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はじめに
ベンチャー白書 2016 に含まれているコンテンツ
発行スケジュール
本書の構成

I 分析編 ベンチャービジネスの回顧と展望
日本のベンチャーキャピタルによる投資の動向
1．2015 年度 のベンチャー投資
(1) 概況
① 日本の VC 等による年間投資は 1,162 件に対し 1,302 億円
② 国内向け投資は 874 億円、海外向け投資は 419 億円
③ 国内向け投資は 2014 年度に引き続き堅調
④ 1 件当たりの投資金額

国内向けは 2014 年度比減少

(2) 投資先業種別動向
① 2014 年度に引き続き「IT 関連」への投資が過半数を占める
② 国内向け投資は「バイオ/医療/ヘルスケア」が「IT 関連」に次ぐ地位を占める
(3) 投資先ステージ別動向
① 金額、件数ともに「シード」「アーリー」への投資が増加
② 国内向け、海外向けともに早いステージへの投資が際立つ
(4) 投資先地域別動向
① 国内投資全体の約 8 割は関東圏への投資
② 海外投資はアジアを中心として多業種にわたる
(5) ベンチャーキャピタルの出資母体別にみた国内向け投資動向
① 2015 年度の国内向け投資金額トップ３「独立系」「証券・生損保系」「銀行系」、投資件
数トップ３「銀行系」「独立系」「証券・生損保系」
② 国内向け 1 件当たり平均投資金額はグループごとにばらつき大
③ VC 出資母体別にみる国内投資の投資先

銀行系 VC は幅広く各業種に投資

④ 「銀行系」ＶＣを除き、各グループの国内投資の対象は早いステージが５割超（金額比率）

2．ベンチャーキャピタルのファンド組成状況
2015 年度の組成総額は大幅増加、リーマンショック後のピークを記録
3．投資回収（Exit）の状況
(1) 2015 年度の Exit 状況
種類株の利用は拡大するも 2015 年度のＭ＆Ａ件数は若干増
(2) IPO の動向
4．四半期でみるベンチャーキャピタル等による投資の推移

5．覆面座談会：ベンチャーキャピタル関係者は語る
2015 年度の投資動向について
一部業種でみられる高バリュエ―ション案件について
業種別投資動向について
ステージ別投資動向について
2015 年度のファンド組成について
Exit（投資回収）の状況について
トピックス＜CVC ＞
トピックス ＜大学発ベンチャー＞
トピックス ＜大学系 VC＞
トピックス ＜公的機関＞
2016 年度の見通しについて
最後に
6．ベンチャーキャピタル等ファンド状況調査の分析
(1) ファンド調査の概要
調査対象のファンド数
(2) ファンド調査からみえてくること
① パフォーマンスには、ばらつきがある
② 開始年ごとの差異
③ 上場株式への投資との比較
④ 米国との比較

Ⅱ データ編 2016 年実施 ベンチャーキャピタル等投資動向調査報告
ベンチャー投資動向の調査について
調査票サンプル -四半期調査調査票サンプル -年次調査①ベンチャーキャピタル本体による投融資状況
②投資事業組合による投資状況
③ベンチャーキャピタル本体および投資事業組合による投資状況
④ファンドベンチマーク調査
ステージの定義
地域区分の定義
業種の定義
ベンチャー白書に掲載しているグラフの値

第 1 章 ベンチャーキャピタル投資動向調査
2016 年ベンチャーキャピタル投資動向調査について
ベンチャーキャピタル投資動向調査の集計方法
1．投融資残高

(1) 投融資残高の状況
(2) 1 件当たり投融資残高
(3) 投融資残高の分布状況
(4) 地域別投融資残高の分布状況
2．年間投資金額
(1) 年間投資金額の状況
(2) 1 件当たり年間投資金額
(3) 年間投資金額の分布状況
(4) 新規投資と追加投資
(5) 投資先企業の地域分布
(6) 投資先企業のステージ分布
(7) 投資先企業の業種分布
3．投資事業組合の概要
(1) ファンドの概況
(2) 投資事業組合の出資者内訳
4．Exit（資金の回収）状況
5．ベンチャー投資動向の国際比較
6．単純集計結果

第 2 章 ベンチャーキャピタル等ファンド状況調査
ファンド状況調査で使用している用語・指標
2016 年ベンチャーキャピタル等ファンド状況調査について

1．ファンド属性とファンド数
(1) 開始年別ファンド数
(2) 組成制度別ファンド数
(3) 重点ステージ別ファンド数
(4) 重点業種別ファンド数
(5) 重点地域別ファンド数
(6) 規模別ファンド数
2．ファンド属性と平均ファンド規模
(1) 開始年別出資総額
(2) 開始年別平均ファンド総額
(3) 組成制度別平均ファンド規模
(4) 重点ステージ別平均ファンド規模
(5) 重点業種別平均ファンド規模
(6) 重点地域別平均ファンド規模
3．出資者の業態別構成比率
4．ファンドのパフォーマンス

(1) 全ファンドの内部収益率（IRR）
① IRR の分布（全体）
② IRR の分布（運用期間の長短別）
③ 組成制度別 IRR の分布
④ 重点ステージ別 IRR の分布
⑤ 重点業種別 IRR の分布
⑥ 重点地域別 IRR の分布
(2) 全ファンドのキャッシュフローとパフォーマンス

5．開始年別 IRR

6．開始年別運用状況
開始年別運用状況の見方
1982 年開始ファンド
1983 年開始ファンド
1984 年開始ファンド
1985 年開始ファンド
1986 年開始ファンド
1987 年開始ファンド
1988 年開始ファンド
1989 年開始ファンド
1990 年開始ファンド
1991 年開始ファンド
1992 年開始ファンド
1993 年開始ファンド
1994 年開始ファンド
1995 年開始ファンド
1996 年開始ファンド
1997 年開始ファンド
1998 年開始ファンド
1999 年開始ファンド
2000 年開始ファンド
2001 年開始ファンド
2002 年開始ファンド
2003 年開始ファンド
2004 年開始ファンド
2005 年開始ファンド
2006 年開始ファンド
2007 年開始ファンド

2008 年開始ファンド
2009 年開始ファンド
2010 年開始ファンド
2011 年開始ファンド
2012 年開始ファンド
2013 年開始ファンド
2014 年開始ファンド
2015 年開始ファンド
2016 年開始ファンド

回答企業一覧

