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要旨 

 

この研究は日本の製造業の中間財市場に注目し、その市場において、会

計制度の不備が連結対象の企業の結託を誘発し、潜在的参入者からの競

争の圧力を排除している可能性が高いということをパネルデータを用い

た実証分析によって示すものである。その意味で、日本の製造業の市場

の質を取り上げた実証分析ということができ、日本の会計制度が市場の

質を向上させるのに十分でないということを示唆するものである。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  慶應義塾大学大学院経済学研究科博士課程 

 
Faculty of Economics and Faculty of Business and Commerce, Keio University 

2-15-45 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-8345, Japan 



製造業の競争と日本の会計制度

三好 向洋

� 序

特に日本では、製造業における部品供給業者の参入が起こりにくい。�伝統的にこの事実は、���������� �	
�	�

流の取引費用の考え方に基づき、以下のような説明が与えられることが多い。中間財市場での取引には、その取

引関係のなかで用いられなければ埋没してしまうような投資が大規模にされることが多く、その投資の埋没を防

ぐため、契約を精緻にするなどの費用が必要とされる。そのような費用は情報が少ない新規参入者ほど必要とさ

れるため、参入が起こりにくくなるというわけである。�しかし、これは中間財市場では参入が少ないという説明

にとどまり、特に日本において参入が少ないということを説明しているものではない。

この研究では、その説明要因として連結決算を株主総会に報告する義務がないという会計制度の不備に注目す

る。日本では単決算のみを株主総会に報告すればよいので、すべての市場参加者が同一条件で競争している市場

で決まる価格より低い価格で連結対象の部品供給業者から仕入れているという決算報告を用いると単決算の利益

を膨らませることができ、結果として日本独自の会計制度が参入障壁として働きうるからである。

そこで、日本独自の会計制度が上のように潜在的参入者を阻んでいる可能性があることを示すため、事前の投資

の回収可能性が低いほど潜在的参入者が連結対象の部品供給業者より選ばれにくくなっていることを実証分析で

示す。そのような取引は���������� �	
�	�の取引費用の経済学にしたがい、連結対象の部品供給業者が潜在的参

入者より低い仕入れ値を提示できる取引の典型として解釈できるからである。このような投資の回収可能性に応

じ取引先をどのように統治しているかという実証分析は垂直統合の実証分析として知られており、この研究でも

それらの先行研究に従い分析を行う。取引における投資の回収可能性は 会計上数値化されないので、����������

�	
�	�の取引費用の経済学を基礎とした先行研究で用いられている、埋没費用の代理変数を用いる。さらに、会

計上に現れている数値だけが投資の埋没する危険を表しているとは考えにくいので、データに現れない要因の影

響を排除するためパネルデータ特有の推定方法を用い、その影響を排除する。

���������� �	
�	�は企業間の取引における契約の不完備性に着目し、不完備契約の回避を目的として企業統合

が行われるという説明を与えている。������ �	
�
�は、この考え方を日本の製造業に応用し、日本の製造業に

おける新規参入を分析している。本研究では、会計制度の不備に着目し、その不備から発生する利潤機会を利用す

るために企業統合が進み、参入を阻むことを明らかにする。実証分析の方法として取引費用の経済学における実証

研究である等の実証研究を参考にして取引費用の代理変数を用い、パネルデータ特有の推定方法として���������

�� ��� ������を参考にした。

矢野 ����	�は市場の持つ機能として、資源配分と交換利益の分配の二つに注目し、その二つが正常になされる

市場を質の高い市場と定義し、そのような意味での市場の質を向上させるためには独占禁止法など制度的要因に

よってすべての取引参加者に同一条件で競争を行わせる必要があることを主張した。この研究は日本の製造業に

おける部品取引が、会計制度の不備により連結対象の企業の結託を誘発し、潜在的参入者からの競争の圧力を排

除していることを実証分析によって明らかにしているものであり、その意味で、日本の会計制度が競争の質を向上

させるのに十分でないということを示唆するものである。

�平成 � 年経済白書によると、日本では ���を越える企業が � 年以上仕入れ先を変えていない。これに対して、欧州では ���� ％、アメリ
カでは ���� ％となっており、諸外国と比較して日本で参入が起こりにくいことが示唆される。

�代表的なものとして、��	
��	 ����� の研究があげられる。��	
��	 ����� は電気、自動車産業を中心に、取引関係に特殊である投
資を必要とする取引ほど参入が起こらず取引関係が長期に及ぶということが明らかにした。

	



� 実証分析

序章のとおり、この研究では潜在的参入者が不利な競争を強いられる原因として連結決算がないという会計制

度の不備を取り上げ、投資の回収可能性が低くなるような取引であるほどその不備が利用されているということ

を実証分析によって示す。しかし、潜在的参入者が不利な条件で競争を強いられているということは検証可能では

ないので、そのかわりにここでは投資の回収可能性が低い取引ほど潜在的参入者が選ばれにくくなり、連結対象

の企業がより選ばれる傾向をもつということを検証することにする。より具体的には、組み立てメーカーが仕入

れる部品のうち、連結対象の部品供給業者から仕入れる割合が、組み立てメーカーが行う投資の回収可能性の関

数として決まると想定し、以下の仮説を検定することにする。

�� �投資の回収可能性が低くなるほど、取引のうち連結対象となる支配下の企業との取引がより選択される

我々のここでの興味の対象は日本の製造業であり、推定対象となるべきなのは仕入れ取引を行っている企業である

が、完全統合されて企業内での部品の受渡しを行っている企業を観察することはできないので、全ての仕入れ取

り引きを行っている企業を対象に推定を行うと 	���を内部調達している企業と全く内部調達していない企業の区

別をつけられず信頼する推定結果を得ることができない。したがって以下では部分的に統合がなされている企業

だけを対象にして推定を行うことにする。�

この仮説の理論的背景を���������� �	
�	�に従い、以下のようにまとめる。���������� �	
�	�によれば契約

は完全なものではありえないので、その取引でしか用いることのできない投資を行う取引参加者は常にその投資

が埋没する危険にさらされており、そのような危険を回避するため取引相手の行動を統治しようとする。その統治

の手段として、契約を精緻なものにしたり、あるいは完全に統合してしまうか、それとも部分的な統合を行うと

いったものがありうる。一般には投資の回収可能性が下がるほど契約による取引相手の行動の統治では取引を円

滑に行いにくくなるので、統合の程度は進むと考えられる。したがって、投資の回収可能性が低くなるほど、取

引相手として連結対象の部品供給業者を選択していると考えられるのである。�

この帰無仮説の背景の理論は投資の回収可能性と、組み立てメーカーが仕入れる部品のうち、連結対象の部品

供給業者から仕入れる割合の関数形について何ら情報をもたらすものではない。そのため、以下では組み立てメー

カーが仕入れる部品のうち、連結対象の部品供給業者から仕入れる割合を �����と定義し、�����と投資の回収可

能性の低さの代理変数の正の相関をしめす次の二つの関数形を用い推定を行うことでこの仮説を検定することに

する。なお、投資の回収可能性の低さの代理変数として、研究開発集約度 �ここでは ����と定義している�、特許

料集約度 ����として定義�、機械装置集約度 ����として定義� の三つを用いている。

� ��������� � �� �����
��
� ����

��
� Æ���

��
� ��� �	�

まず  で表されているのは変数変換で、ここでは以下のような ��!変換と ��!��変換を用いている。��!変換は

� ������� � ��!�������という変換であり、��!��変換は � ������� � ��!��� �����
�������

�という変換である。�また �は

企業、 �は時間を表す添字である。

次に、上の推定式を用いて帰無仮説を検定できるように、上の推定式にどのようにデータを当てはめるかを述

べる。この研究の問題意識に沿えば、可能な限り広範囲に日本の製造業をカバーするデータベースが望ましい。そ

こで、約 "万社の日本企業の財務情報のデータベースである日経 #$$%&のデータより、	

�年から 	


年ま

での各企業財務情報パネルデータを抽出して推定を行うことにする。ここで推定の対象にするのは上で述べたよ

うに連結対象となる支配下の企業と仕入れ取り引きを行っている企業であり、そのような企業を、前述の入手可

能である日経 #$$%&のデータより抽出するため、製造業で、資産として子会社株式を保有している企業のうち、
�ここで推定の対象を部分的に統合がなされている企業だけに限定することにより、�	���� ��������
 ��	�が生じている危険性がある。し

かし上の仮説は統合の部分集合である部分的な統合に限定しても一般性を失うことなく適用できるはずであり、ここでは問題にしない。同様
の方法を用いて推定を行っているものに、��
��	��� �� 	�� ����� がある。

������	���
 ����� の取引費用の経済学を用いた実証分析においては投資の回収可能性が低くなるほど垂直統合が進むとの結論を導くも
のが多い。この研究は、会計制度の不備により、諸外国では垂直統合が進むはずのところ、代わりに連結対象の子会社が設立されているとい
う問題点を指摘したものであると解釈することができる。

�なお、変数変換の際に � 	!�が �のものは変換できないので、実際の計算ではすべてに � 	!�に極小数 �を加えて変換を行っている。実
証分析の結果として報告されているのは � " ������ を用いたものだが、それ以外の極小数を用いても結果に大きな変化はなかった。ここで
行っている変換は ��
��	��� �� 	�� ����� を参考にしている。

�



観察期間中 �	

�'	


�子会社から一回でも仕入れを行ったことのある企業を対象にパネルデータを作成した。部

分的に統合を行っている企業だけを対象にしたため、推定可能になったのは 	��
社であり、また新規設立や完全

統合の企業などが存在するため、��(����)�� ����� ����が作成された。その中からまず被説明変数を �����とし

てその企業が，原材料費のうち関係会社原材料仕入高の占める割合として定義した。説明変数を含む記述統計は

別表 *�(�� 	にまとめられている。毎年約 ���が関係会社からの仕入れであることがわかり、無視できない大き

さであるといえる。また説明変数として用いるのに適当なのは投資の回収可能性の低さの代理変数となりうるも

のである。ここでは、取引費用の経済学の実証分析のサーベイ論文である &������+� ��� ,���� �	

-�にあげられ

ている投資の回収可能性の低さの原因として資産特殊性、不確実性、製品の複雑さ、取引の頻度の .つのうち入

手可能なものとして資産特殊性に注目した。今回われわれの興味の対象は日本の製造業全体であり、製造業全体

で入手可能な数値が必要であるため、後者 "つのように取引単位での情報が必要なものは入手が困難であるから

である。また、資産特殊性の代理変数として、取引費用の経済学の実証分析の先行研究である /��(����� �	

	�

を参考に次のように埋没費用の代理変数を定義した。

� 研究開発集約度� ���� 開発費0試験研究費を売上高で除したもの

� 特許料集約度� ��� 支払い特許料を売上高で除したもの�

� 機械装置集約度� ��� 機械装置を売上高で除したものとして定義 �

これらは全て資産特殊性の高い資産への投資金額の代理変数と考えられ、帰無仮説に従えばこれらが支配下の子

会社との取引の選択に正の影響を与えていると考えられ、期待される符号条件は全て正である。

ただし連結対象になる支配下の子会社を選択する要因はこれ以外に存在しないとは考えられないため、観察さ

れない要因を考慮に入れたパネル推定のモデルを用いた。具体的には �	�式における誤差項である ��� のなかに企

業独自の要因である �� を含んだ式である次の式を推定する。

� ��������� � �� �����
��
� ����

��
� Æ���

��
� �� � 	�� ���

ただし、ここで 	 は �����1�)����) ������撹乱項�である。このようにして、誤差項に �� という企業独自の要因が

含まれていることを考慮し、固定効果 �23�� �4�)��と変量効果 ������� �4�)��両方を仮定して推定する。

推定結果は *�(�� �'.にまとめられている。まず ���式に従うものは *�(���にまとめられており、変数変換と

して ��!変換を用いた推定結果は披説明変数として ���(をとるものとして記述され、また ��!��変換を用いたもの

は披説明変数として ��!��(をとるものとして記述されている。�ここから、��!変換や ��!��変換といった関数形

の特定化に依存せず、また 23�� �4�)�の仮定や、������ �4�)�の仮定といった推定方法にも依存せずほぼ -�水

準で正に有意にでているという推定結果を読み取ることができる。

さらにこの推定結果が特定化に依存しない頑健なものであることを確認するため、、同じ帰無仮説に従ういくつ

かの違う特定化から推定をおこなっている。その結果は、*�(���'*�(��.にまとめられている。まず、説明変数が

ひとつだけの場合も同じような結果が出るかを確認した。それは *�(���にまとめられており、ここからも関数形

や推定方法に依存せず正に有意な結果を得ることができた。次に、構造変化の影響を考慮するため期間を前半と

後半に分けて推定を行った。この結果は *�(��"にまとめられており、ここでは後半で ���が有意にならないも

のの、それ以外の変数は正に有意な推定結果を得ることができ、ここでも帰無仮説を支持する推定結果を得るこ

とができた。最後に、*�(�� �では企業固有の効果を考慮した推定を行ったが、産業固有の効果を考慮した場合推

定結果に変化が起こらないことを確認するため、日経 #$$%&の産業分類に従った産業固有効果を考慮した推定

も行った。ここでベースとなるのはその他製造業であり、その推定結果は *�(��.にまとめられている。ここでも

����が有意にならないものの、おおむね仮説を支持しているといえる結果を得ることができた。

したがって、これらの実証結果から、連結対象となっている部品供給業者は第三者と同一条件で競争を行って

おらず、特に投資の回収可能性の低い取引においては有利な条件で競争を行っているということが示唆される。

�以上 � つは ��
��	��� �� 	�� ����� の研究を参考に #
�	
$���� 	����� の代理変数として定義した。
�%����!�	
 ����� の研究を参考に ��
& ���� の代理変数として定義した。
�また、'(�) �*��� を用いて推定された推定結果は +, と !	
)�� �*��� を用いて推定された推定結果は -, として記述されている。

"



� 結論

親会社である組み立てメーカーが，部品供給業者に部品生産を依頼し、その投資の回収可能性が低くなる製品

をつくることを計画するとき、その回収可能性が低くなるほど、子会社や関係会社から部品を納入している傾向

が実証分析の結果から明かになった。この実証結果は、子会社、関係会社とそれ以外の会社で、取引条件が異な

るということを示唆し、結果として日本の中間財市場において参入が特に少ないことの原因であると考えられる。
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Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

mps 909 0.0869 0.0794 0 0.5276

pps 909 0.0002 0.0011 0 0.0138

rdps 909 0.0134 0.0238 0 0.1919

share 909 0.1794 0.2196 0 0.9856

mps 934 0.0882 0.0989 0 1.8899

pps 934 0.0002 0.0011 0 0.0150

rdps 934 0.0140 0.0247 0 0.1843

share 934 0.1784 0.2199 0 0.9939

mps 955 0.0950 0.0914 0 0.7777

pps 955 0.0002 0.0012 0 0.0148

rdps 955 0.0145 0.0251 0 0.1794

share 955 0.1861 0.2241 0 0.9942

mps 963 0.1015 0.0973 0 0.7750

pps 963 0.0002 0.0011 0 0.0130

rdps 963 0.0154 0.0265 0 0.2143

share 963 0.1962 0.2301 0 0.9773

mps 972 0.1051 0.1060 0 1.0919

pps 972 0.0002 0.0011 0 0.0139

rdps 972 0.0158 0.0267 0 0.2405

share 972 0.2014 0.2343 0 0.9788

mps 972 0.1013 0.1103 0 1.3230

pps 972 0.0002 0.0010 0 0.0151

rdps 972 0.0151 0.0260 0 0.1951

share 972 0.2051 0.2366 0 0.9983

mps 984 0.0970 0.1073 0 1.2403

pps 984 0.0002 0.0014 0 0.0265

rdps 984 0.0151 0.0266 0 0.2404

share 984 0.2060 0.2391 0 0.9994

mps 992 0.0936 0.1085 0 1.1200

pps 992 0.0002 0.0011 0 0.0189

rdps 992 0.0149 0.0257 0 0.2622

share 991 0.2117 0.2401 0 1.0000

mps 996 0.0955 0.1116 0 1.1453

pps 996 0.0002 0.0013 0 0.0220

rdps 996 0.0153 0.0268 0 0.2602

share 996 0.2166 0.2438 0 0.9903

mps 984 0.1052 0.1240 0 1.0833

pps 984 0.0002 0.0016 0 0.0271

rdps 984 0.0165 0.0285 0 0.2247

share 984 0.2197 0.2431 0 0.9951

全体 mps 9661 0.0970 0.1045 0 1.8899

pps 9661 0.0002 0.0012 0 0.0271

rdps 9661 0.0150 0.0261 0 0.2622

share 9660 0.2004 0.2338 0 1.0000

Table 1 記述統計

1990 年

1991 年

1992 年

1993 年

1994 年

1995 年

1996 年

1997 年

1998 年

1999 年
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Table 2

被説明変数 lspb

RE FE RE FE RE FE RE FE

rdps 4.58** 10.97*** 4.80** 11.68*** - - - -

(2.23) (3.09) (2.23) (3.08) - - - -

pps 72.01** 70.67** - - 71.30** 72.20** - -

(30.00) (32.47) - - (30.01) (32.50) - -

mps 1.36*** 1.15** - - - - 1.37*** 1.31***

(0.42) (0.49) - - - - (0.42) (0.48)

_cons -3.81*** -3.82*** -3.67*** -3.70*** -3.61*** -3.54*** -3.73*** -3.65***

(0.10) (0.07) (0.09) (0.05) (0.08) (0.02) (0.92) (0.05)

rho 0.67 0.69 0.67 0.69 0.67 0.69 0.67 0.68

Hausman test p-value = 0.03 p-value = 0.001 p-value = 0.943 p-value = 0.805

20.68*** 8.28*** 4.60** 14.42*** 5.64** 4.93** 10.61*** 7.26***

R.sq 0.0015 0.0001 0.0003 0.0003 0.0006 0.0006 0.0027 0.0027

被説明変数 logspb

RE FE RE FE RE FE RE FE

rdps 4.54* 10.63*** 4.79** 11.35*** - - - -

(2.43) (3.29) (2.43) (3.28) - - - -

pps 67.78** 67.72** - - 67.15** 69.21** - -

(32.13) (34.58) - - (32.15) (34.61) - -

mps 1.39*** 1.18** - - - - 1.40*** 1.33***

(0.45) (0.52) - - - - (0.45) (0.52)

_cons -3.50*** -3.51*** -3.35*** -3.39*** -3.23*** -3.23*** -3.41*** -3.35***

(0.11) (0.07) (0.10) (0.05) (0.09) (0.02) (0.10) (0.05)

rho 0.69 0.71 0.69 0.71 0.69 0.7 0.67 0.68

Hausman test p-value = 0.06 p-value = 0.0029 p-value = 0.872 p-value = 0.770

17.67*** 7.02*** 3.89** 12.00*** 4.36** 4.00** 9.63*** 6.60**

R.sq 0.0012 0.0001 0.0500 0.0004 0.0004 0.0004 0.0026 0.0026

F 統計量

F 統計量

全サンプル数 9661, 企業数 1079

cons は定数項であり、   rho= 企業個別効果の分散 / 残差全体の分散であり、観察されない企業個別効果の指標として用いているものである。

* は 10% 水準で有意、 **,*** はそれぞれ 5%,1% 水準で有意であることを示す。説明変数の下の括弧の中は標準偏差を表している。

random effect モデルを推定する際、 F 統計量は wald statistics を用いている

Hausman specification test では Random effect を仮定したものが正しいという帰無仮説を検定している

ここでの R.sq( 決定係数 ) は unobserved heterogenity の影響を含まないものを報告している。

ここで FE は fixed effect, RE は random effect の結果を表す。
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lspb logspb lspb logspb

FE RE FE RE FE RE FE RE

rdps 6.94* 2.59 6.61* 2.48 12.56** 0.89 12.26* 0.50

(3.62) (2.58) (3.84) (2.78) (6.35) (2.93) (6.77) (3.23)

pps 91.70* 89.68** 88.92* 85.27* 92.57** 86.18** 99.13** 89.62**

(49.00) (43.41) (52.08) (46.44) (42.16) (36.80) (44.95) (39.61)

mps 1.21** 1.47*** 1.36** 1.56*** -0.48 0.91 -0.39 0.97

(0.57) (0.49) (0.61) (0.53) (0.96) (0.62) (1.02) (0.67)

cons -3.86*** -3.88*** -3.59*** -3.60*** -3.55*** -3.53*** -3.23*** -3.19***

(0.08) (0.11) (0.08) (0.12) (0.13) (0.12) (0.14) (0.13)

rho 0.8 0.79 0.81 0.8 0.76 0.74 0.78 0.76

4.10*** 14.02*** 3.84*** 13.18** 3.06** 7.60* 2.84** 7.08*

Hausman  test p-value = 0.35 p-value = 0.44 p-value = 0.10 p-value = 0.44

説明変数の下の括弧の中は標準誤差を表している。

Table 3: 構造変化を考慮したときの推定

前半 (1990-1995) 　サンプル数 5705, 企業数 1033 後半 (1996-2000) 　サンプル数 3956, 企業数 1025

F 統計量

全サンプル数 9661, 企業数 1079

cons は定数項、 rho= 企業個別効果の分散 / 残差全体の分散 ( 観察されない企業個別効果の指標 )

* は 10% 水準で有意、 **,*** はそれぞれ 5%,1% 水準で有意であることを示す。

random effect モデルを推定する際、 F 統計量は wald statistics を用いている

Hausman specification test では Random effect を仮定したものが正しいという帰無仮説を検定している

ここでの R.sq( 決定係数 ) は unobserved heterogenity の影響を含まないものを報告している。

ここで FE は fixed effect, RE は random effect の結果を表す。
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lspb logspb

RE FE RE FE

rdps -0.65 -0.49*** -0.64 -0.41

(1.67) (1.67) -1.76 (1.83)

pps 59.56** 56.70** 53.75* 50.96*

(27.07) (27.10) (29.52) (29.55)

mps 1.70*** 1.68*** 1.74*** 1.72***

(0.37) (0.37) (0.40) (0.41)

食品ダミー - 0.75*** - 0.85***

- (0.18) - (0.19)

繊維ダミー - 0.39* - 0.43*

- (0.22) - (0.23)

パルプダミー - 1.36*** - 1.54***

- (0.25) - (0.27)

化学ダミー - 0.70*** - 0.82***

- (0.17) - (0.19)

医薬ダミー - 0.84*** - 0.87***

- (0.28) - (0.30)

石油ダミー - 0.70*** - 0.90***

- (0.25) - (0.28)

ゴム窯業ダミー - 0.73*** - 0.82***

- (0.22) - (0.24)

鉄鋼ダミー - 1.35*** - 1.57***

- (0.22) - (0.24)

非鉄金属ダミー - 1.17*** - 1.38***

- (0.18) - (0.19)

機械ダミー - 1.26*** - 1.34***

- (0.16) - (0.17)

電気ダミー - 1.55*** - 1.77***

- (0.15) - (0.17)

造船ダミー - 2.37*** - 2.66***

- (0.46) - (0.50)

自動車ダミー - 2.33*** - 2.70***

- (0.18) - (0.20)

輸送ダミー - 1.28*** - 1.48***

- (0.28) - (0.30)

精密機器ダミー - 1.87*** - 2.11***

- (0.23) - (0.25)

cons -3.73*** -4.87*** -3.42*** -4.73***

(0.16) -0.14 -0.18 (0.15)

25.59*** 18.74*** 21.56*** 20.41***

R.sq 0.003 0.030 0.003 0.030

説明変数の下の括弧の中は標準誤差を表している。

Table 4: Robustness check その 3 　産業固有の効果を考慮した推定

F 統計量

全サンプル数 9661, 産業数 16

Cons は定数項

* は 10% 水準で有意、 **,*** はそれぞれ 5%,1% 水準で有意であることを示す。

random effect モデルを推定する際、 F 統計量は wald statistics を用いている

ここでの R.sq( 決定係数 ) は unobserved heterogenity の影響を含まないものを報告している。

ここで FE は fixed effect, RE は random effect の結果を表す。
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