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□ 
農業法人における経営継承への取り組みの実態と課題

一農業法人アンケート結果を用いた分析をもとに一

緩鹿泰子＊• 山本淳子＊＊・澤田守＊＊＊

（＊日本大学・＊＊農研機構食農ビジネス推進センター・＊＊＊農研機構 中央農業研究センター）

Actual Condition and Issues of Management Succession in Agricultural Corporations 

-Based on Analysis Using Agricultural Corporation Questionnaire Result-

(Yasuko YURUKA, Junko YAMAMOTO, Mamoru SAWADA) 

I 背景と課題

近年，農業法人の経営者は 60代の割合が高く，

世代交代の時期を迎えている一方で，経営継承が進

んでいない現状にある注 I)。我が国の農業の主たる

担い手である農業法人がどのような形で経営を継

承していくのかは，将来の農業のあり方に影響を及

ぼすと考えられる。そうしたなか，非血縁者へ経営

を継承する「非家族型継承」が注目されつつあり，

農業法人はどのような人に経営を継承しようとし

ているのか，また，どの程度後継者を確保できてい

るのかについて，現時点での特徴を把握しておく必

要があると考えられる。

一方で，農業情勢が厳しくなるなかで，事業の規

模拡大や多角化に伴い，経営者に求められる能力は

多様化・高度化している。そのため，円滑な経営継

承に向け，後継者の技術習得や経営者能力の向上な

どの取り組みが重要な課題となっている。しかし，

実際にはそれぞれの農業法人において，試行錯誤的

に取り組みを進めていると推察される。こうしたこ

とから，農業法人における経営継承に関わる取り組

みの実態や課題を把握した上で，具体的な経営継承

方策を提示していく必要がある。

これまで，農業法人の経営継承に関する研究につ

いては，迫田 [I]' 角田 [3l, 山本 [5]などがあり，少

数の事例を対象とし，そこでの経営継承の特質など

が析出されているものの，農業法人の経営継承に

関する対応や課題について，全体的な動向は明らか

にされていない。また，経営継承に関するアンケー

ト調査による分析では，斎藤 [2]が農業法人におけ

る経営者交代と経営情報の継承，内山 [4]が法人経

営の事業継承の特性について分析を行っているが，

後継者の確保状況や経営継承プロセスにおける具

体的な対応や課題は，あまり把握されていない。

そこで，本稿では，農業法人への経営継承に関す

るアンケート調査をもとに，後継者確保の実態や経

営継承への対応に関する特徴と課題を明らかにす

る。

注I) 日本農業法人協会「2015年度農業法人アンケー

ト経営継承実態調査結果」による。

II 対象と方法

1 アンケート調査の概要

本稿で分析に使用したデータは， 2017年 12月に

日本農業法人協会を通じて実施したアンケート調

査結果である。日本農業法人協会会員 1,938法人に

配布し，回収数は 781法人（回収率 40%)であっ

た。ここから，回答に不備が多い法人や農業生産を

行っていない法人を除外した。また，農事組合法人

については，複数農家による共同経営と集落営農法

人では組織の成り立ちや運営方法などが異なるが，

今回の調査で詳細を把握できなかったため分析対
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象から除くこととした。

したがって，本稿の分析対象は，株式会社及び特

例有限会社，合同会社に限られる。さらに，後述す

るように，本稿では経営の経営者が 50歳以上の法

人に限定したため，最終的な分析対象数は 334法人

となった。

アンケートでは，①経営概要（部門（作目），販売

金額，従業員の構成など），②後継者と世代交代の

状況（後継者の確保状況，経営者との関係，世代交

代の時期），③経営継承に関わる対応の実施状況，

④経営継承に関する課題について把握している。③，

④の設問については山本 [4]などを参考に，継承プ

ロセスに対応した項目を設定した。なお，③では継

承に向けた体制整備，後継者に対する就農前の対応，

後継者の能力向上への対応，経営者交代に向けた対

応，経営者引退への対応に関して，全体で 26の項

目を設定し，項目ごとに実施状況（「過去に行った／

現在行っている」「将来行うつもり」）を把握した。

④では後継者の確保・選定，後継者の能力養成，経

営者の交代，現経営者の引退，全体的な進め方に関

して 14の項目を設定し，項目ごとに当てはまるか

どうかを把握した。

2 分析視点と方法

後継者を確保している農業法人において，経営継

第 1表 分析対象法人の経営者の年代
単位：歳，％

法人数
平均
年齢

50代 I60代
70代

以上

法人全体 I 334 I 63.2 I 31.4 I 52.1 I 15.9 
資料：法人アンケート調査より作成。

承への取り組みの実態を把握するうえで，後継者の

属性（後継者が現経営者から見て親族かどうか）が

重要な視点である。そこで，本稿では，後継者の確

保状況やその属性（「親族」「親族以外」）を把握した

うえで，後継者の属性から農業法人を分類するとと

もに，それぞれの経営継承への対応状況と課題を分

析する。その際，現経営者の年齢を，ライフサイク

ルから見て経営継承が現実的な重要課題になると

考えられる 50歳以上に限定する。

3 分析対象法人の概要

分析対象法人の経営者は平均年齢が 63.2歳で，

60代の割合が高く，半数以上を占めている（第 1表）。

法人設立後の経過年数は平均 21年で，これまでの

代表交代回数については， 0回 (1代目）が 62%と

多くなっている（第 2表）。役員と従業員について

は，平均でそれぞれ 3.0人， 18.5人であり，役員に

ついては親族のみの割合が 58%と高く，親族以外を

含む割合が 22%, 親族以外のみの割合が 20%とな

っている。また，従業員については親族のみの割合

が 2%と低いのに対して，親族以外を含む割合が

44%, 親族以外のみの割合が 48%と高く，親族以外

を雇用する傾向が強い。

直近の平均売上高は 3.2億円で，部門別の割合で

は稲作が 30%, 畜産が 19%, 施設野菜が 14%と多

くなっている（第 3表）。

第2表 法人の設立経過年数と代表の交代回数•世代数
単位：年，代目，％

法人数
経過年数 代表交代数

1代目 2代目 3代目 4代目 無回答
（平均） （平均）

法人全体 334 20.8 1.5 62.3 22.2 7.8 3.3 4.5 

資料：法人アンケート調査より作成。

第3表部門別の割合 単位：％

法人数 I平均売上 稲作 l
雑穀， 露地 施設

果樹
花き

畜産
その他

複合
高（億円） いも，豆 野菜 野菜 花木 作目

法人全体 I 334 I 3.2 29.6 I 3.6 9.9 13.5 9.3 6.0 18.6 6.6 3.0 
資料：法人アンケート調査より作成。
注：主作目で分類した。



第 4表後継者の確保状況
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単位：％

小計

法人数 I決まって
いる

候補者はいる
がはっきり決
まっていない

（決まってい
る，候補者

はいる）

候補者
なし

まだわから 1次の代には
ない 継がせない

無回答

法人全体 1 334 I 4s.2 29.9 

資料：法人アンケート調査より作成。

III 結果

1 農業法人における後継者確保の状況

78.1 5.1 15.6 I 0.6 0.6 

(3)経営継承の現局面

さらに，後継者の属性別に，経営者の年齢と今後

の世代交代の時期から経営継承の現局面について

確認する（第6表）。経営者の年齢は 60代が多いが，

後継者が「親族」では 65歳未満が多く，「親族以外」

最初に，農業法人における後継者の確保状況につ では 65歳以上が多い。そのため，世代交代の時期

いて把握する。 （第 7表）は全体では「5年後ぐらい」が多いもの

の，後継者が「親族以外」では「3年以内」が 4割

(1)後継者の確保状況 を超えており，経営継承がより差し迫った課題とな

後継者の確保状況（第 4表）では，全体的に後継 っていることがわかる。

者の確保率は高く，「後継者が決まっている」が 48%,

「候補者はいるがはっきり決まっていない」が 30%

で，この二つを合わせると 78%となる。

(2)後継者の属性

つぎに，後継者が「決まっている」と回答した 161

法人について，後継者の属性を把握する（第 5表）。

後継者が「決まっている」法人では，後継者が「親

族」である割合が 83%と高く，親族以外は 16%と

わずかである。依然として，親族への継承が多数を

占めている。

第 5表後継者の属性 単位：％

法人数 i親族 i親族以外 i無回答

後継者が
決まっている I 161 I 82.6 I 16.1 I 1.2 

法人

翻：法人アンケート調査より作成。
注 1:第4表で，後継者が「決まっているJと回答した

161法人について集計
注 2:現経営者から見た属性であり，親族については血

縁及び婚姻関係にある人を指す。

2 農業法人における経営継承対策の実施状況

以下では，後継者が「決まっている」法人につい

て，後継者属性による類型別にみた経営継承対策の

実施状況（第 8表）をみていく。全体として，多く

の項目で実施率（「過去に行った／現在行っている」

の割合）は 4割以上であり，特に，後継者の能力向

上に関する項目で実施率が 6割を超えるものが多

第 6表経営者の年齢区分 単位：％

後継者
50- 55- 60- 65-

70歳
法人数 54 59 64 69 

属性
歳 歳 歳 歳

以上

親族 133 9.0 19.5 30.1 29.3 12.0 

親族
26 3.8 11.5 15.4 46.2 23.1 

以外

計 159 8.2 18.2 27.7 32.1 13.8 

資料：法人アンケート調査より作成。
注：第 5表の 161法人のうち，後継者の属性について無

回答を除いた 159法人について集計。第 7表，第 8

表，第 9表についても同じ。

第 7表世代交代の時期 単位：％

後継者属性 法人数 3年以内 5年後ぐらい 10年後ぐらい 10年以上先 わからない 無回答

親族 133 30.8 39.8 21.1 4.5 2.3 1.5 

親族以外 26 42.3 42.3 7.7 0.0 3.8 3.8 

計 159 32.7 40.3 18.9 3.8 2.5 1.9 

資料：法人アンケート調査より作成。
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第8表 経営継承対策の実施状況
単位：％

体制整備に関わる対応

後継者 後継者の就農に備
経営理念を明確 中長期の事業計画

後継者のキャリ

属性
法人数 えて，事前に規模

にした を策定した
アパス（社内での 後継者と同年代

拡大や新規部門の
（見直した） （見直した）

昇進ルート）を の人を雇用した
導入を行った 作った

親族 133 69.2 (82.0) 53.4 (85.0) 40.6 (78 9) 30.8 (62.4) 54.9 (70 7) 

親族以外 26 57.7 (69.2) 57.7 (84.6) 42.3 (69.2) 42.3 (57.7) 50.0 (53 8) 

計 159 67.3 (79.9) 54.l (84.9) 40.9 (77.4) 32.7 (61.6) 54.1 (67 9) 

後継者に対する就農前の対応

後継者 就農前に他の会
自社の事業内容や 後継者の就業 経営継承に関する予定（どの仕事をい

属性 社（他業種を含
強み，将来の 条件（給料，担当 つ任せるか，いつ頃代表を交代する

む後）継で者働iくことを 方向性を伝えた 作業等）を示した か等）をあらかじめ具体的に伝えた
こ促した

親族 481 (54.1) 64.7 (79.7) 69.9 (83.5) 39 8 (82.0) 

親族以外 3 8 (19.2) 53.8 (73.1) 38.5 (65.4) 46.2 (76.9) 

計 40 9 (48.4) 62.9 (78.6) 64.8 (80.5) 403 (81.1) 

後継者の能力向上への対応

後継者 社外での研修会
農作業のコツ，

責任をもって
後継者が提案した 新しい取引先 従業員の採用

自社の財務状況を理 ミーティング

属性 や勉強会，セミ
ノウハウを

担当する作物，
新しい取り組みを （販売先）の開拓 や管理を担当

解させるための工夫 等，後継者や従
ナーに参加する

伝えた
圃場，施設等

認め，担当させた を任せた させた
をした（簾記記帳や決 業員が意見を言

機会を設けた を設けた 済処理を任せる等） える場を作った

親族 69.9 (85 0) 71.4 (88.7) 60.9 (85.0) 54.1 (83 5) 39 8 (77 4) 44.4 (79.7) 43.6 (85.7) 64.7 (88 0) 

親族以外 65.4 (73.1) 53.8 (61.5) 69.2 (69.2) 38.5 (53.8) 346 (53 8) 50.0 (65.4) 42.3 (65.4) 65.4 (73 1) 

計 69.2 (83.0) 68.6 (84.3) 62.3 (82.4) 51.6 (78 6) 39.0 (73 6) 45.3 (77.4) 43.4 (82.4) 64.8 (85 5) 

経営者交代に向けた対応

後継者 後継者に株式を
後継者を次の経営 後継者を取引先 相続税によって

属性 後継者を役員に
持たせた

従業員持ち株 者とすることにつ や金融機関担当 後継者の経営が
登用した

（出資させた）
会社を設置した いて，役員や従業 者，地主などと 影う響対受策けないよ

昌の合意を得た 引き合わせた を講じた

親族 60.2 (90 2) 41.4 (85.0) 7.5 (22.6) 42.l (76.7) 51.9 (88.0) 20.3 (79.7) 

親族以外 57.7 (73 l) 53.8 (69.2) 19.2 (30.8) 46.2 (65.4) 42.3 (69.2) 19.2 (50.0) 

計 59.7 (87.4) 43.4 (82.4) 9.4 (23.9) 42.8 (74.8) 50.3 (84 9) 20.1 (74.8) 

経営者引退への対応

後継者 経営者交代後の
経営を譲った後

属性 退職金制度を 現経営者の役割や の生活資金の
作った 地位を考あえらたかじめ めどをたてた

親族 37.6 (72.2) 316(774) 36 8 (76.7) 

親族以外 53.8 (69.2) 38 5 (73.1) 23.l (61.5) 

計 40.3 (71.7) 32 7 (76 7) 34 6 (74.2) 

資料：法人アンケート調査より作成。

注：設問ごとの対策について，「過去に行った／現在行っている」と回答した割合を示す。（ ）内は「過去に行った／現

在行っている」と回答した割合に「将来行うつもり」と回答した割合を加えた値を示す。

くみられる。それに対して，経営者交代や引退に関

する項目では，「役員に登用」が 6割近いものの，

他の対応と比較すると，実施率の低い項目が多く見

られた。これには，経営者の交代や引退への対応が

必要な局面に至っていない法人があることが影響

している可能性が考えられる。

つぎに，類型別にみると，体制整備，就農前の対

応では，後継者が「親族」は「規模拡大・新規部門

の導入」「他会社・他業種を勧める」などが「親族以

外」より高い。一方で，後継者が「親族以外」は「他

会社•他業種を勧める」がかなり低く，「経営理念の

明確化」「キャリアパスの整備」「経営継承に関する

予定を伝える」がやや高いという特徴がみられた。

能力向上への対応では，各類型とも実施率が高い

項目がそれぞれあるなかで，「農作業のコツなどを

伝える」「後継者の提案の受入など」について後継

者が「親族以外」で実施率が低いものの，類型によ

る明確な違いは読み取りにくい結果となった。



経営者の交代・引退への対応では，後継者が「親

族」で「取引先などと引き合わせた」「引退後の生活

資金の目処」の実施率が高く，後継者が「親族以外」

で「出資させる」「持ち株会社の設置」「退職金制度」

の実施率が高い。ただし，前述のように後継者の属

性によって継承の局面にはやや違いがみられ，特に

後継者が「親族以外」は後継者の確保に時間を要す

るなどの理由から，時間がない中で継承を行わなけ

ればならないため，これが影轡していることも考え

られる。

なお，実施率に「将来行うつもり」を加えた割合

でみると，後継者が「親族」でも経営者の交代・引

退に関わる対応の実施率が高まることから，今後，

継承の局面が進むことで，後継者が「親族」の法人

においては，より多くの対策に取り組む可能性があ

ると考えられる。

3 農業法人における経営継承の課題

つぎに，類型別にみた経営継承の課題（第 9表）

について把握する。全体としては，経営者の交代・

引退に伴う資金・税金に関わることを課題とする法

人が多く，「株式の処理」「株式取得資金がない」「相

続税対策」「退職金の準備」が 4割を超えている。

その一方で，「手順が分からない」「世代間の意識な

どの相違」についても 3割を超えている。

類型別にみると，全体の傾向と同様に資金・税金

に関する項目で割合が高く，特に，後継者が「親族」

では「相続税対策」，「親族以外」では「株式の処理」

「株式取得資金がない」「退職金の準備」で 5割を
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超えている。さらに，後継者が「親族以外」では，

「能力の高め方」「手順がわからない」「世代間の意

識などの相違」などの項目も高く，後継者が「親族」

の場合よりも多くの課題を抱えていることがわか

る。

w 考察

本稿では，農業法人への経営継承に関するアンケ

ート調査をもとに，後継者確保の状況，経営継承の

プロセスにおける具体的な対応や課題について分

析した。その結果は次のように要約できる。

後継者の確保状況では，全体的に後継者の確保率

は高いことが確認できた。さらに，後継者の属性は

「親族」の割合が圧倒的に多く，農業法人において

も「家族（親族）型」への継承が今後も多数を占め

ていくものと考えられる。その一方で，後継者が「親

族以外」というパターンも 2割近くあり，すでに親

族以外も含めた経営運営を行っている法人では「非

家族（非親族）型」継承も一定の展開をみせると考

えられる。

継承対策の特徴として，後継者が確定している法

人では，項目による違いはあるものの，実施率が 6

割を超える項目もみられ，「将来行うつもり」と回

答した法人を含めて，全体として継承対策の実施に

対する意識は高いといえる。特に，後継者の能力向

上に関しては，社外での研修機会をつくる，農作業

のコツなどを伝える，後継者に担当を持たせる，意

見の場を与えるなどの取り組みが多くみられた。

第9表経営継承の課題 単位：％

後継者の確保・選定 後継者の能力養成 経営者の交代 現経営者の引退 全体的な進め方

複数の親
経営維承

複数の後 族が社内 交代時に
維者候補 にいて，

後継者の いつ経営
株式（出資

後継者（及 相続税対 代表（及ぴ に向け 社内の世

後継者
法人数 から代表 将来どの

後継者の 能力を高 の代表を
金）をどう

び次の経 策をどの
退職金が

役員）交代 て，何を 代構成が 世代間で 経営の将

属性 者をどう ような配
資質や能 める具体 交代する

処理する
営陣）が株 ように進

準備でき
後の生活 どのよう 偏ってい 意識や考 来の方向

選ぶか決 置（処遇）
力に不安 的な方法 べきなの

のがよい
式を取得 めたらよ

ていない
資金のめ な手順で て，経営 え方が大 性が見い

められな にすれば
がある が分から か分から

か分から
する資金 いか分か どが立た 行えばよ 継承が進 きく違う だせない

し‘ よいか分
ない ない

ない
がない らない ない いか分か めにくい

からない
らない

親族 91 2.4 4.9 23.8 21.7 27.7 37.8 49.4 52 4 42.7 13.6 32.5 12 2 38 6 21 0 

親族以外 18 6.7 6.3 23.S 35.3 31.3 56.3 62.5 35.3 52 9 5.9 52.9 11.8 43.8 29.4 

計 109 3.1 5.1 23 8 23.8 28 3 40.8 51.5 49.5 44.4 12.2 35,6 12.1 39.4 22.4 

資料：法人アンケート調査より作成。

注：設問ごとに課題として当てはまるかどうかを質問した。課題として 1つでも「当てはまる」と回答した法人 (109法

人）を集計。
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なお，継承対策については，実施率の違いが類型

によるものなのか，継承局面によるものか十分に把

握できなかったものもあり，これは今後の課題とし

て残されている。ただし，そのなかでも，後継者が

「親族」では規模拡大や就業条件などの条件整備を

進めつつ，他会社での就業を通じた人材育成を図ろ

うとする傾向にある。これに対して，後継者が「親

族以外」では後継者に他会社•他産業での経験を勧

める割合は低く，ここからは最初から自社内で育成

する方針が読みとれ，現時点でもキャリアパスの整

備に取り組んでいる割合がやや高いのも，これに関

連したものと考えられる。

また，経営継承に関する課題としては，全体的に

経営者の交代・引退にかかる資金・税金面を課題と

する法人が多いなかで，後継者が「親族以外」につ

いては，後継者の能力の高め方や継承に向けた手順

がわからないことを挙げる法人が相対的に多くみ

られた。したがって，このような「非家族型（非親

族）」継承を進めようとする法人に対して，今後は

これらの具体的な手順・方法を示していく必要があ

る。

その他の残された課題は次の通りである。まず本

稿は，「親族」を「血縁及び婚姻関係にある者」と広

＜捉えたが，今後はより具体的な関係を把握した上

で分析を進める必要がある。次に，経営者の交代や

引退に関わる対応・課題については，実際に経営者

が交代したケースの分析も加える必要がある。また，

本稿の分析は継承対策を実施したかどうかを把握

したものであり，それが具体的にどのように行われ，

継承対策としての有効性までは十分に考察できて

いない。さらに，本稿では後継者の属性別に継承対

策の実施率などを把握したが，これらをより客観的

に評価するためには一般の中小企業との比較が必

要である。これらの点は今後，実態調査を含め分析

を深めていく必要がある。
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