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要旨 

 

     本研究では、企業の実利用を前提としたコミットメントライン利用を理論的・実証的に 

分析したものである。実証分析の結果、本モデルで示されたように、１）運転資金が 

多く、その変動が大きい企業ほど融資枠を大きく設定し、２）系列金融機関との関係が

緊密である企業ほど融資枠を少なく設定していることが観察された。以上より、コミット

メントラインは企業の不確実な運転資金管理の充足手段として役割を果たしていると

いえる。 
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要旨 

 
コミットメントライン（特定融資枠）とは、わが国で急速に普及しきている銀行借入の

一形態であり、近年、わが国の企業にとって重要な資金調達手段となってきている。その

ため、本研究では、企業側の実利用を前提としたコミットメントライン利用動機をモデル

化することで、どういった特性を持つ企業が同契約をより積極的に利用するのかを理論

的・実証的に検討することを試みた。 
 企業がどれだけコミットメントラインを利用するかは、所与の不確実な企業の運転資金

需要のもとで、１）企業が契約時に銀行に支払う融資枠設定手数料 ２）融資枠の範囲内で

実際に利用した部分にかかるコスト（実利用コスト）３）融資枠を超過した部分にかかる

ペナルティ・コスト（超過コスト）の期待費用最小化問題を解くことで求められる。また、

企業の最適融資枠における比較静学分析により、企業の融資枠設定の大きさは、企業が直

面している不確実な運転資金の期待成長率やその不確実性とはプラスの関係があるのに対

し、コミットメント手数料、貸出金利水準、ペナルティ・コストとはマイナスの関係があ

ることが示された。 
実証分析の結果、本モデルで示されたように、１）必要運転資金が多く、その変動が大

きい企業ほど融資枠を大きく設定し、２）系列金融機関との関係が緊密であるためにペナ

ルティ・コストの発生が少ないと考えられる企業ほど融資枠を少なく設定していることが

観察された。以上より、コミットメントラインが企業の不確実な運転資金需要の充足手段

として重要な役割を果たしているといえよう。 
本研究からの政策的インプリケーションを述べるならば、わが国の現状では。中小企業

に対してコミットメントラインの利用が法律によって制限されているが、一般的に大企業

に比べてより運転資金の影響を受け、また資金調達手段が多様化していない中小企業ほど、

このコミットメントライン利用のメリットが潜在的にあることを示唆しているといえよう。 
 

キーワード：運転資金、コミットメントライン、不確実性、オプション 
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１．問題意識と目的 
 
近年、わが国の貸出市場において観察される顕著な動きの一つとしてコミットメントラ

イン（別名、特定融資枠）の利用が急速に普及してきていることが挙げられる1。日本銀行

が公表している統計データによると、コミットメントライン契約を結んでいる企業は、2004
年 10 月末時点で 7,898 社、前年同期の 5,400 社の 1.4 倍に増えており、融資契約枠の総額

も前年同期比 11.4%増の 19 兆 7931 億円と設定枠が拡大している2（図 1 参照）。このコミ

ットメントラインとは、銀行借入形態の一種であり、次のような契約である「借手企業と

銀行とが予め合意した期間・融資限度額の範囲内で、借手企業の要請に基づき、銀行が金

銭を貸しつけることを法的に約束（コミット）する契約」である3。借手企業は、この融資

枠の範囲内であれば、契約期間中、契約内容に従い、いつでも銀行から借入を行うことが

できる（但し、契約上の免責条項に該当する場合を除く）。一方、コミットメントラインを

提供している銀行は、こうした約束をする見返りとして、一定の手数料（コミットメント

フィー）を徴収する4。 
それでは、なぜ、このようにわが国でコミットメントライン契約利用が急増しているの

であろうか。本研究の目的を簡単に述べるならば、同契約を利用する借手企業の行動を理

論的に示すことでコミットメントラインの果たす役割を明らかにすることである。 
 ところで、このコミットメントライン設定の特徴を見ると、銀行との間で設定した融資

枠から実際に借入を行う実利用を前提とするリボルビング・ライン契約と非常時以外は資

金引出を前提としないスタンドバイ契約の 2 形態に大別されている。つまり、コミットメ

ントライン契約の果たす役割を分析する上で、企業による設定目的が実利用を前提とする

か否かによりその役割というものは大きく異なってくる。そこで、わが国の企業によるそ

の設定形態をトムソンファイナンシャル社によるデータをもとに調べてみると、実利用を

前提とするリボルビング契約が約 8 割を占めていることがわかる（表１参照）。また、日本

銀行が公表している統計データによると、実際に融資を受けた企業数は 2004 年 10 月末に

3,745 社に達し（前年同期比 62%）、全契約先のうち 47%が実際に利用していることがわか

                                                  
1 わが国ではコミットメントライン契約の手数料が金利とみなされる結果、金利の上限を定めた「利息制

限法」第 3 条、あるいは「出資法」第 5 条第 6 条に抵触するおそれがあるとして禁止されていた。しかし

ながら、1999 年 3 月に特定融資枠契約法が制定され、コミットメントライン契約の適法性が確認されて以

降、企業による融資枠の設定が拡大している。 
2 日本銀行は、近年、コミットメントラインの設定枠が拡大し、その動きは貸出市場の評価に当って重要

な情報となってきているため、銀行貸出市場における構造変化を適切に反映した統計データを整備・把握

する観点から 2002 年 4 月より対外公表している。 
3 わが国におけるコミットメントラインの制度的経緯ならびに特徴については、金子・渡邊(2004a)、第一

勧業銀行国際金融部編(2001)を参照。 
4 コミットメントラインに類似するものとして、当座貸越が利用されてきた。しかしながら次の 3 点にお

いて両者は大きく性格を異にする。第 1 に、当座貸越には手数料がないが、コミットメントラインには手

数料がある。第 2 に、当座貸越には銀行に融資実行の義務はないが、コミットメントラインには原則とし

て融資実行の義務がある。第 3 に、当座貸越では担保を必要とする場合が多いが、コミットメントライン

では担保が不必要な場合が多い（日本銀行ホームページ参照）。 
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る。これは、2001 年に特定融資枠契約法の見直しが行われたことにより、資本金 3 億円超

または負債総額 200 億円以上の中堅企業や特別目的会社（SPC）なども利用できるように

改正がなされたことが一つの要因として挙げられる5。つまり、当初、コミットメントライ

ンは大企業が社債やコマーシャル・ペーパー（CP）の発行環境の悪化に備えて緊急時用に

契約することが多かったが、 近は、中堅企業による実利用を目的としたコミットメント

ライン設定する動きが強まってきているためといえよう。 
このことは、これまでわが国では、中小企業に対してのコミットメントライン契約は弱

者保護の観点から禁止されてきたが、資金調達手段が限られている中小企業にとっても同

契約の利用ニーズが潜在的に高いことを示唆しているようにとらえることができる6。経産

省が平成 16 年 3 月に公表した「新たな企業金融に関するアンケート調査」によると、コミ

ットメントラインの借主の範囲を、資本金 3 億円以下の株式会社に拡大することを希望す

る借手企業は 66％になっている7。 
このように、わが国でもコミットメントラインが急速に普及し、主に中堅企業により実

利用を前提とした契約が積極的に利用され始めていることから、わが国の企業にとって同

契約は、重要な資金調達、または運転資金管理手段となってきていることが伺えられる。

それにもかかわらず、これまでわが国の企業についてコミットメントラインに関する研究

は少なく、その役割や機能に関して十分な研究蓄積がなされてはいないのが現状である。

わが国のコミットメントライン利用に関する実証研究としては、金子・渡邊（2004b）によ

る銀行借入を締結したアナウンスメント効果について調べたものが挙げられる8。彼らによ

る分析結果では、銀行借入としてコミットメントライン契約を企業が銀行との間で締結す

ると平均的には有意に当該企業の企業価値が増大することを確認している。しかしながら、

企業価値の増加に関しては企業毎にバラツキがみられ、どういった特性を持つ企業がコミ

ットメントライン利用のメリットがあるのかという点についてはまだ明らかにされてはい

ない。 
以上の問題意識のもと、再度、本研究の目的を述べるならば、まず、企業による実利用

を前提としたコミットメントライン利用行動を明示的にモデル化することで、どういった

特性をもった企業がコミットメントライン（融資枠の設定）を積極的に利用しているのか

を理論的に示し、実証研究を行うことで、モデルの現実妥当性を検討してみたい。そして、

この作業を行うことで、コミットメントライン契約の持つ役割を明らかにし、わが国での

                                                  
5 現行法上では、資本金 3 億円以下の株式会社に対しては手数料についての出資法の金利規制の適用除外

措置が適用されないため。中小企業のコミットメントライン利用は限定されている。 
6 これは、中小企業が取引銀行に対して十分な交渉力を持たないことで、手数料名目で出資法等の潜脱や

銀行による優越的地位の濫用を排除するための措置といえる。 
7 これを受けて経産省の産業構造審議会産業金融部会「新たな企業金融のあり方に関する検討小委員会」

が平成 16 年 5 月 28 日に公表した中間報告では、コメットメントライン契約の効果を、より幅広い企業に

享受させていくことが必要であるとしている。 
8 彼らの主たる分析目的は、企業の同じ負債利用の資金調達手段である銀行借入と市場性負債に何らかの

違いがあるかを実証的に確認することであり、コミットメントライン契約自体の機能を分析しているもの

ではない。 
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同契約利用の急増に答えを与えたい。また同時に、コミットメントラインの役割・機能か

ら同契約を中小企業（資本金 3 億円以下）であるということだけで利用を制限することが

妥当であるのかどうか、その是非を検討してみたい。このように、本研究は、近年、企業

による資金調達手段が多様化している中で、わが国の貸出市場の評価を行うにあたっても、

また、金子・渡邊（2004b）の分析結果を補完する意味でも意義のあるものといえよう。 
以下の構成を簡単に述べるならば、まず２節で一般に言われている企業側のコミットメ

ントラインの利用動機を紹介し、３節では、欧米におけるコミットメントラインについて

の先行理論研究を紹介する。続く４節と 5 節では、不確実な運転資金に直面した企業によ

るコミットメントライン利用の理論モデルを展開し企業の 適な融資枠決定を示し、 適

融資枠における比較静学分析を行う。さらに６節では、実証分析によって本モデルの現実

妥当性を検討する。そして 後に、以上の分析結果を要約し、コミットメントライン利用

の政策的インプリケーションについて言及する。 
 
 
２．企業のコミットメントライン利用動機 
 
 ここではまず、企業（借り手）側によるコミットメントライン利用動機を簡単にまとめ

ておこう9。一般的に考えられている利用動機としては、（１）資金調達の機動性確保、（２）

資金効率の改善、（３）流動性リスク・金利リスクの回避・軽減、（４）市場性負債のため

のバックアップラインの 4 つほどを挙げられる10。平時に実利用を前提にしたものは（１）

が考えられ、通常、コミットメントライン契約としてはリボルビング・ライン型の契約が

用いられる。その他の動機は、主に実利用を前提にしない動機であり、スタンドバイ型の

契約が用いられている。 
 
（１）資金調達の機動性確保 
企業の実利用を前提にしたコミットメントライン利用動機であり、常に資金調達手段を

確保しておくことで、不確実な資金ニーズに機動的・効率的に対応が可能となる。資金需

要が一定期間断続的にある企業にとっては、資金繰りのためこのような借入実行を伴うコ

ミットメントラインは有効な手段として活用できる。特に、他企業との競合が高い企業で

は、事業を展開していく上で機動的に資金供給を発動できる枠を設定するメリットは大き

い11。 
 
（２）資金効率の改善  

                                                  
9 本節は金子・渡邊(2004a)に基づいている。 
10 詳しくは第一勧業銀行国際金融部編（2001）参照。 
11 通常、従来型の銀行借入では、審査から融資まで 1 ヶ月以上かかることがあるが、コミットメントライ

ンを設定すれば数日で資金を引き出すことが可能となる。 
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コミットメントラインの利用は、バランスシート上の有利子負債をオフバランス化するこ

とにほかならないから、有利子負債（平残）の削減につながる。また、コミットメントラ

インを設定しておけば、将来の資金ニーズに備えて現預金を厚めに保有しておく必要はな

いから、手元流動性の圧縮と金利コスト削減が可能となる。このように、コミットメント

ラインは資金効率の改善に寄与する。 
 
（３）流動性リスク・金利リスクの回避・軽減 
 平時に実利用を前提としないが、事前に一定額の融資枠を設定することで、緊急時・

有事に手元資金が一時的にも不足するような流動性リスクや急激な資金の調達コストが高

まる金利リスクのために資金ニーズを満たせなくなる可能性を回避ないし軽減するために

利用する。 
 
（４）市場性負債のためのバックアップライン（信用補完） 
 CP や社債といった市場性負債の発行を予定している企業は、スタンドバイ方式のコミッ

トメントラインを設定することで、万が一のときの市場性負債の返済原資を確保できる。

その結果、安定的資金調達という観点から信用リスクが減少して高格付けでの市場性負債

発行が可能となる12。 
 
 このように企業の一般的なコミットメントライン利用動機は４つほど挙げられるが、本

研究では実利用を前提とした企業の利用行動を説明することを目的としているため、１）

の動機が分析対象といえる13。 
 
 
３．欧米におけるコミットメントラインについての先行理論研究 
 
 前節でみたコミットメントラインの各利用動機ないしは目的を説明する理論仮説は多岐

にわたるが、ここでは、欧米の文献で多い、将来の不確実性に着目したものと、情報の非

対称性に着目したものを中心にそれらの理論仮説について概観してみる14。 
 
３－１． 不確実性に基づくモデル 

                                                  
12 格付機関は企業を評価するうえでコミットメントラインの有無を流動性の評価項目の 1 つに組入れてい

るケースが多く、格付機関の評価を意識した設定するケースも増加している。 
13 主に、3）、４）の動機に着目した研究としては、金子・渡邊（2004a）が挙げられる。彼らの分析結果

によると、コミットメントラインを結んでいる企業は、結んでいない企業と比べて、流動性ショック発生

時に企業価値の減少が相対的に少なく、かつダメージからの回復が早いことを実証的に確認している。 
14 本節は金子・渡邊(2004a)に基づき主に借手企業サイドの利用目的を説明する理論仮説に限定している。

一方、貸手である銀行サイドの利用目的についても理論的解釈が試みられているが、この点については

Ergungor(2001)のサーベイ参照。 
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 企業の実利用を前提とて、資金調達手段としての柔軟性や迅速性ゆえに企業はコミッ

トメントラインを利用するという考え方の理論仮説として Martin and Santomero(1997)
が挙げられる。彼らは、不確実に到来する短命の投資機会を直ちに実現するための手段と

してコミットメントラインを位置づける。有利な投資機会が到来したときに、資金調達に

時間がかかったり秘密裡に調達できなかったりすると、ライバル企業に先を越されてしま

い、企業価値が減少してしまう。そうした状況下では、手数料というコストを負担してで

も、融資枠の範囲でいつでも自由に調達できるコミットメントラインを確保しておくこと

は、得策な行動となりうることを示している。 
 
３－２． 情報の非対称性に着目したモデル 
 欧米で試みられている多く情報の非対称性に基づくモデルは、コミットメントライン契

約が従来型の銀行借入に比べ複雑な手数料体系をしていることや、投資を行う前に事前に

融資枠を設定するといった企業と銀行間における契約の多様性に着目して、そうした契約

内容が企業と銀行間の情報の非対称性を解消・軽減するメカニズムを論じたものといえる。 
まず、企業の質－とりわけ返済能力－に関する情報が非対称的な（それゆえ逆選択問題

が懸念される）世界を想定したモデルが存在する。具体的には、コミットメントライン契

約が企業の質を投資家に伝えるシグナルとしての役割を果たすことを指摘した Duan and 
Yoon(1993)や、コミットメントラインの手数料体系に企業が自ら質を表明する自己選択の

メカニズムがあることを指摘した Thakor and Udell(1987)、Shockley and Thakor(1997)
などである。 
次に、貸出実行後の企業の行動－とりわけ返済努力－に関する情報が非対称的な（それ

ゆえモラル・ハザード問題が懸念される）世界を想定したモデルが存在する。具体的には、

コミットメントラインの貸出金利と手数料を適当に組み合わせることで「リスクを高める

資産代替」問題や「過小努力」問題を軽減できることを示した Boot, Thakor and 
Udell(1987)(1991)、Boot, Greenbaum and Thakor(1993)や、融資枠内の未使用残高に手数

料を課すことで「過小投資」問題を軽減できることを示した Berkovitch and Greenbaum 
(1991)、Snyder(1998)などである。 
また、そうした世界では、銀行は審査や監視といった情報生産活動を行うことで企業の

価値についてより正しい評価を下すようになるが、その一方で、情報独占的な立場を利用

して借り換え交渉のときにレント・シーキング的な行動を取るようになる可能性もある。

コミットメントラインには銀行借入のもつそうしたマイナス面を解消する機能があること

を示したのが、Houston and Venkataraman(1994)である。 
 
３－３． 各理論仮説の比較・検討 
 このように、多くの理論仮説は情報の非対称性を前提にして企業のコミットメントライ

ン契約利用が説明されているが、情報の非対称性問題を考慮した場合、コミットメントラ
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イン契約の機能の資金調達手段としての柔軟性や迅速性といった本質的なところを説明し

ているモデルとは決していえない。 
そのため、本稿では、次節において、企業のコミットメントラインの実利用行動を情報

の非対称性は持ち込まず、不確実性のみを前提としたモデルを展開する。分析方法としは

企業のコミットメントラインの実利用を前提とした Martin and Santomero(1997)と同様

のアプローチといえる。彼らの理論モデルの特徴とそのアプローチを簡単に述べるならば、

従来のコミットメントライン利用を説明するモデルで考慮されてこなかった同契約の実利

用を前提とした機動的な投資行動を考慮したモデルであり、企業の資金調達手段の費用

小化行動から企業の 適融資枠の決定を論じているものである。本稿でも、不確実性下の

企業の期待費用 小化問題を解くことで企業の 適融資枠決定の導出を行う。彼らのモデ

ルとの違い述べるならば、本稿のモデルでは、不確実性要因を企業の短期資金需要として

いるのに対し、Martin and Santomero(1997)モデルでは企業の投資プロジェクトを不確実

性要因としている点といえる。 
 
 
４．モデル 
 
４－１．モデルの仮定と記号について 
（１）企業とその環境設定 
ここではリスク中立的で期待費用を 小化するように行動する企業を想定し、企業は期

中に資金需要がどれだけ必要になるかは期首時点においては不確実にしかわからないとす

る。また、いざ資金需要が必要になった時に調達しようとしても直に調達できないものと

する。そこで、企業はあらかじめ銀行とのコミットメントライン契約を結ぶことで一定額

の融資枠を確保し、その対価として融資枠に対して所定の手数料を支払うものとする。し

かし、実際の必要資金額がそれを上回って資金ショートに陥ればペナルティ・コストが発

生することを仮定する15。 
 
（２）企業の不確実な資金需要について 

企業の不確実な資金需要 tM が次の（1）式で示される幾何ブラウン運動（geometric 
Brownian motion）に従う確率変数と仮定する。 
 

dzMdtvMdM ttt σ+=                           （1） 

 
                                                  
15 ここでいうペナルティ・コストとは、具体的には、スポット市場での緊急的な資金調達を想定している

（追加的な銀行借入や CP 市場での資金調達）。また、そのようなスポット市場で資金調達が困難なために

ビジネス・チャンスが失われるという機会損失も含まれるものとする。 
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（1）式の右辺第 1 項の vは、不確実な資金需要の平均的な変動方向を表すドリフト・パ

ラメータで、 ∞<<− v22σ を仮定し、右辺第 2 項のσ は、その不確実性の大きさを表す標

準偏差パラメータで、 0>σ を仮定する。また、右辺第 2 項の dzは dtdz tε≡ と表現され

る標準ウィナー過程（wiener process）である。ここで、 tε は )1,0(~ Ntε 、 st ≠ のとき

[ ] 0=stE εε との性質を満たすものとする。 

 
（３）コミットメントライン契約とコストについて 
本研究では、コミットメントライン契約を次のように定義する。企業が銀行との間で融 

資枠Qを設定し、この範囲内であれば CLr の貸出金利でいつでも融資を受けられる契約とす

る。但し、この貸出金利 CLr は、ベンチマークをあらわす r（例、TIBOR）と信用スプレド

を表すmの２つの部分からなるものとする（ mrrCL += ）16。また、企業は融資枠Qを設定

する対価として、融資枠 1 単位あたり 0>n のコミットメント・フィーを支払うものとする。 
さらに、設定枠を超過した部分には、 pのペナルティ・コストが発生し、 Clrmrp =+> を 
仮定する。 後に、 ρ を瞬間的な一定の割引率として、 v>ρ 、 0>ρ を仮定する。 

したがって、企業の負担するコストは、次の３つの部分から構成される。 
 

１）契約時に銀行に支払う融資枠設定手数料：nQ                 （2） 

２）融資枠の範囲内で実際に利用した部分にかかるコスト：実利用コスト 
 

実利用コスト：  
QMQmr
QMMmr

t

tt

>+
<+

 if        )(
 if     )(

  { }QMmr t ,min)( +=       （3） 

 
３）融資枠を超過した部分にかかるペナルティ・コスト：超過コスト 
 

超過コスト：  
QMMp
QM

tt

t

>
<

 if    Q)-(
 if                   0

  { }QMp t −= ,0max                （4） 

 
４－２．企業の期待費用 小化問題 
 企業が不確実な資金需要に関して期待費用を 小化するように融資枠Qを決定する以下

の問題を考える。 

     { } { }[ ]
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −+++= ∫

∞ −

0
,0max,min)()(   min dtQMpQMmrenQEQTC tt

t

Q

ρ     （5） 

      dzMdtvMdMts ttt σ+=    ..    0M ：given. 

 

                                                  
16 信用スプレッドは、借入企業のデフォルト・リスクに基づき設定されるものであるが、ここでは外生変

数として、これは企業の長期負債等を反映して決められているものとする。 
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 目的関数（5）式の右辺の第 1 項はコミットメント・フィー（融資枠手数料）、第 2 項は

融資枠の範囲内での資金調達費用の現在価値、第 3 項は融資枠を超過したことによるペナ

ルティ・コストの現在価値である。また、制約である短期資金需要 tM は幾何ブラウン運動

に従い、初期条件 0M はわかっているものとする。 tM は幾何ブラウン運動に従うため、も

し、 0M が非負であれば、期中の資金需要はかならず非負となる。 
４－３．不確実な資金調達額についての評価 
（5）式の目的関数を解く上で問題となるのが右辺にある積分の項をどのように求めるか

である。そこで、ここでは、Martin and Santomero(1997)と同様の手法を用いて問題を解

くことにする。ます、目的関数の積分の項について、次の ),( 01 QMV , ),( 02 QMV の２つの関

数をそれぞれの融資枠範囲内とそれを超過した場合での資金調達価値と定義する。 
 

{ }
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧= ∫

∞ −

001 ,min),( dtQMeEQMV t
pt                                      （6） 

{ }
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −= ∫

∞ −

002 ,0max),( dtQMeEQMV t
pt                                   （7） 

 
このように定義すると,（6）式と（7）式の ),( 01 QMV , ),( 02 QMV はをれぞれ、不確実な資

金需要 tM を原資産とし、コミットメントライン融資枠Qを権利行使価格とする。プットオ

プションの売りとコールオプション買いと考えることができるであろう。つまり、こうし

たオプションの価値を評価することで不確実な資金調達の価値を求めることができる。こ

こでは、Dxiit(1993)により示された微分方程式による解法を用いることで融資枠範囲内と

それを超過した場合の資金調達価値を求めることにする。これは、 適な行使境界価格に

おいて、 QM =0 という value‐matching condition と smooth‐pasting condition と呼ば

れる条件が成立することを利用する手法である。 
また、企業が融資枠設定時に、すでに必要資金額が融資枠を越えている QM >0 のような

ケースは経済的に意味がないため、 QM <0 の範囲における短期資金需要が分析対象となる。

そのため、 QM <0 の範囲における資金調達価値を求めるとそれぞれは次式のように表せら

れる（補論参照）。 
 

{ }
))((

)(
,min 0

1

0 δγρρ
γρ δδ

+−
+−

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −∞ −∫ v

MQv
dtQMeE t

pt                                （8） 

{ }
))((

)(
,0max 0

1

0 δγρρ
γρ δδ

+−
+

=
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ −

−∞ −∫ v
MQv

dtQMeE t
pt                              （9） 
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但し、 

,1
2

2
1

2
1

2

2
2

22

>
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −++−

=
σ

ρσσσ
δ

vv
              （10） 

      .0
2

2
1

2
1

2

2
2

22

<
+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−+−

=−
σ

ρσσσ
γ

vv
              （11） 

 
４－４． 適コミットメントライン設定枠の決定 
 いまや不確実な資金調達価値である ),( 01 QMV , ),( 02 QMV は既知となったので、これを(5)
式の企業の目的関数に代入すると、次式のように変形できる。 
 

.
))((

)(
))((

)()()(   min 00

δγρρ
γρ

δγρρ
γρ

δδ

+−
+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

+−
+−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++=

v
v

Q
M

pQ
v

v
Q
M

QmrnQQTC
Q

 （12） 

 
融資枠Qの１階の条件を求めると 

    

.0
))((

)()1(

))((
)()1)(()(

0

0

=
+−

+
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+

+−
+−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−++=′

δγρρ
γρδ

δγρρ
γρδ

δ

δ

v
v

Q
M

p

v
v

Q
M

mrnQCT

　　　　　　　

            （13） 

 
となり、これをQについて解くことで 適な融資枠 *Q が求められる。 

 

.
))((

))(1)((
1

0
*

δ

δγρρ
γρδ

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

+−−+
=

vn
vpmrMQ                  （14） 

 
)( smr −+ は貸出金利とペナルティ・コストの仮定より負となり、 )1( δ− の項は 1>δ であ

ることから負となる。また、 )( v−ρ と )( vγρ + はともに正となるので、 適なコミットメン

トライン融資枠 *Q は、必要資金の初期条件 0M （但し、 )0 QM < にある一定の正の値を乗

じた大きさとして決定される。 
 また、期待費用 小化の２階の条件が満たされているかを調べてみると、 

0,
))((

)(
))((

))(1)((1)1)((         

))((
)(1)1)(()(

)1(

0

*
0

0

*

>
+−

+
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

+−−+
−−−=

+−
+

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−−−=′′

+−

δγρρ
γρ

δγρρ
γρδδ

δγρρ
γρδ

δδ

δ

v
v

vn
vpmr

M
mrp

v
v

Q
M

M
mrpQCT

 （15） 
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（15）式より、 0)( * <′′ QCT となるため、 *Q が期待費用 小化の 適解であることが確認

できる。 
 
 
５．比較静学分析 
 
（１） コミットメント・フィー nの効果 
 
命題１：融資枠Qの１単位当りにかかる手数料率 nの増加は、企業の 適な融資枠を減

少するように作用する。 
 

.0
))((

))(1)(( 11
1

0
*

<⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

+−−+
−=

∂
∂ −− δ

δ

δγρρ
γρδ

δ
n

v
vsmrM

n
Q                        （16） 

 
（２） ペナルティ・コスト pの効果 

 
 命題２：企業が直面している ペナルティ・コスト pの増加は、企業の 適な融資枠を

増加するように作用する。 
 

.0
))((
))(1( 11

1
0

*

>⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−
+−−

=
∂
∂ −δ

δ

δγρρ
γρδ

δ
p

vn
vM

p
Q                                 （17） 

 
（３） 信用スプレッドmの効果 
 
 命題３：企業の信用スプレッドmの増加は、企業の 適な融資枠を減少するように作

用する。 
 

.0
))((

))(1( 11
1

0
*

<⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

+−
=

∂
∂ −δ

δ

δγρρ
γρδ

δ
m

vn
vM

m
Q                                 （18） 

 
（４）短期資金需要の期待成長率 vとその不確実性σ の効果 
資金需要 tM の変動を規定している期待成長率と不確実性を表す vとσ は、（14）式に明

示的に表れていないが企業の 適融資枠 *Q の決定に影響を与えている。 
そのため、ここでは不確実な資金授業 tM が初めて融資枠の上限であるQに到達した時点

に限ってこれらの効果を考えてみる。不確実な資金授業 tM が初めて上限であるQに到達し

た時点を Qτ とすると、Martin and Santomero(1997)で示されているように、企業の目的関
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数（12）式の右辺第 2 項と第 3 項にある δ)( 0 QM の比率が、資金需要価値を現在価値に割

引くための割引ファクターとなっている。 
 

{ }
δ

ρτ
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=−

Q
M

MeE Q 0
00                                                 （19） 

 
ここで、 vとσ がδ に与える影響を見てみると、（10）式より、 0<∂∂ vδ 、 0<∂∂ σδ で

ある。また、（19）式において、 1/0 <QM であることから、 vとσ の増加はδ の減少させ

ることで（19）式を増加させる。つまり、 vとσ の増加はというものは、資金需要の期待

現在価値を増加させることにつながる。そのため、資金需要の不確実性の高いために、よ

り早く資金需要が融資枠の上限であるQに到達するような企業は、ペナルティ・コストの

発生を遅らせるために融資枠Qをより多く設定するといえる。しかしながら、融資枠Qを

より多く設定することは、一方で、事前に支払う融資枠設定手数料の増加を伴うため、そ

の融資枠の増加は限定されることになる。 
 以上の比較静学の結果をまとめると、次のような不確実な運転資金需要に直面した企業

のコミットメントライン融資枠需要関数が得られる。各説明変数の上の符号は、それらの

変化が *Q に及ぼす効果を表している。 

),,,,(
)()(

0
*

+++−−
= σvpmnMfQ ：  

 
 
６．実証分析 
  
 前節では、「企業が直面する不確実な資金需要において、期待費用 小化行動を行ってい

る」という考え方に基づいてモデルを構築し、企業がコミットメントライン契約の融資枠

の大きさをどのように決定するかを明らかにした。これによって、どういった特性を持つ

企業が、よりコミットメントラインを利用するか、という問題に一つの理論的解釈を与え

たことになる。そこで本節では、このモデルをわが国で利用されているコミットメントラ

イン契約の融資枠にあてはめて実証分析を行うことで、本モデルの現実妥当性を検討して

みたい。 
 
６－１．検証仮説 
本稿の実証分析では、不確実な短期資金需要に直面した企業のコミットメントライン融

資枠需要関数の推計を行うことで、前節のモデルの現実妥当性を調べてみる。モデルで示

されたように 適融資枠を決定している要因は、融資枠設定手数料と貸出金利とペナルテ

ィ・コストという 3 種類のコストと企業が直面している不確実な資金需要である。よって



 - 12 -

検証を行うための仮説としては、 
１）信用リスクの小さい企業ほど、 
２）資金ショートに陥った時のペナルティ・コストの高い企業ほど、 
３）手数料が少なくてすむ企業ほど、 
４）運転資金需要の成長機会が高く、その変動が激しい企業ほど、 

コミットメントライン契約の融資枠を大きく設定しているというものである。 
 
６－２．モデルの定式化とデータ  
本稿では、前節で示されたモデルの実証的インプリケーションを調べるために以下のよ

うな White の分散不均一を考慮した OLS 推定を試みる17。 
 

（ケース１） 
         （＋）   （＋）  （－）  （－）              （20） 

   
i

i

uDMDUDR
keiretuspreadvolatmeanLnQ

++++
++++=

665

4321

                                                         βββ
ββββα

 

（ケース２） 
         （＋）   （＋） （－） （－）  

   
i

i

uDMDUDR
DCPspreadvolatmeanLnQ

++++
++++=

665

4321

                                                         βββ
ββββα

        （21）         

 
 推定式で用いられる被説明変数は、コミットメントライン契約における融資枠の自然対

数を取ったもの（LnQ）を作成した。 
 一方、説明変数は、企業の運転資金の成長に関する指標とその変動に関する指標、信用

リスク指標、ペナルティ・コストを表す指標の変数である。ここでは、これらの要因を具

体的な変数で規定しておく。 
 まず、企業が直面している運転資金であるが、これは売掛債権と棚卸資産を加えたもの

から買掛債権を差し引いた額のように定義した18。その上で、運転資金の大きさを表す指標

としては、過去 5 年間における運転資金の平均を（mean）として取り上げ、その不確実性

を表す指標としては、過去 5 年間の運転資金の標準偏差を（volat）として取り上げた。 
 次に、コストを表す代理変数として、まず、信用リスクを表す指標としては、当該企業

が発行している社債の利回りから残存期間がほぼ同じ長期国債の流通利回りとの差をとっ

たものを（spread）として取り上げた。また、ペナルティ・コストをあらわす指標として

                                                  
17 本モデルの現実妥当性を調べるためには、融資枠設定手数料に関するデータも必要となるが、データの

制約上、十分なサンプルを得るためのデータを取得できなかったため、今回の実証分析では、手数料に関

する実証的分析は行っていない。 
18 このように運転資金を定義した理由は、通常、運転資金とは原材料を仕入れてから、販売するまでに必

要とされるものであり、在庫品の保有と売掛債権の保有については、キャッシュが流入するまでの間、企

業が運転を続けるための資金が必要となり、一方、仕入の段階では、仕入先に支払いを猶予してもらうこ

とでマイナスの運転資金が発生していると考えるためである。 
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は、何が適当であるか一概に決められないので、１）企業の資金調達手段が多様化されて

いるかどうか、２）緊急時での資金調達の可能性があるかどうかの指標として、コマーシ

ャル・ペーパー（CP）の発行有無と系列金融機関融資の 2 種類を用いた。前者については、

CP の発行有無として、（DCP）を CP の発行残高があるならば１、なりならば０のダミー

とした。後者については（keiretu）として系列金融機関からの借入金総に対する借入比率

を用いた。これらの説明変数について、（20）、（21）式を推計した場合に予想される符号条

件は、 1β と 2β ついては正、 3β と 4β については負であることが期待される。 
さらに、これらの変数を用いて実際の推計においてはコントロール変数として、次の 3

つのダミー変数を用いた。１）企業が設定しているコミットメントラインの設定形態がリ

ボルビング形態かスタンドバイ形態かを表すダミー変数として、リボルビング形態ならば

１、スタンドバイ形態ならば０のダミー変数（DR）を、２）企業が設定しているコミット

メントラインの利用目的が運転資金目的であるかどうかを表すダミー変数として、利用目

的が運転資金ならば１、それ以外ならば０のダミー変数（DU）を、３）コミットメントラ

インを利用している企業の規模について大企業か中堅企業かどうかの違いを考慮するため、

100 億円以下ならば、１、それ以外ならば０のダミー変数（DM）である。 
 後にデータについて、まず、分析対象であるコミットメントライン契約企業のサンプ

ルとしては、2001 年の特定融資枠法見直し以前に、大企業による緊急時や CP 発行のバッ

クアップ等の予備的な動機で利用されていたものの影響を避けるために、2002 年度におい

てコミットメントライン契約を締結していた上場企業（ただし金融・証券・保険・その他

金融は除く）を、トムソンファイナンシャル社の金融情報データベース『SDC Platinum』

より収集した19。その結果、分析対象となる企業数は 148 社であった。そのうち（mean）
と（volat）のデータを作成するために、日経 NEES 財務データ（単独）より 1997 年度か

ら 2002 年度までの 5 年間のデータが取得できたもの 142 社を 終的なサンプルとした。ま

た、（DCP）について CP の発行残高についてのデータも日経 NEES 財務データ（単独）か

ら取得した（ケース１-(1)）。 
次に（keiretu）について系列融資に関するデータは、『年報 系列の研究』経済調査協会

2000 年版から取得した。しかしながら、全体のデータは取得できなかったため、（keiretu）
を用いた推計に関してはサンプル数が 134 社となっている（ケース 2-(1)）。また、（spread）
についての信用スプレッドのデータは、『債券・格付けデータブック』格付投資情報センタ

ー 2002 年版によった。こちらのデータも全体のデータは取得できなかったため、（spread）
を用いた推計に関してはサンプル数が 76 社となっている（ケース１-(2)とケース 2-(2)）。

後に、コントロール変数である（DR）、（DM）の変数について、いずれもトムソンファ

イナンシャル社の金融情報データベース『SDC Platinum』から取得した。 

                                                  
19 SDC Platinum に掲載されているコミットメントライン情報は、銀行サイドかトムソン社に提供された

ものであり、このデータを利用する利点としては、コミットメントラインの設定形態や利用目的といった

情報が含まれていることである。しかしながら、データ利用の制約上、2002 年 12 月までのものしか取得

できないため、本研究では、2002 年度のみのサンプルでクロスセクション分析を行っている。 
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以上の主要な変数の記述等計量は表２に示すとおりである。 
 
６－３．実証結果 
 実証結果は表３に示すとおりである。まず、ケース１については、運転資金の大きさの

係数は１％水準で有意に正であり、理論的条件をみたしている。また、運転資金の変動を

示す変数として取り上げた運転資金の標準偏差の係数も 1％水準で有意に正であり、こちら

も理論的条件をみたしている。これから運転資金の大きさとその変動が融資枠を大きく設

定するように働いていることがうかがえられる。次に、ペナルティー・コストの状況にか

かる変数として取り上げた系列融資比率の係数も５％水準で有意に負と符号条件をみたし

ている。このことは、資金調達に関して系列金融機関があることで融資枠を利用しなくて

もある程度確保できるためにペナルティー・コストの発生を抑制できるという点で理論と

整合的である。これに対し、信用リスクを表す指標である信用スプレッドの係数は統計的

に有意ではなく、その符号条件も予想されたものとは異なっている。 
 また、ケース２については、ケース 1 と同様に運転資金の大きさとその変動は、ともに

有意水準 1%で正と符号条件を満たしており、融資枠を大きく設定するように働いているこ

とがうかがえられる。しかしながら、ペナルティー・コストの状況にかかる変数として取

り上げたCP発行ダミーの係数は、ケース 2-(1)においては５％水準で、ケース 2-(2)では 10%
水準で有意に正であり、理論仮説とは整合的ではない結果となっている。CP 発行ダミーの

係数が正で有意であるということは、企業が CP 発行と補完的にコミットメントラインを利

用していることが考えられ、大企業による CP 発行のバックアップとして融資枠を利用して

いることが伺えられえる。また、信用リスクを表す指標である信用スプレッドの係数も 10%
水準で有意に正であり、理論仮説とは整合的ではない結果となっている。 
 以上の実証結果を検討すると、本モデルの現実妥当性はすべてが理論仮説どおりにフィ

ットしている結果とはならなかったが、企業の運転資金の強さとその変動は有意に融資枠

の決定に影響を与えており、また、緊急時の資金調達の確保という観点からは、系列金融

機関との結びつきがコミットメントライン利用に影響を与えていることが伺えられる。こ

のことから、わが国の企業にとってコミットメントラインが不確実な運転資金管理の手段

として重要な役割を果たしてきているといえよう。 
 
 
７．結び 
 
本稿では、企業の実利用を前提としたコミットメントライン利用を理論的・実証的に考

察を行った。同契約の利用動機について不確実な資金需要に直面した企業が期待費用 小

化を前提としたアプローチによって説明を試み、企業の 適融資枠は、必要運転資金の初

期条件に一定の正の値を乗じた大きさとして決定されることが示された。また、比較静学



 - 15 -

分析により、企業の融資枠設定の大きさは、その企業が直面している不確実な運転資金の

期待成長率やその不確実性とはプラスの関係があるのに対し、コミットメント手数料、貸

出金利水準、実際の必要資金額がそれを上回って資金ショートした場合のペナルティ・コ

ストとはマイナスの関係があることが示された。 
さらに、本モデルの現実妥当性を調べるために実証分析を行った結果、本モデルで示さ

れたように、１）必要運転資金が多く、その変動が大きい企業ほど融資枠を大きく設定し、

２）系列金融機関との関係が緊密であるためにペナルティ・コストの発生が少ないと考え

られる企業ほど融資枠を少なく設定していることが観察された。 
以上より、わが国の企業によるコミットメントライン利用について、その同契約が果た

している役割・機能を検討するならば、企業の不確実な運転資金需要の充足手段として重

要な役割を果たしており、特に、資金調達手段が限られている企業ほど積極的に利用する

効果は大きいといえよう。 
後に中小企業金融に対する政策的インプリケーションを述べるならば、わが国の現状

では、中小企業に対してはコミットメントラインの利用が拡大されてはいないのが、一般

的に、大企業に比べてより運転資金の資金繰りの影響を受け、また、資金調達手段が多様

化できていない中小企業ほど、このコミットメントライン利用のメリットが潜在的にある

ことが本研究の実証結果から示唆される。したがって、同契約の利用意義はより中小企業

にとっては高く、中小企業であるということだけこのコメットメントライン利用に関して

制限を課すのではなく、同契約の利用をより幅広く中小企業に享受させていくことが必要

であると考える。 
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補論 
 
ここでは、（6）式のコミットメントライン融資枠範囲内における次の ),( 01 QMV の価値に

ついて smooth pasting の手法を用いて示す（Dixit,1993,p32）。 

{ }
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧= ∫

∞ −

001 ,min),( dtQMeEQMV t
pt                                     （A1） 

 
まず、(A1)式の２つのペイオフに対して伊藤のレンマを適用すると 1V は次の２つの微分

方程式を満たさなければならない。 

QMMVVvMVM t <=+−′+′′ 01101
2
0

2   when            0
2
1

　ρσ                     （A2） 

QMQVVvMVM >=+−′+′′ 01101
2
0

2     when          0
2
1

　ρσ                      （A3） 

 
 本研究では、企業にとって期初時点の融資枠設定時に不確実な資金需要がすでに融資枠

を超えているケースは分析対象とはならないために、（A2）式の 1V の価値だけが求められれ

ばよいことである。しかしながら、これを決定する境界条件を設定するために（A3）式が

依然として必要となる。（A2）式と（A3）式は同じ同次線形方程式の解をもつが、それぞ

れ特殊解が異なる。 

    
v

M
MLMKMV lolo −

++= −

ρ
δγ 0
000 )(                                       （A4） 

ρ
δγ QMLMKMV hihi ++= −
000 )(                                        （A5） 

（A3）、（A4）式の hihilolo LKLK ,,, は未知定数であり、 δγ ,− は次の特性二次方程式の解で

ある 
02)2()( 222 =−−+= ρξσξσξψ v                                       （A6） 

 

この２次方程式の解は次式で表される。 
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（A7）、（A8）式より、 1>δ 、 0<−γ であり、 0<∂∂ vδ 、 0<∂∂ σδ である。 
次に、任意定数については、次の制限を課す必要がある。まず、 0M が非常に小さい場合

を考えると、 00 =lK となり、さらに、 0M が非常に大きい場合を考えると 0=hiL とならな

ければならない。 
後に、 QM =0 の境界において両者は等しくなる value-matching condition といわれる

条件： ).()(0 QVQV hil = と、 QM =0 での微分係数が一致しなければならないという smooth 
pasting condition： ).()( QVQV hilo ′=′ が成立することを利用することで、残りの loL と hiK の

任意定数を特定することができる。 
 

).()(    ),()(0 QVQVQVQV hilohil ′=′=                                        （A9） 

 
（A9）式の２つの条件によって、次のような loL と hiK を決定づける連立方程式を得るこ

とができる。 

v
QQKQLQ hilo −

−=− −

ρρ
λδ ，

v
KQLQ hilo −

−=+ −−−

ρ
γδ γδ 111              （A10） 

 
この（A10）式を用いて、 hiK を消去して loL を求めることで、 loL を次の（A11）式のよ

うに特定化することができる。 
    

))((
)( 1

δγρρ
γρ δ
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v
QvLlo                                                  （A11） 

 
よって、 QM <0 における（５）式は次の（A12）式のように表せられる。 
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また、（7）式のコミットメントライン融資枠超過部分について、 ),( 01 QMV と同様の手法

を用いてペナルティ・コストを支払う場合の資金調達価値を求めると、次のように表せら

れる。 
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図１ わが国におけるコミットメントライン：契約・利用状況の推移 
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出所：日本銀行ホームページ「金融経済統計」
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表１ わが国のコミットメントライン契約の設定形態 

   （1999 年 4 月-2002 年 9 月末に設定されたコミットメントライン） 

件数 設定枠額 平均 件数 割合 設定枠額 平均 件数 割合 設定枠額 平均

21 1323850 63040.5 0 0% 0 － 21 100% 1323850 63040.5

67 5178102 77285.1 5 7% 298050 59610.0 62 93% 4880052 78710.5

158 5816964 36816.2 30 19% 965997 32199.9 128 81% 4850967 37898.2

147 4308410 29308.9 23 16% 957000 41608.7 124 84% 3351410 27027.5

393 58 15% 335 85%

単位： 百万円
出所： 「トムソン・ファイナンシャル社」金融情報データベース『SDC Platium』

注： １）スタンドバイ契約とは、非常時以外は資金引出を前提としない契約
２）リボルビング契約とは、融資枠から実際に借入を行う実利用を前提とする契約

2000

2001

2002

合計

全サンプル
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表２ 記述統計量 

変数 サンプル数 平均 標準偏差 最小 最大

ｌｎQ 142 9.414 1.321 6.908 13.142

mean 142 8973.9 153744.9 -9099.0 927639.8

volat 142 18483.6 41369.7 96.5 26454.3

spread 76 1.645 2.527 0.079 13.701

keiretu 134 0.239 0.787 0 0.753

DCP 142 0.246 0.432 0 1

DR 142 0.852 0.356 0 1

DU 142 0.901 0.299 0 1

DM 142 0.352 0.479 0 1

lnQ：コミットメントライン設定額（自然対数値）
mean：過去5年間の運転資金（売掛債権＋棚卸資産－買掛債権）残高の単純平均
volat：過去5年間の運転資金残高の標準偏差
spread：社債の国債の流通利回りとの差
keiretu ：系列金融機関の借入総額に対する比率
DCP：コマーシャル・ペーパーの残高があるならば１、ないならば０ のダミー変数
DR：リボルビング契約なら１、スタンドバイ契約なら０のダミー変数
DU：設定目的が運転資金なら１、それ以外なら０のダミー変数
DM：資本金100億円以下なら１、以上なら０のダミー変数

 
 

表３ コミットメントライン融資枠の推計結果 

ケース１‐(1) ケース１-(2) ケース２‐(１) ケース２‐(２)

0.000 0.000 0.000 0.000

(3.162)*** (2.801)*** (2.812)*** (2.586)***

volat(＋) 0.000 0.000 0.000 0.000

(2.831)*** (2.854)*** (3.134)*** (3.131)***

spread(－) 0.042 0.061

(1.287) (1.962)**

keiretu(－) -1.009 -0.693

(-2.493)** (-1.002)

DCP(－) 0.391 0.362

(2.327)** (1.810)*

DR -0.021 0.207 -0.014 0.246

(-0.144) (1.009) (-0.115) (1.403)

DU -0.048 0.093 -0.010 0.090

(-0.195) (0.307) (-0.045) (0.328)

DM -0.902 -1.108 -0.983 -1.095

(-6.182)*** (-3.665)*** (-6.831)*** (-3.880)***

N 134 76 142 76

Ｒ ２ 0.640 0.549 0.658 0.562

注：

mean(＋)

 （　）内はWhite修正によるt値。***,**,*はそれぞれ1%水準、5%水準、10%水準で有
意。説明変数には、いずれのケースにおいても定数項を含む

   ―

   ―   ―

   ―    ―
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