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○株式会社産業⾰新投資機構（JIC）の設⽴
 株式会社産業⾰新投資機構（JIC）は、2018年９⽉、産業競争⼒強化法改正により、株式会社産業⾰新

機構を改組する形で設⽴。運営期間は2034年３⽉末まで。
 また、同時期に株式会社産業⾰新機構から新設分割する形で株式会社INCJを設⽴。産業競争⼒強化法の

改正法施⾏後も、既存案件のバリューアップを滞りなく⾏える体制を整備。運営期間は、2025年３⽉末まで。
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○新経営陣選任までのプロセス

2018年12⽉〜2019年１⽉ JICについての第三者諮問会合（４回開催）

2019年３⽉26⽇ 今後の産業⾰新投資機構（JIC）の運営体制等について
（JICの運営体制、経営陣に求める要件 等）

４⽉〜１１⽉ 基本的考え⽅に基づいて、⼈材サーチ会社の知⾒も活⽤しながら、
必要な資質・能⼒を持つ候補者を絞り込み、複数回にわたる⾯談
を実施

12⽉10⽇ 臨時株主総会において新経営陣選任

 昨年12⽉に⺠間出⾝取締役９名が退任。その後、経済産業省において、JICの運営体制の再構築に向けて、
昨年12⽉から４回にわたり「JICについての第三者諮問会合」を開催し、今年３⽉に、「今後の産業⾰新投資
機構（JIC）の運営体制等について」をとりまとめ、公表。

 このとりまとめに基づき、JICの経営者に求められる資質・能⼒を持つと思われる候補者を選定。12⽉10⽇、
臨時株主総会において選任。
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○新経営陣⼀覧
役職 名前

代表取締役社⻑CEO 横尾 敬介（元みずほ証券株式会社取締役会⻑、元経済同友会副代表幹事・専務理事）

取締役CIO 久村 俊幸（元東京海上アセットマネジメント株式会社プライベート・エクイティ運⽤部⻑）

取締役CSO 福本 拓也（経済産業省）

取締役CFO 齋藤 通雄（財務省）

社外取締役

榊原 定征（元⽇本経済団体連合会会⻑、元東レ社⻑・会⻑）

引間 雅史（上智⼤学特任教授）

岡 俊⼦（株式会社岡＆カンパニー代表取締役）

忽那 憲治（神⼾⼤学⼤学院 科学技術イノベーション研究科副研究科⻑・教授）

幸⽥ 博⼈（株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所代表取締役社⻑）

監査役
髙浦 英夫（公認会計⼠、元あらた監査法⼈代表執⾏役）

江⼾川 泰路（公認会計⼠、江⼾川公認会計⼠事務所代表パートナー）



新たに就任した経営陣①
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【代表取締役社⻑CEO】
横尾 敬介 ⽒
元みずほ証券株式会社取締役会⻑
元経済同友会副代表幹事・専務理事

■学歴︓慶応義塾⼤学 商学部卒
■職歴︓1974年 株式会社⽇本興業銀⾏ ⼊⾏

2007年 みずほ証券株式会社 取締役社⻑
2011年 同社 取締役会⻑
2015年 公益社団法⼈経済同友会 副代表幹事・専務理事

【取締役CIO】
久村 俊幸 ⽒
元東京海上アセットマネジメント株式会社
プライベート・エクイティ運⽤部⻑

■学歴︓東京⼤学 経済学部卒
■職歴︓1983年 東京海上⽕災保険株式会社 ⼊社

1997年 同社 投資部運⽤開発グループ
2002年 東京海上アセットマネジメント株式会社

プライベート・エクイティ運⽤部⻑

【社外取締役】
榊原 定征 ⽒
元⽇本経済団体連合会会⻑
元東レ社⻑・会⻑

■学歴︓名古屋⼤学⼤学院
⼯学研究科修⼠課程（応⽤化学専攻）修了

■職歴︓1967年 東洋レーヨン株式会社（現東レ株式会社）⼊社
2002年 同社 代表取締役社⻑
2010年 同社 代表取締役会⻑
2014年 ⼀般社団法⼈⽇本経済団体連合会 会⻑
2014年 同社 取締役会⻑
2018年 ⼀般社団法⼈⽇本経済団体連合会 名誉会⻑
2018年 同社 特別顧問

【社外取締役】
引間 雅史 ⽒
上智⼤学特任教授

■学歴︓上智⼤学 外国語学部英語学科卒
■職歴︓1979年 株式会社三菱銀⾏ ⼊社

1997年 国際連合年⾦基⾦ アジア代表投資アドバイザー
2002年 ⽇興アセットマネジメント 代表取締役社⻑
2005年 アライアンス・キャピタル・アセットマネジメン

株式会社
（現 アライアンス・バーンスタイン株式会社）
代表取締役社⻑

2009年 上智⼤学特任教授



新たに就任した経営陣②
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【社外取締役】
岡 俊⼦ ⽒
株式会社岡＆カンパニー代表取締役

■学歴︓⼀橋⼤学 社会学部卒
■職歴︓1986年 等松・トウシュロスコンサルティング株式会社

（現アビームコンサルティング株式会社)⼊社
2005年 アビームM＆Aコンサルティング株式会社

（現PwCアドバイザリー合同会社)代表取締役社⻑
2016年 株式会社岡＆カンパニー 代表取締役

【社外取締役】
忽那 憲治 ⽒
神⼾⼤学⼤学院科学技術イノベーション研究科
副研究科⻑・教授

■学歴︓⼤阪市⽴⼤学 商学部卒
■職歴︓1992年 財団法⼈⽇本証券経済研究所 ⼤阪研究所研究員

2005年 神⼾⼤学⼤学院経営学研究科 教授
2016年 同⼤学⼤学院科学技術イノベーション研究科

副研究科⻑・教授

【社外取締役】
幸⽥ 博⼈ ⽒
株式会社イノベーション・インテリジェンス
研究所代表取締役社⻑

■学歴︓⼀橋⼤学 経済学部卒
■職歴︓1982年 株式会社⽇本興業銀⾏ ⼊⾏

2016年 みずほ証券株式会社 代表取締役副社⻑
2018年 株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所

代表取締役社⻑

【監査役】
江⼾川 泰路 ⽒
公認会計⼠
江⼾川公認会計⼠事務所代表パートナー

■学歴︓慶應義塾⼤学 法学部卒
■職歴︓1997年 太⽥昭和監査法⼈

（現EY新⽇本有限責任監査法⼈）⼊所
2010年 同法⼈ パートナー
2019年 江⼾川公認会計⼠事務所 代表パートナー
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○令和２年度産投要求額の考え⽅

＜株式会社産業⾰新投資機構投資基準（経済産業省告⽰第194号 平成30年10⽉１⽇）＞（抜粋）
⼆ 特定資⾦供給を特に重点的に実施すべき事業分野の選定に関する事項
イ 特定資⾦供給を特に重点的に実施すべき事業分野
（１）Society5.0に向けた新規事業の創造の推進
（２）ユニコーンベンチャーの創出
（３）地⽅に眠る将来性ある技術の活⽤
（４）既存企業による産業や組織の枠を越えた事業再編の促進
ロ 特定資⾦供給を実施すべき事業分野の選定に関するその他の事項
リスクマネーは、産業の新陳代謝を進めるためにこそ活⽤されるべきであり、機構は、本来市場から退出すべき者の救済を⽬的とする資⾦供給は⾏わないこ
ととする。

＜今後の産業⾰新投資機構（JIC）の運営体制等について（2019年３⽉26⽇）＞（抜粋）
３．JICによるファンド組成・管理等
JICによるファンド組成・出資のあり⽅については、例えば、①⺠間の投資だけでは難しい分野（バイオ・創薬、宇宙、素材等）や⻑期・⼤規模なベンチャー・
グロース投資についてJICが主体的にGP・ファンド組成に関わるケース、②JICの公的性格ゆえに実現しうる国際競争⼒強化に向けた⼤規模な事業再編投資
についてJICが主体的にGP・ファンド組成に関わるケース、③ベンチャーのシード投資等⺠間プレーヤーは存在するもののJICがLP出資や共同投資により質的・
量的な補完を⾏うケース等、いくつかのケースを想定しつつ、JICにおいて基本的な考え⽅を整理することが期待される。

 産業競争⼒強化法に基づく「投資基準」及び「今後の産業⾰新投資機構（JIC）の運営体制等について」で
⽰されている投資テーマのうち、過去、株式会社産業⾰新機構（INCJ）が⾏ってきた、ベンチャー・グロース、
事業再編、海外企業とのオープンイノベーションについての政策的要請が引き続き存在。

 令和２年度においては、INCJにおける⽀援実績を参考とし、少なくともINCJと同程度の投資が可能となるように
要求額を算定し、１０００億円を要求することとしたい。

想定される投資テーマ ベンチャー・グロース 事業再編 海外 合計
INCJにおける過去の⽀援実績 約300億円 約2300億円 約400億円 約3000億円

（※）想定される投資テーマのうち、ベンチャー・グロース及び海外については、過去の平均⽀援額を、事業再編については、投資の性質上、
⼤型案件が⽣じた場合にも対応できるように準備を⾏う必要があることから、これまでの中で最も⼤きな⽀援を⾏った年度の⽀援額を記載。

（※１）過去の実績から算定すると、令和２年度の事業規模は約３０００億円。これに、JICの⽴ち上げ準備のためにJICの活動が実質的に⾏われて
こなかったことの影響を勘案し、全体の１割を上乗せし、令和２年度の事業規模を３３００億円と算定。このうち、INCJにおける総投資額に占める
産業投資の割合（約３割）を踏まえ、１０００億円の産業投資を要求。

（※２）再来年度（令和３年度）以降の産投要求については、INCJの投資回収の状況も踏まえ検討。
【参考１︓想定される投資テーマとINCJの⽀援実績（単年度）】

【参考２︓ファンド組成に対する考え⽅】



「今後の産業⾰新投資機構（JIC）の運営体制等について」 （2019年３⽉）より（抜粋）

【JICが果たすべき役割】
 産業投資として、公益性が⾼く、かつ、リターンが期待できるが、国内⺠間企業だけではリスクマネーが⼗分に供給できない事業分野に対し、

⺠業補完の原則の下、資⾦供給等を⾏う役割が期待される
 原則としてファンドの組成やファンドへの投資を通じて政策的に意義がある事業分野への投資を⾏い、⺠間投資の呼び⽔となることが期待される
 投資基準で⽰される重点分野を踏まえ、政策的意義が⾼い事業分野を特定し、政策⽬的と整合的なファンド組成や投資が⾏われる仕組みを

整えることが重要である

【政策⽬標と収益⽬標】
 JICは、政策⽬的を実現するための投資機関として、⾃らの政策⽬標とともにポートフォリオ全体としての収益⽬標を設定する。また、個々のファンド

認可時にファンド（認可ファンド）ごとの政策⽬標と収益⽬標を設定することとし、そのための枠組みやプロセスを整備する
 JIC及び認可ファンドの政策⽬標の設定に当たっては、⺠間資⾦の呼び⽔効果、投資事業分野の成⻑、⼈材育成・モデルプラクティスの提⽰等

リスクマネー供給のエコシステムへの貢献等について、定量的・定性的なモニタリング指標やKPIを検討することが期待される

【JICによるファンド組成・管理等】
 JICによるファンド組成・出資の形態（GP/LP等）については、各ファンドに期待される役割や⽬標、⺠間出資の状況等に応じて検討すべきである。

それに応じて、適切なガバナンスやモニタリングの仕組みを構築することが必要である

【ファンドのガバナンス・モニタリング等】
 JICが出資する認可ファンドが、直接投資ではなくファンドに対して投資を⾏う場合、説明責任を果たす観点から、特に政策⽬的に照らしてその形態

が必要な理由を明確化するとともに、JICにおいて適切なガバナンスの仕組みや追加的なルールを検討することが求められる

【評価基準及び体制】
 JICは、産業競争⼒強化法上、認可ファンドの業務実績について評価を⾏い、その結果をファンド側に通知するとともに結果に応じて必要な措置を

とることとなっている。その結果等については、経済産業⼤⾂に報告する必要がある
 各認可ファンドの評価については、産業⾰新投資委員会が担うこととなるため、JICにおいて、同委員会が政策⽬標と収益⽬標（パフォーマンス）、

KPI等の達成状況、報酬等を適切に評価するための基準やプロセス、体制を整えることが必要である

○JICの組織運営等について

7

 今後、「今後の産業⾰新投資機構（JIC）の運営体制等について」で⽰されている内容を踏まえ、JICにおいて具
体的な組織運営のあり⽅等が検討される。



参考資料



9

アーリー/

ベンチャー等

2,709億円

再編

5,917億円

海外

2,769億円
アーリー/

ベンチャー等

110件
再編 12件

海外 16件

(79.7％)

(11.6％)

(8.7％) 計

138件
計

1兆1,395億円

注）このほかLP投資経由で258社に投資を⾏っている。
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事業の再編・統合、海外経営資源の活⽤

投資決定件数推移（累計）

⽀援決定⾦額（累計）︓種別投資決定件数（累計）︓種別

(23.8％)
(24.3％)

(51.9％)

【参考１】投資決定件数・⾦額（2019年3⽉末時点）

「設⽴10周年を迎えて 2019年３⽉期の取り組み報告と今後の課題」 （2019年７⽉24⽇）より抜粋
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【参考２】INCJの実績（投資vs.回収）①︓全体像

10,180

17,859
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累積投資額 推定Value

1.8倍

＜

現時点Performance
億円

3,793

10,561

0
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実投資額 回収額

2.8倍

＜

Exit実績 （2019年3⽉末時点︓48社+LPS）
億円

注）投資のコストおよびリターンをより厳密に評価するため、今回より、「実投資額」および「累積投資額」は
出資・貸付実額に付随経費を加えた額とし、「回収額」は配当・利息等収益を加えた額としている。

「設⽴10周年を迎えて 2019年３⽉期の取り組み報告と今後の課題」 （2019年７⽉24⽇）より抜粋
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【参考２】INCJの実績（投資vs.回収）②︓投資種別

「設⽴10周年を迎えて 2019年３⽉期の取り組み報告と今後の課題」 （2019年７⽉24⽇）より抜粋
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【ベンチャー】Sansan

出資
経営上のサポート

出資
国内・海外事業展開の
パートナーシップ

営業を強くする名刺管理
“Sansan（サンサン）”

200万人が使うスマホ名刺管理アプリ
“Eight（エイト）”

 名刺情報をマーケティングや営業、
顧客管理のための営業資産として
幅広く活用

（企業向け）

 スマートフォン撮影だけでオペレーター
が正確に入力

 PCやスマートフォンからもアクセス可能
 Facebook等と連携して新たな

ビジネスネットワークの構築が可能

• IT分野においてグローバルに展開できる日本発ベンチャーの創出

• 名刺情報のデジタル化を進化させる日本発の「ITビジネスプラットフォーム」の海外展開支援

（個人向け）

名刺情報のデジタル化を飛躍的に進化させるITビジネスプラットフォーム

出資

DCM

環境エネルギー投資

GMO Venture Partners

Salesforce.com

ニッセイ・キャピタル

ジャパン・コインベスト
投資事業有限責任組合

（三井住友信託銀行グループ）

投資対象 ： Sansan株式会社（サンサン）
事業内容 ： クラウド名刺管理サービスの企画・開発・販売
支援決定金額 ： 7.5億円（上限）
支援決定公表日 ： 2014年5月19日
市場売却完了公表日 ： 2019年6月19日（回収額 ： 73億円、回収益 ： 66億円）



13

ユニキャリア株式会社

出資等
技術・ノウハウの提供、
共同での研究開発等

出資等
技術・ノウハウの提供、
共同での研究開発等

• 日立建機の子会社であるTCMと、日産自動車の子会社である日
産フォークリフトの事業を統合

• INCJは、議決権付株式の過半数を保有し、新会社の経営を牽引

• 日立建機及び日産自動車は、技術・ノウハウの提供、共同での
研究開発などを通じて新会社を支援

出資等
経営支援

【事業再編】ユニキャリア

• 経営資源の集約と成長資金の投入により、新興市場を中心としたグローバル競争力強化
• 積極的な海外M&A等の合従連衡を通して成長戦略実施を加速

投資対象 ： ユニキャリア株式会社

事業内容 ： フォークリフト事業

支援決定金額 ： 300億円（上限）

支援決定公表日 ： 2011年11月29日

株式譲渡公表日 ： 2015年7月31日（回収額 ： 733億円、回収益 ： 433億円）
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【海外展開】Landis ＋ Gyr

スマートメーター

送配電 メーター 家庭/企業

スマートグリッド関連
の送配電網製品の
グローバル展開

スマートコミュニティのグローバル展開

スマートハウス
ビジネスの
確立・展開

11

33

 ランディス・ギアが持つスマートメーターを核に事業領域と対象地域を拡大してスマート
グリッドビジネスのグローバル展開を図る

Landis + Gyr 22

• ランディス・ギアの優れたメーターと東芝の発電・送配電のノウハウ・技術の組み合わせによるオープンイノベーションを実現

出資

経営上のサポート

出資

経営上のサポート

ノウハウの提供

投資対象 ： Landis + Gyr （ランディス・ギア）

事業内容 ： スマートグリッドの鍵を握るスマートメーターの開発・製造・販売（グローバルシェア1位のスイス企業）

支援決定金額 ： 680百万USD（上限）
支援決定公表日 ： 2011年7月25日
株式譲渡公表日 ： 2017年7月21日（回収額 ： 1,025億円、回収益 ： 490億円）


