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技術

特許出願発明 登録発明

不登録発明

技術ノウハウ
営業秘密

その他ノウハウ

その他
技能・スキル

失敗ノウハウ ・・
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技術の価値評価アプローチ

コスト・ベース

マーケット・ベース

インカム・ベース
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インカム・ベースによる各評価法

• 資産分割法（企業価値残価法）

(事業価値－その他資産価値) ×

• 25%ルール法

事業価値 or 収益× 25％

• 利益三分法

事業利益×（1/3）

• ロイヤルティ免除法

売上高×ロイヤルティレート

金融資産
（正味運転資本）

有形資産

• 超過収益法 ・・

技術のウエイト
無形資産価値
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インカム・ベースによる各評価法

• 資産分割法（企業価値残価法）

(事業価値－その他資産価値) ×

• 25%ルール法

事業価値 or 収益× 25％

• 利益三分法

事業利益×（1/3）

• ロイヤルティ免除法

売上高×ロイヤルティレート

将来収益ゆえ
割引率により
現在価値に
換算する

ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾃｨﾄﾞ･
ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ法

技術のウエイト
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インカム・ベースによる各評価法

• 資産分割法（企業価値残価法）

• 25%ルール法

事業価値 or 収益× 25％

• 利益三分法

事業利益×（1/3）

• ロイヤルティ免除法

売上高×ロイヤルティレート

技術のウエイト？



無形資産に占める特許のウエイト(％)
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無形資産に占める特許のウエイト(％)
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		125.85																		BASTの黒字全産業の平均貸借対照表(単位：万円)「BAST平成８年版」P.２より

		0.2		94年度実績		95年度実績		Ⅰ期目予測		Ⅱ期目予測		Ⅲ期目予測		Ⅳ期目予測		Ⅴ期目予測				平成５年度								平成６年度								平成７年度

		15		36,198		35,768		36,500		37,200		37,900		38,700		39,500				流動資産		14303.7		流動負債		11336.8		流動資産		14541.1		流動負債		11371.8		流動資産		14567.1		流動負債		11390.9

		71		27,068		26,694		27,375		27,900		28,425		29,025		29,625				固定資産等		10386.2		固定負債		7740.7		固定資産等		10907.4		固定負債		8161.9		固定資産等		11007.8		固定負債		8064.4

		320		9,130		9,075		9,125		9,300		9,475		9,675		9,875								資本		5621.3						資本		5914.8						資本		6119.5

		4.05		7,957		7,946		8,030		8,184		8,338		8,514		8,690				総資産		24689.9		総資産		24698.8		総資産		25448.5		総資産		25448.5		総資産		25574.9		総資産		25574.8

		2		1,173		1,129		1,095		1,116		1,137		1,161		1,185

		9		528		508		493		502		512		523		533

		11		645		621		602		614		625		639		652						平成５年度								平成６年度								平成７年度

		226.23																				固定負債		7740.7		57.9				固定負債		8161.9		58				固定負債		8064.4		56.9

		11		716		703		700		735		772		810		851						資　　本		5621.3		42.1				資　　本		5914.8		42				資　　本		6119.5		43.1

		13																				合　　計		13362		100				合　　計		14076.7		100				合　　計		14183.9		100

		198.3		14,541		14,567

		1006.63		11,372		11,391																平成５年度				平成６年度				平成７年度

				3,170		3,176																税引前利益

				203		7		100		100		200		100		100

		航空券

		成田エキス		8,162		8,064

		成田エキス		1,137		605		636		667		701		736		773

		空港使用税

		電話		21		712		567		581		496		613		630

		小計						0.92326		0.79542		0.68525		0.59036		0.5086

								523		463		340		362		320		2,008

		発明協会アンケート

				成長		横這い		停滞

		20万未満		26.9		22		32.1

		20-50万未満		20.1		23.7		14.3

		50-200万未満		32.7		38.8		40

		200-500万未満		13.9		12.2		12.1

		500万以上		6.5		3.3		1.4

		合計		100.1		100		99.9

				成長		横這い		停滞

		すべて社内		22.4		25		13.3

		　-30％未満		22.4		13.9		26.7

		30-70％未満		8.6		0		13.3

		70-100％未満		46.6		61.1		46.7

		合計		100		100		100

		「平成６年度 わが国企業の経営分析－業種別統計編－」通商産業省産業政策局編 付表P.2,3 平成８年３月15日発行：対象は資本金10億円以上の企業

		単位：10億円、％

		売上高

		営業利益

		経常利益

		総資産

		営業利益率

		経常利益率

		総資産営業利益率

		総資産経常利益率

		割引率算定(15％)				割引率算定(8.83％)		１年目		２年目		３年目		４年目		５年目				１年目		２年目

		1				1		0.087976715		0.175953429		0.263930144		0.351906858		0.439883573				12*LN(1+0.0883/12)		24*LN(1+0.0883/12)

		2				2		0.080645322		0.168622036		0.256598751		0.344575465		0.43255218				11*LN(1+0.0883/12)		23*LN(1+0.0883/12)

		3				3		0.073313929		0.161290643		0.249267358		0.337244072		0.425220787

		4				4		0.065982536		0.15395925		0.241935965		0.329912679		0.417889394				ROUND(1/12*1/EXP(O52),5)		ROUND(1/12*1/EXP(P52),5)

		5				5		0.058651143		0.146627858		0.234604572		0.322581287		0.410558001				ROUND(1/12*1/EXP(O53),5)		ROUND(1/12*1/EXP(P53),5)

		6				6		0.05131975		0.139296465		0.227273179		0.315249894		0.403226608

		7				7		0.043988357		0.131965072		0.219941786		0.307918501		0.395895215

		8				8		0.036656964		0.124633679		0.212610393		0.300587108		0.388563822

		9				9		0.029325572		0.117302286		0.205279001		0.293255715		0.38123243

		10				10		0.021994179		0.109970893		0.197947608		0.285924322		0.373901037

		11				11		0.014662786		0.1026395		0.190616215		0.278592929		0.366569644

		12				12		0.007331393		0.095308107		0.183284822		0.271261536		0.359238251

								0.07632		0.06989		0.064		0.05861		0.05368

								0.07688		0.0704		0.06447		0.05904		0.05407

								0.07744		0.07092		0.06495		0.05948		0.05447

								0.07801		0.07144		0.06543		0.05992		0.05487

								0.07859		0.07197		0.06591		0.06036		0.05527

								0.07916		0.0725		0.06639		0.0608		0.05568

								0.07975		0.07303		0.06688		0.06125		0.05609

								0.08033		0.07357		0.06737		0.0617		0.0565

								0.08093		0.07411		0.06787		0.06215		0.05692

								0.08152		0.07466		0.06837		0.06261		0.05734

								0.08212		0.0752		0.06887		0.06307		0.05776

								0.08272		0.07576		0.06938		0.06353		0.05818

		15％割引率				8.83％割引率		0.95377		0.87345		0.79989		0.73252		0.67083

		キャノン社の財務内容

		売上高

		売上原価

		販売費・一般管理費

		営業利益

		税率：％(注1)

		税引後利益額

		減価償却費

		流動資産

		流動負債

		正味運転資本

		増加運転資本

		有形資産投資額(注2)

		キャッシュフロー

		注1 税率は、税引き前利益で法人税および住民税を割った値をパーセント表示したもの

		注2 有形資産投資額は、実額の表示がなされていないため、有形資産の期中増加額に当期減価償却費を加算した値を使用した。

				予測Ⅰ期		予測Ⅱ期		予測Ⅲ期		予測Ⅳ期		予測Ⅴ期

		売上高		996,829		1,016,766		1,037,101		1,057,843		1,079,000

		売上原価		647,939		660,898		674,116		687,598		701,350

		販管費(注)		199,366		203,353		207,420		211,569		215,800

		営業利益		149,524		152,515		155,565		158,676		161,850

		法人税等(45%)		67,286		68,632		70,004		71,404		72,832

		税引後利益額		82,238		83,883		85,561		87,272		89,017

		減価償却費		27,684		28,238		28,803		29,379		29,967

		流動資産

		流動負債

		正味運転資本

		増加運転資本		7,000		7,140		7,283		7,429		7,578

		資本投資額		40,000		40,800		41,616		42,448		43,297

																最終残価：予測Ⅴ期のキャッシュフローが、２％で成長して、割引率が９％ととした場合

		キャッシュフロー		62,922		64,181		65,465		66,774		68,109				992,445

		8.83％割引係数		0.95377		0.87345		0.79989		0.73252		0.67083

		ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ･ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ		60013		56059		52365		48913		45690		263040

		(注) 販売費・一般管理費には、支払い利息を含んでいないものとする。

		キャノンの貸借対照表

						流動負債		194,815

		流動資産		321,376		固定負債		47,970				金融資産		126,561		固定負債		47,970				流動資産		642751		流動負債		389630				金融資産		126,561				固定負債		47,970

		有形固定資産		151,541								有形固定資産		162,541								有形固定資産		303082		固定負債		95938				有形固定資産		151,541

		無形固定資産		439								無形資産		535,242								無形固定資産		878								無形固定資産		439

		その他固定資産		159,288		自己資本		389,859				その他固定資産		159,288		自己資本		935,662				その他固定資産		318575		自己資本		779718				その他固定資産		159,288				自己資本		389,859

		資産合計		632,644		負債・資本合計		632,644				資産合計		983,632		負債・資本合計		983,632				資産合計		1265287		負債・資本合計		1265287				資産合計		437,829				負債・資本合計		437,829

		胆沢町の人口構成

		65歳以上																						高齢人口割合

		552		2		676		527		380		272		154		28		9		1		3474		19.1

		41.8				東南アジア諸国の経済(一人当たりＧＤＰ：1994年)

		Ｓドル		Ｍドル		シンガポール		23360

		50		50		ブルネイ		14340

		63		22		マレーシア		3520										金属機械		電気・電子		化学		製薬		建設		その他

		20.8		126		タイ		2210										9		17		16		12		10		1

		1.2		1.5		フィリピン		960

		50		50		ミャンマー		930

		1.5		1.8		インドネシア		880

		35		13.3		ラオス		320

		1.6		2.2		ベトナム		230

		9.8		2		カンボジア		200

		50		269

		107.12

		0.7

		2.4				ラオスにおける出願人の国別の商標出願件数

		0.6						1990		1991		1992		1993		1994		1995		1996		9/21/97		合 計

		0.7				アメリカ				39		129		461		388		354		246		26		1643

		0.7				イギリス				19		154		87		78		81		66		11		496

		50				日本				4		69		121		51		62		101		8		416

		18				フランス						29		104		79		62		109		17		400

		463.12				タイ				7		48		75		65		62		64		17		338

						ドイツ				7		26		122		83		26		56		3		323

		39,828		11,298		スイス				13		102		63		10		35		50		6		279

						シンガポール						14		31		34		37		74		11		201

						オランダ				1		17		20		15		22		39		6		120

						香港						10		13		15		29		32		4		103

						イタリア								4		1		11		73		7		96

						インドネシア				18				6		22		1		9		29		85

						ｵｰｽﾄﾗﾘｱ								6		16		12		32		1		67

						マレーシア								1		6		5		53				65

						ラオス								1		25		24		11				61

						韓国								4		16		12		22		2		56

						ﾘﾋﾃﾝｼｭﾀｲﾝ						20		3				19		8				50

						フィリピン				7		15		4				13		2		8		49

						その他		2		5		23		83		52		88		88		14		355

						合　　計		2		120		656		1209		956		955		1135		170		5203





その他

		



無形資産に占める特許のウエイト(％)





技術と特許出願のインパクト分析

9

1r

2r
は技術のインパクト（弾力性）

は特許出願発明の〃（弾力性）

6つの産業（医薬、化学、機械、自動車、電気、精密）の上位10社程度、
計62社の、90-2011年の21年間のデータを使用。

特許出願は85-08年の262万件で、日本全体の28.5%をカバー

21 γγαβα PAIndxSB ××× −−=労働量資本量付加価値＝

11 γγαβα RDSA ××× −−=労働量資本量付加価値＝



技術と特許の生産性インパクト

投入要素 資本 労働
R&D 
Stock

Patent 
Stock

サンプ
ル数

弾力性
α β γ1 γ2 －

0.21 0.53 1,233

0.24 0.67 1,178

0.26 ÷ 0.095 ＝ 2.74 倍

× 2.74 ＝

技術 特許

38.4％14％

0.260
0.095

特許
のウエイト
技術



1968→2010の経済成長貢献度

GDPの成長率 労働
投入量

資本
投入量

無形資産
(残差)

弾力性(A) － 0.709 0.291 －

成長率(B) 3.45% 0.59% 5.80% －

(A)×(B) 3.45% 0.42 1.69 1.34

寄与度 (%) － 12.1% 49.1% 38.8%

無形資産の経済的インパクト (TFP)

技術の経済的インパクト

GDPの
成長率

資本
投入量

労働
投入量

技術ス
トック

残差

成長率(A) 3.45% 5.82% 0.58% 8.28% －

弾力性(B) － 0.419 0.467 0.073 －

(A)×(B) 3.45% 2.44% 0.27% 0.61% －

寄与度(%) － 70.7% 7.8% 4.0%17.5%



1968→2010の経済成長貢献度

GDPの成長率 労働
投入量

資本
投入量

無形資産
(残差)

弾力性(A) － 0.709 0.291 －

成長率(B) 3.45% 0.59% 5.80% －

(A)×(B) 3.45% 0.42 1.69 1.34

寄与度 (%) － 12.1% 49.1% 38.8%

無形資産の経済的インパクト (TFP)

技術の経済的インパクト
GDPの
成長率

資本
投入量

労働
投入量

技術ス
トック

残差

成長率(A) 3.45% 5.82% 0.58% 8.28% －

弾力性(B) － 0.419 0.467 0.073 －

(A)×(B) 3.45% 2.44% 0.27% 0.61% －

寄与度(%) － 70.7% 7.8% 4.0%17.5%

技術の無形資産の中に占めるウエイトは

17.5%÷38.8% = 45.7% か？
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技術の価値の抽出方法

① 事業価値
－ （金融資産＋有形資産 ）

× 技術のウエイト (              )
② 営業利益の現在価値×1/3
③ 事業価値 or 収益×25%
④ 売上高の現在価値 ×ロイヤリティ・レート

資産分割法

利益三分法

25%ルール

ロイヤリティ免除法

≒40% 
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技術の価値の抽出方法

① 事業価値
－ （金融資産＋有形資産 ）

× 技術のウエイト (              )≒40% 

この値に関するデータ
を整備ができないか？
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