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企業の農業参入の類型と特徴

Classification and Characterization ofFinn's En句 intothe Agricu加re

渋谷往男*

Yukio SHIBUYA 

1.はじめに

(1)問題意識と目的

わが国において企業の農業参入が解禁されたのは， 2003年に導入されたいわゆる「農地リース特区」

からであり，ようやく 10年経過したところである。しかしこれまでに「企業“的"農業経営」につい

ての研究が盛んに行われてきたことと，歴史的に見て建設業，製造業，小売業，飲食業など多くの産業

が家族経営から企業経営に移行してきたことを鑑みると，農業における企業経営の重要性は今後一層高

まっていくと思われる。

このように，企業の農業参入はわが国の農業において重要なテーマであるものの歴史が浅いため，ま

ずは全体像を術轍して説明する必要がある。そこで，本稿では，企業の農業参入の実態と地域農業への

影響を分析する第一段階として，企業の農業参入をいくつかの基準で類型化を行い，その特徴付けをす

ることで議論の前提条件を提示し，企業の農業参入全体の理解促進につなげることを目的とする。

(2)本稿の構成

事象の説明の際に用いられるフレームワークとして，いわゆる 5W2Hがある。これはWho，When， 

Where， What， Why， How， How muchの頭文字から取ったものであり，本稿でもこのフレームを参考に

構成する。まず， Howにあたる参入方式，次にWhatにあたる作目・作物， Whoにあたる本体企業の規

模と業種， Whyにあたる参入理由， Whenにあたる参入時期，Whereにあたる参入地域，最後にHowmuch

にあたる収益状況の順で類型化と特徴づけを行う。

(3)企業の農業参入の制度概要

企業の農業参入は制度整備と一体であるため，はじめに前提となる制度の変遷を概観する。前述のよ

うに 2003年4月に構造改革特区の一環として始まった農地リース特区により，市町村等を介した農地の

貸付方式に限定して，企業の農業参入が解禁された。この農地リース特区は，実施後に特段の問題がな

かったため， 2005年9月に農業経営基盤強化促進法に位置づけられた「特定法人貸付事業Jとして全国

展開された。さらに， 2009年 12月には農地法が大幅に改正され，特定法人貸付事業に代わり「解除条

件付の農地貸借方式」によって，企業の農業参入制度は大幅に緩和された。このように，企業の農業参

入は農地の貸付による方式を中心にこの 10年間で制度整備が進んできた。

*東京農業大学国際食料情報学部
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2. 参入方式による分類

農業への参入方式は制度に依拠しており，方式ごとに事業活動の特性や制約条件が大きく異なるため，

最も重要な分類基準といえる。農業参入を規定している法律は主として農地法であり，農業を行う土地

が農地か否かが参入方式での分類の前提となる。農地を利用しない農業には，一部の畜産や施設栽培な

どが該当する。これらは，農地法による制約がないため，かねてより自由に企業が参入しており，養鶏

や養豚では既に多くの企業が農業経営を行っている。施設栽培でも非農地に施設を建設して農産物を生

産する場合には農地法の適用を受けないため，一般企業でも農業経営が可能である。

一方，農地を利用して農業生産を行う場合は農地法が適用され，経営にさまざまな制約が伴う。一般

に昨今課題となっている企業の農業参入は，農地を用いた農業生産を指す場合が多い。農地を利用する

農業参入は，農地所有の可否と経営の主体性という 2つの分類軸から図 1のように4つに分類できる。
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(1)非農地利用型農業参入(農地を使わない農業への参入)

非農地は農地法の対象外のため，山林などを切り開いて養鶏や養豚の施設を建設し，大規模畜産経営

を行う企業は多い。例えば，鹿児島県大崎町の(株)ジャパンファームは三菱商事(株)や日本ノ、ム(株)

などの一般企業が出資した企業であり，資本金が 30億円，従業員が 1010名としづ規模で大規模な養鶏・

養豚経営を行っている。 [2Jまた，モヤシ，カイワレダイコン，ミツバなどは早くから施設栽培が普及し

ており近年では，レタス， トマト，パプリカなどの施設栽培も盛んに行われるようになっている。

(2)農地利用型農業参入

1 )農地リ ース方式(農地リース方式による参入)

農地リース方式による参入は，前述の農地リース特区，特定法人貸付事業，改正農地法による解除条

件付の農地貸借を総称した参入方式である。この方式の最大の特徴は，農業参入のために整備された制
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度，ということである。農林水産省では基本的にこの方式の参入を「企業等の農業参入」としており，

参入法人数をカウントしている。このため，この方式が“狭義"の農業参入ということができる。なお，

この方式は企業だけでなく NPO法人なども対象としているため，参入の数は企業数ではなく法人数と

して捉えられている。

純粋に農業経営をするのであれば，農地が利用できればよく，農地所有は必ずしも必要とされない。

農家や地域としても農地の所有権移転を伴わないため，企業を受け入れやすい。また，企業は経営面で

地元農家との協力がなくても経営が可能である。こうしたことから企業鞠虫で農業経営を行う場合に適

した方式といえる。大企業ではイオンやワタミがこの方式で参入している。

2)農業生産法人方式(農業生産法人を設立して参入)

農地所有が可能で，主体的に農業を行う参入方式である。本体企業の経営者が個人として農地を取得

して農業者となり，農業生産法人の要件を満たす会社を設立して農業を行う。同じ経営者のもとで農業

生産法人から本体企業に農作業を委託することで，実態的には本体企業が農業生産を行う方式である。

メリットとしては，農業生産法人を設立するため，地域の農家や農業関係者及び農産物の販売・出荷先

などに対して農業に長期にわたり本気で取り組む姿勢が伝わるという点がある。本体企業が食品企業の

場合は大きなメリットとは言い難いが，建設業など農業との関連が薄い企業の場合は，建設業とは別の

法人を設立することで食品を扱う企業としてのイメージ改善効果もある。

この方式は，農地取得を伴うため，地域における信用が必要であり，基本的に地場企業が採用してい

る。農業参入のための制度ではないが，実際に多くの地場企業がこの方式で農業に参入している。

3)農業生産法人への出資方式(農業生産法人に出資して参入)

農業生産法人の主たる出資者は農家であるが，農業生産法人と取引関係のある一般企業が資本金の一

部を出資することができる。この農業生産法人への資本参加によって，農業経営に部分的に参画する方

式である。 2009年に改正される前の農地法では企業の出資は 1社で 10%，合計でも 25%以内に制限され

ていた。(農業生産法人が認定農業者となっている場合は50%未満とされていた。)農地法改正後は1社

で25%以下，農商工連携の相手先企業の場合は50%未満となった。いずれにせよ，企業が経営権を握ら

ない範囲で株式を取得して農家等と協力して農業を行うものである。

農業のノウハウが乏しい企業や，農業経営のうち一部分の機能を求める企業に適した方式といえる。

イトーヨーカ堂や住友商事がこの方式で参入している。

4)農作業受託方式(農作業受託による参入)

この方式は農地を利用して農業行うものの，あくまでも地主が経営している農地において一部の作業

のみを請け負うものであり，農地法の制約を受けない。しかし，作業という点では，企業が農業を行う

ものであり，企業が新規に取り組む場合は農業参入と捉えることができる。一般的に認識されているも

のは，水稲作における耕起・代かき・田植え・稲刈りなどの機械作業を受託するものや，飼料自給型酪

農経営における飼料畑での作業を請け負うものがある。農業参入が議論される前より既に広く行われて

いたものであるが，農業参入の解禁によりこの方式も農業参入として対応している自治体がある。

農地リース方式による参入を“狭義"の農業参入とすれば，上記全ての方式による参入を“広義"の

農業参入ということができる。

3.作目・作物による分類

農業経営では作物の種類を表す作目による分類を行うことがあり，参入企業による農業にもあてはま
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る。やや暖昧な概念であるが，農林水産省の農業総産出額には作目別産出額が示されている。ここで用

いられている作目の区分は，耕種として，米，麦類，イモ類，野菜，果実，花き，その他耕種となって

おり，畜産として肉用牛，乳用牛，豚，鶏その他畜産となっている。この他に加工農産物もある。

参入企業の手掛けている作目の状況は，農林水産省による農地リース方式での参入状況の調査 [8J[9] 

では，米麦，野菜，果樹などの耕種が比較的多く，畜産が少ない。これは，農地利用の特例を定めてい

る農地リース方式特有の事情と考えられる(表1)。温谷 [4]も農業に参入した建設業の作目を調べてい

る。これによると野菜(露地)やその他露地などが多くなっているが，特定の偏りは見られなし、(表2)。

表1農地リース方式で参入した法人の作目

作目
|2009年9月 I 2013年6月
.法人数|比率(弘)I法人数l比率(見)

米野麦菜等
71 17九 218 17覧
161 39九 565 45免

果樹 68 16九 109 9九
畜産 8 2九 30 2免
花き・花木 13 3免 32 3免
工芸作物 14 3見 57 5九
複合 79 19% 239 19九
その他 。 0見 11 1九
合計 414 100% 1， 261 100九

資料:農林水産省ホームページ [8][9]より作成。

表2 建設業からの参入企業が取り組む

第一位作目

一位の作目|企業数|比率

水野稲菜 (露地)
7 10切
13 19見

野菜(施設) 8 11% 
果実 9 13% 
花 2 3免
畜産 9 13免
その他露地 13 19弘
その他施設 6 9免
無回答 3 4九
合計 70 100% 

資料:溢谷 [4]

しかし，これを個々の作物まで調べるとある程度特徴が見られる。表3は建設業から農業に参入した

企業が取り組んでいる作物について整理したものである。これを見ると，特殊な作物，いわゆるニッチ

型作物と一般的な量産型作物の両方があることがわかる。

(1)ニッチ型作物の選択

ニッチ作物は，ジュンサイ，ハーブ，ブルーペリー，ダチョウ，ヤギなどであり，参入場所の近隣で

は生産がほとんど行われていない作物，あるいは全国的にも生産量が少ない作物である。参入企業がニ

ッチ型作物を選択するのは作物そのもので経営の差別化を目指すためである。こうすることで，一般的

な量産型作物で見られるような競合による低価格化を回避しやすく，早期の収益確保を目指していると

いえる。

表3 参入企業(建設業)が取り組む主な作物

作物名

耕種 |米， トウモロコシ，有機野菜，ブルーペリー，エゴマ，ソパ，サツマイモ，大根，モ

ロヘイヤ，アスパラガス，西条柿，ジュンサイ，ラッキョウ，ハーブ，ジャガイモ，

タラノメ，さくらんぼ，茶，大麦若葉，根菜類，赤梨，サトウキビ，パレイショ

施設 |ミニトマト，白ねぎ，ほうれんそう，イチゴ，葉ネギ，ピーマン

畜産 |養豚，繁殖・肥育牛，肉牛，めん羊，乳牛，山羊牧場(乳製品製造牛)，地鶏，ダチ

ョウ肥育

資料:淀谷 [4]より改変して筆者作成
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(2)量産型作物の選択

一方で量産型の作物は，米をはじめとして， トマト，ピーマンなどがある。ラッキョウは全国的に見

るとニッチ作物と言えるが，当該企業の立地地域はラッキョウの産地であり，地域としては量産型作物

といえる。量産型作物を選択する企業も早期の収益確保を望んでおり，価格競争を回避したいという思

いもある。そこでこうした企業は，農法による差別化により高価格での販売を目指す傾向がある。米の

場合は，農薬，化学肥料の使用を削減あるいはなくすことで，付加価値を高めようとする戦略をとって

いる場合が多い。 トマトの場合でも，高糖度トマトとすることで一般のものとの差別化を図ることがで

きる。このように，作物自体は量産型であっても農法の差別化を行うことで，高付加価値化を図り，売

上・利益の拡大を図ることが可能となる。

4.本体企業の規模による分類

我が国の企業は規模により大企業と中小企業に分類され，中小企業の占める比率が全企業数の 99.7%

と圧倒的多数を占めている。農業に参入した企業も大企業から中小企業まで幅広く，規模により分類す

ることができる。

(1)大企業の参入

大企業は中小企業と比べて，人・物・金などの経営資源が豊富である点が農業参入する上での大きな

メリットといえる。また，大企業の本社は大都市部にあり，特定の農村部に立地しているわけではない。

このため，自社で取り組もうとする農業形態に即して，全国から最適な参入場所を選ぶことができる。

一企業が複数の地点で参入する例も見られる。一方で，農村地域に対するネットワークが希薄であり，

農地の地主や地域住民，自治体などから外部者としてみられ，有形無形の支援が受けにくい面もある。

(2)中小企業の参入

中小企業比率の高さと同様に，農業に参入する企業も数の上では中小企業が圧倒的に多い。中小企業

は基本的に地域密着で、事業を行っており，農業参入の場合も，地域の農業者や農業関係機関，行政機関

などとも人的ネットワークを有する場合が多く，さまざまな支援を受けやすい。また，長年地域で事業

を営んでいるため，外部者とみられない。参入した農業の経営が多少うまくいかなくても地域から撤退

することは考えにくく，企業行動に対する信頼感がある。一方で，中小企業故に，経営資源が乏しい，

農業参入にあたって事業としての最適な地域選定ができず，取り組む作物が限定される，などのデメリ

ットも存在する。

5.本体企業の業種による分類と参入理由

企業が新規事業に参入する際には，一般に自社の経営資源や既存市場を生かそうとする。農業参入で

も同様であり，本業の業種によって農業経営の戦略が異なってくる。そこで，業種を基準として分類す

ることでその特徴を見ることができる。農林水産省では特定法人貸付事業(農地リース方式)で農業に

参入した法人の業種別の数を調べている。この区分では，建設業，食品産業，その他法人となっており，

建設業，食品産業が農業参入の2大業種ということができる。これらの業種による分類は，農業経営の

内容，戦略とも密接にかかわるとともに，参入理由にも特徴がみられる。

(1 )建設業からの参入

建設業のうち，土木系建設業は土地改良事業や道路工事などの土木工事を得意としている。こうした

経営資源を生かして，参入する農業形態は土を使って行う露地型農業が相対的に多いとし、う傾向がある。
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さらに，土木系建設業は耕作放棄地を回復させて農業に参入しているとしづ傾向もみられる。これは，

本業でブルドーザーやユンボなどの重機を用いており，車輔の保有や運転技術者の存在などの経営資源

が活用できるからといえる。一方で、，建築系建設業は施設整備を得意としており，農業に関連するもの

では，ハウスや畜舎の建設で経営資源を活用することができる。このため，施設園芸や酪農などの施設

型農業に参入する傾向が認められる [5]。

建設業の参入理由は，概して公共事業の縮小による本業の不振に対する雇用の確保である。特に地方

中小建設業の従業員は長く勤務しているため，他の業種への転向は困難である。また，社長とは家族的

なつながりを持っており，解雇すると生活が成り立たなくなることを経営者がよくわかっているため，

建設業の受注が減少しでも容易に解雇できない。このため，そうした従業員が働ける場を作る必要があ

り，農業が唯一と言っていいほどの選択肢となる。特に，農地リース特区と同時期に進められた構造改

革により公共事業が縮小する過程ではこうした理由による参入が相次いだ。

(2)食品産業からの参入

食品製造業(酒類などの飲料を含む)は利用する農産物は限定されており，農業への参入により原料

となる農産物を自前で調達する例が多い。そうすることで，自社製品に適した品質の原料を確実に確保

することが可能となり，それが本業である食品製造部門の付加価値向上に寄与する。中食や外食事業者

も自社の原料の確保という点では，食品製造業と同様の部分があり，原料生産にあたる農業で自社のニ

ーズにあった農産物を生産することで，本業である総菜や外食の付加価値向上につなげている。このよ

うに食品産業の参入理由は，大手企業に価格競争では太刀打ちできない中小企業が，生き残りのための

差別化戦略の一環として農業に参入する傾向がある。

一方で，食品小売業であるスーパーなどでは他の食品産業と違って仕入れる品目と量が多く自社生産

では種類・量ともに間に合わない。このため，農業参入とはいえ，原料生産とは別の目的を有している

場合がある。前述のセブンファーム富里に出資しているイトーヨーカ堂は自社庖舗で発生する野菜くず

のリサイクルを主目的に農業に参入している 1)。

このように，食品産業の中でも細分化された業種によって目的と行動が異なっている。共通点として

は，農産物の需要先であるため，農業参入の際に販路開拓の必要がないことは大きなメリットといえる。

なお，建設業，食品産業の他にも，製造業， 1 T系企業，総合商社，鉄道会社なども農業に参入して

いる。何らかの点で農業に関連する企業は，農業の発展自体が本業の営業につながるという相乗効果が

認められる。その他にも， 1 T系企業や商社は自社の経営資源を生かした新たな事業分野の開拓を目指

している。また，鉄道会社は，自社の地域の発展や自社人材の活用などが参入理由となっている。

6.参入時期による分類

先述のように，農地リース方式以外の農業参入方式は2003年の規制緩和以前から実施可能なものであ

る。このため， 2002年以前を含めて参入時期による分類もある程度可能である。特に，建設業の場合は

バブル経済の崩壊とその後の経済対策などの影響がある。

(1) 1996年以前(建設業の好景気時代)

バブル経済期及びそれが崩壊して全国的に景気が低迷する中で，国の緊急経済対策などが発動され公

共投資が増大した時期であり，建設業はパブ、ル経済期並の好景気を謡歌していた。こうした時期に参入

した企業は，建設業からの潤沢な資金等を農業に振り向けることが可能であり，時間的・資金的に余裕

を持って技術習得や市場開拓を行し、経営基盤の確立を図ることができたと考えられる。

(6) 
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図2 わが国の建設投資額の推移と参入時期区分

注)建設投資額は年度値・名目値。2011年， 2012年は見込み。2013年は見通し。

資料:国土交通省 「平成25年度建設投資見通し」より筆者作成

(2) 1997年-2002年(公共投資の削減時期)

この時期は，財政難により公共投資の削減が進められた時期で，投資額は年々減少を続けていた。こ

のため，建設業界も徐々に経営環境が厳しくなりつつあった。しかし，個々の企業ではそれまでの好景

気の時期に形成したストックがあり，将来的な不安はあるものの，切迫した危機感は感じていない企業

が多かった。そうした中で， 一部の建設業経営者は将来的な建設投資の先細りを見越して，自社の経営

に余裕のあるこの時期から新規事業としての農業を開始している。この時期に参入した企業は比較的余

裕を持って農業経営に参入で、きたといえる。

(3) 2003年以降(農地リース特区・特定法人貸付事業時期)

この時期は，いわゆる狭義の農業参入である農地リース特区とそれに続く特定法人貸付事業が実施さ

れた。建設業においては，全国の建設投資がピーク時の 1996年頃に比べて 2/3に落ち込んでおり，経営

環境が非常に厳しくなっていた。こうした状況に直面して生き残りや雇用維持を図るための建設業の参

入や自社での原料生産としづ差別化により販売不振の克服を狙う食品産業の参入が目立っている。この

頃参入した建設業，食品産業はいずれも経営の意思決定の速さが特色である中小企業が中心で、ある。 ト

ップダウンにより農業参入の意思決定を迅速に行うことができたことが背景にあると思われる。

(4) 2009年 12月以降(改正農地法時期)

前期と比較したこの時期の大きな変化は，参入企業の量的・質的変化である。量的な変化としては，

前期が6年半程度で 436法人の参入がみられたのに対して，この時期では， 2012年 12月までの約3年

間で 1，071法人となっている。これは 1年単位でみると 5倍以上の参入法人数となっている。これは，

農地リース方式としづ狭義の参入方式のみのカウントであり，それ以外の方式も含めるとより多くの企

(7) 



業が参入しているといえる。さらに，質的な変化として，前期で、は中小企業が多かったのに対して，こ

の時期は中小企業に加えて，大企業の参入も目立つことである。

こうした変化は，農地法という根幹的な法律が変わったことにより，農業参入に対していわゆるお墨

付きが得られ行政機関や農業関連団体がそれまで以上に積極的になったこと，加えてビジネス誌などで

盛んに農業特集を組むなど社会的に注目されたことにより農業にビジネスチャンスがあることが一般企

業でも認識されたことなどが背景にある。

7.参入地域による分類

“狭義"の農業参入の発端となった構造改革特区制度は，地方自治体からの規制緩和提案によるもの

であるとともに，特区申請や特定法人貸付事業の設定が地方自治体によるもので、あったことからもわか

るとおり，農業参入と地域(地方自治体)は密接に関わりがある。

参入地域による分類では，関東圏，中京圏，関西圏などの大都市圏とそれ以外の地方圏に区分するこ

とができる。さらに地方圏は， 2003 年~2009 年に参入のベースが速かった地域と 2009 年以降に参入ベ

ースが高まった地域に分けることができる。

表4 都道府県別農業参入法人数(農地リース方式)

都道府県名
2003.4 ...... 2009.12 ...... 

都道府県名
2003.4 ...... 2009.12 ...... 

都道府県名
2003.4 ...... 2009.12 ...... 

2009.12 2012.12 2009.12 2012.12 2009.12 2012.12 

北海道 18 36 石川県 15 24 岡山県 10 31 

青森県 31 20 福井県 18 広島県 11 38 

岩手県 17 32 山梨県 12 42 山口県 6 22 

宮城県 4 5長野県 38 27 徳島県 10 

秋田県 6 13 岐阜県 10 39 香川県 10 17 
山形県 6 19 静岡県 7 62 愛媛県 9 22 

福島県 16 31 愛知県 12 52 高知県 4 10 

茨城県 5 21 =重県 8 18 福岡県 3 12 

栃木県 12 滋賀県 10 佐賀県 6 

群馬県 8京都府 10 長崎県 4 9 

埼玉県 4 40 大阪府 16 熊本県 4 52 

千葉県 6 16 兵庫県 13 58 大分県 6 12 

東京都 1奈良県 2 13 宮崎県 13 

神奈川県 13 26 和歌山県 3 21 鹿児島県 29 20 

新潟県 32 33 鳥取県 30 43 沖縄県 15 

富山県 7 3島根県 32 13 計 436 1071 

注) 旧制度による参入法人数について，各都道府県の数字を合計すると 445となり，参入法人数の合計436と一致しない

が，これは複数の都道府県・市町村に参入している法人が9法人あるためである。

筆者注)大分県は2009.12~2012. 12が 12社とあるが，県資料では 2010年度だけでも 35社となっており，農林水産省の

集計以外の参入法人の存在が想定される。

資料:農林水産省ホームページ(http://www阻aff.go.jp/j/keiei/koukai/sannyu/pdf/kenbetu.pdf)より作成。
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(1)地方圏での参入

農地リース特区は，地域の担い手の減少やそれに伴う耕作放棄地の拡大に対応したものであり，まず

はそうした状況が顕著に進んでいた地方圏で、参入が盛んになった。さらに，特に都市から離れた地方圏

では建設業の公共事業依存度が高く，構造改革路線のもとで進められた公共投資の削減により建設業の

疲弊が激しかった。こうした地方圏でも， 2003 年~2009 年に参入のベースが速かった地域と，概ね 2009

年以降にベースが上がった地域に分けることができる。

前者は，青森県，長野県，新潟県，島根県，鹿児島県などである。これらの県は農業と建設業の厳し

さを背景に，県庁(一部は市)が農業参入に積極的な対応をしていた。特に， 2003 年~2009 年頃のこれ

らの県では，県の農業部局だけでなく建設部局でも積極的に農業参入を進めていた。

一方で，後者の地域は岩手県，静岡県，大分県，熊本県などである。これらの県は，県庁が従来は積

極的に参入促進を進めておらず， 2009年頃以降に積極的に農業参入を図るようになったo

(2)大都市圏での参入

関東圏，中京国，近畿圏などの大都市圏は， 2003 年~2009 年頃までは農業参入は極めて少なかったも

のの，概ね2009年以降に参入企業数が急速に伸びている。その理由として，これらの地域では公共事業

削減の影響や農業衰退の状況が地方圏ほど顕著で、はなかったが，大都市圏でもそれらの影響が地方圏よ

り遅れて顕在化してきたことがある。さらに，大企業，なかでも大手小売業を中心にまず消費地への近

接性から関東圏で参入するようになったことが背景にある。

8. 参入企業の収益状況

拡大傾向にある企業の農業参入であるが，参入企業の収支状況にも注目する必要がある。これは，事

業の魅力度としづ企業側からみた関心のみならず，収益状況によっては参入企業の撤退により地域農業

に影響が出る可能性があるとしづ地域側の関心事でもある。そこで，調査方法が異なるため厳密な比較

は困難であるが，農業参入企業に対する収益状況についてのいくつかの調査から実態を推察する。

農地リース特区の導入から 3年後の 2006年から数年間は，参入企業の約 1割が黒字経営で、あった2)。

これが，制度整備から 10年近く経過した 2012年の時点では黒字経営は約3割に増加している 3)。また，

参入企業が農業参入時に黒字化を見込んで、いた年数と実際に黒字化した年数を比較すると，黒字化見込

み年数は2006年時点の5.4年に対して，2012年で、は4.0年に縮小しており，実際に黒字化した年数は2006

年次点の 7.6年から 4.9年に縮小している(表5)。

表5 調査時期による参入企業の黒字化見込み年数と実際の黒字化年数の比較

2006年調査

2011年調査

農業参入時の黒字化見込み年数

(参入企業全体)

竺 1
4.0年

実際の黒字化年数

(黒字化企業のみ)

資料 2006年調査は溢谷 [4J，2011年調査は農業参入法人連絡協議会ら [7Jをもとに筆者作成。

7.9年

4.9年

こうしたことから，農業に参入した企業の収益状況は初期段階から今日に至るまで改善傾向にあるこ

とがわかる。その理由として，まずは制度導入当初は参入可能な農地が耕作放棄地に限定されており，

(9) 



もともと営農条件が悪かったが，制度整備が進むにつれその制約が緩和されていったことが挙げられる。

また，企業としては，拙速に参入するのではなく先行者の失敗なども参考にしつつ十分に研究，準備し

てから参入するようになったこと，受け入れ側の地域(自治体)としても，数々の成功・失敗事例によ

って，より的確な助言ができるようになったこと，などが推察される。

9.おわりに

農業参入は，耕作者主義という旧農地法の基本精神に反するとして社会的に忌避感が持たれており，

研究面でも十分な蓄積はできていない。そこで，踏み込んだ研究の前段階として本稿のような分類によ

る特性分析を行うことで全体像の理解促進につながればと思う。参入企業の農業経営を分析する際は，

農家や農業法人などの従来からの農業経営体，あるいはその発展型としての企業的農業経営と同様に農

業部分のみに着目した分析するアプローチが不十分であり，今後の研究が待たれるところである。一方

で，本業の経営を有している，という参入企業ならではの特徴に着目し，本業との関係性や一般企業の

多角化行動としての分析などの従来の経営学の観点からのアフ。ローチも可能と思われる。

わが国がTPP交渉に参加し，農業の体質改善が急務となっている中で，企業の農業参入も研究，実

務両面から注目していく必要があると思われる。

註

1)小売業の農業参入の目的を分析した論文に大野ら [1Jなどがある。

2)各調査での黒字の割合は，溢谷 [5Jでは開，農業参入法人連絡協議会ら [7Jでは 11弘(財)日

本アグリビジネスセンター [3Jでは 13免，となっている。

3) 日本公庫 [6Jでは 125社からのアンケート調査結果から 2叫が黒字を確保したとしている。
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Abstract 

A purpose of this paper is to arrange the precondition about finn's en町 intothe agri叫 ture.百lerefore，1 

classified血m'sen町rinto the agric叫tureon the basis of en町 methods，items of the crop， scale of the p紅 ent

companぁ typeof indus町 ofthe parent company， en佐yreasons， en町rtlme姐 den句rarea.百len1 

characterized them. And， 1 mentioned the profit仕endoftheen町rfmns.
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