から、規模拡大がそれ以

前のように進められなくなり、転作受託を含む

経営面積は縮小傾向にある（第 1図）。経営耕地

面積についても、農地の貸付を希望する農家の

増加により新たに借地を増加させているもの

の、その一方で遠隔地 ・不整形地など条件の悪

い借地圃場を返還しているため、横ばいとなっ

ている。また、 40歳代半ば以降、それまでT経

営の規模拡大の主な手段となっていた農地購入

が行われなくなったことに加えて、 56歳のとき

(99年）には、2011年まで償還予定であった農

地購入の際の長期借入金について繰り上げ償還

を実施しており、経営主が50歳代に入る頃から、

長期間資金の返済を必要とするような投資が控

えられている。なお、近年でも大型高性能機械

への投資は行われているが、すべて自己資金で

対応しており、また、前述したように経営面積

が縮小傾向にあることから、省力化 ・軽労化を

図ることで体力低下を補うためのものと考えら

れる。

このようにT経営では近年、事業の拡大とい

うよりは効率化を進めており、後継者の参入が

未定であるために、積極的な事業展開が制限さ

れているといえる。

一方O経営は、 T経営とは異なった展開を見

せている。 0経営は親子3人（経営主 ・妻 ・後

継者）の家族経営で、経営主は1953年、20歳で

就農した（当時の経営耕地面積は4.2ha）。 30歳

代後半から40歳代前半には、畑等の開田を含め

水田約7haまで規模拡大を進め、その後その規

模を維持してきた。後継者は1987年、経営主が

54歳のときに就農した。後継者が就農すると、

第2図に示すように、転作田の受託等による規

模拡大が行われ、2年間で経営面積は約2倍に

増加した。また、それに対応してコンパイン ・

トラクタ一等への投資（就農直前の購入も含む）

も行われている。その後も、水稲の面積拡大及

び米の直接販売による事業規模の拡大と貯蔵庫

の建設、転作受託による規模拡大とトラク
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第2図 0経営における後継者参入による事業展開
注・ 0経営に対する聞き取り調査及び農作業日誌より作成。

ター ・コンパイン等の購入など、戦略的取り組

みとそのための投資が継続して行われている。

このように O経営では、後継者の就農前は事

業内容に大きな変化が見られなかったのに対

し、後継者の就農後は戦略的取り組みとそれに

合わせた投資が行われている。つまり、後継者

の参入によってO経営は、経営主のライフサイ

クルに規定された段階から、新たに後継者のラ

イフサイクルに影響を受げる段階に移行すると

ともに、事業規模 ・領域の積極的な拡大を進め

ているのである。

3）経営継承タイプと投資行動統計データに

よる把握一

以上のように、後継者参入の有無によ ってそ

の後の事業展開が大きく異なることが明らかに

なったが、最後に統計データを用いて後継者層

の有無による投資額の違いを確認しておく。

第1表は、部門別統計の組み替え集計によっ

て、後継者層（50才未満の男子専従者）の有無

別に大規模稲作経営の経営内容及び投資 ・負債

等の状況を示したものである。後継者層のいる

「継承タイプjと、後継者層のいない 「非継承

タイプ」では、経営耕地面積等に多少の違いは

見られるものの、いずれのタイプも水稲作付面

積が6haを超える大規模経営である。

これら 2つのタイプの投資に関わる状況につ

いて、「継承タイプJでは、 l年あたり投資額が

302万円、借入残高1122万円で、どちらも「非継

承タイプjの約2倍である。そのため、農業固

定資本額も「継承タイプ」は「非継承タイプ」

の2倍近くになっており、さらに支払利息率に

ついても「継承タイ プ」 は3.03%と、「非継承タ

イプJの1.9%に比べてかなり高くなっている。

このように継承タイプは、投資額が大きいだけ

でなく売り上げ（収入）に占める割合も高く、

非継承タイプに比べて活発な投資活動をしてい

ることがわかる。
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第 1表大規模稲作経営における継承タイプ別にみた投資及び負債等の状況(1995～97年）

投資額（万円） 農業 農業固定資本額（万円・3ヶ年平均）総＿1＿~経~~営年iの水状稲況作 支払利
1年あたり投資額 借入金 （カッコ肉は水稲部門） 息率

・・・・・・ ．‘・・・・ ・ー．・・・．:・・ ・・・・・: 目 ........  年末類型 経営数
耕地菌 i付面積 3ヶ年 i：農業用農業用 農業用

建物 I大農具・！目動物・ i： 
（%、 3ケ

積（a)j (a) 合計 百十 土地 建物 大農具・ 残高 年平

自動車 （万円） 自動車 植物 均）

継承空イプ 35 1163.5 i 832.0 905.6 301.9 : 39.3 i 45.8 : 216.8 1122.1 
545.7 i 889.1 : 141.8 i 1576.6 

3.03 
(299.0) (659.0) (0.0) (958.1) 

非継承空イプ 17 769.9 i 626.0 476.3 158.8 i 43.7 : 8.0 : 107.0 521.0 
256.4 i 541.5 i 81.9 i 879.9 

1.90 
(123.3) (460.3) (0.0) (583.6) 

, .. ，ー包－ ，，畠~.. r『 ・k.&...-1

2）農業経営統計調査農業経営部門別統計の平成7年から9年のデ－~を、総務庁告示第114号に基づき再集計したものである。
3）分析対象とした大規模稲作経営は、 1995年から97年のいずれかの年において、水稲作付面積が5ha以上の経営である。
4）『継承ヲイプ」は、 97年に50才未満男子専従者のいる経営（95年から継続して50才未満男子専従者のいる経営と、 95～97年の聞に50才未満男

子専従者の参入があった経営）である。
5）「非継承骨イプ」は、 97年に50才未満男子専従者のいない経営（95年にいた50才未満男子が専従をやめた経営と、何年以降継続して50才未満

男子専従者のいない経営）である。
6）農業借入金年末残高については、農家経済における借入金と買掛未払金、農業負担部分における借入金と買掛未払金の合計額等を用いて

推計したものである。
7）支払利息率は負債利子／（農業収入総額＋農林業補助金＋農業共済金）より求めた。

3.考察

以上の結果より、家族経営はライフサイクノレ

によって事業展開が大きく左右されており、特

に、経営継承の見通しゃ後継者の参入の有無は、

投資を伴う戦略的な事業展開に大きく影響する

ことが指摘できる。

すなわち、青壮年期において着実に事業規模

を拡大し活発な投資活動を行ってきた経営者

も、老年期が近づき経営継承の見通しが立たな

い場合には戦略的な動きを減少させるため、事

業（投資）は停滞することになる。一方後継者

が参入した経営では、経営主が同様に老年期に

近づいていても、事業規模・領域の拡大とその

ための投資が進められている。このような後継

者参入の有無による投資行動の違いは、投資額

の違いとして統計データの分析からも明らかで

ある。

また、このような投資行動の違いのなかで、

特に注目すべきは投資の質が明らかに異なって

いる点である。後継者の参入後に O経営で行わ

れた投資、例えば米の直接販売の拡大を見込ん

だ貯蔵庫の建設などは、事業の拡大が不確実な

もとでのリスクを伴う投資であり、この点で「経

営発展のための投資」といえる2）。一方、 T経営

において近年行われた投資は、体力低下を補う

ための高性能機械の整備、すなわち「経営体維

持のための投資Jであった。つまり、後継者参
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入の有無は、投資の量（金額）だけでなく質に

も大きな影響を及ぽしているといえる。

なお、 T経営のこのような投資行動自体は、

労働力構成とその見通しに応じたものと見るこ

とができょう。しかし、市場競争が厳しさを増

すなかで経営が生き残っていくためには、常に

投資を行い経営の成長・発展を図っていく必要

があり、この点で今後は、後継者の参入や経営

継承に関わる投資の停滞を避けるための方策に

ついて、検討していくことが重要である。また、

本稿では、後継者参入の有無による投資及び事

業展開への影響を分析したが、後継者が参入し

た場合の事業展開の速度や投資行動は、後継者

参入のタイミングによっても異なってくると考

えられる。これらに関する実証的な解明は今後

の課題としたい。

注

1 ）石田正昭「農家行動の社会経済分析j大明

堂1999年等において、同様の指摘がなされて

いる。

2）稲本は、農業経営における投資を「経営体

維持のための投資」と「経営発展のための投

資」に分類している。（稲本志良、辻井博「農

業経営発展と投資・資金問題」富民協会2000

年、 pp.39)
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