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概要 

1993 年の制度改正により、銀行は業態別子会社を通じて証券の引受業務を行うことが出来る

ようになり、現在では銀行系証券会社が引受市場において大きなシェアを獲得している。銀行が

証券の引受を行うことは、企業の資金調達に対してどのような影響を与えているのだろうか。 

本稿では、特に社債発行に限定して銀行系証券会社による引受が社債の発行条件（特に発行価

格）にどのような影響を与えるかを分析した。その結果、銀行系証券会社によって引受けられた

社債は他の証券会社が引受けた社債と比べて平均的に高い価格（低い利回り）で発行されている

ことが示された。 

また、追加的な検証によって、この効果は「質の保証効果」の解釈と整合的なものであること

がわかった。さらに銀行との取引関係を考慮すると、銀行系グループによる株式保有が大きいほ

ど、銀行系証券会社が引受ける社債は高い価格で発行される。一方で、グループ銀行による融資

比率においては、その効果は線形なものではなく、企業への融資比率が低い水準では質の保証効

果が強く働く一方で、融資比率が高い水準ではその効果が弱くなることが示された。 
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銀行系証券会社による社債の引受

富田信太郎

概要

1993年の制度改正により、銀行は業態別子会社を通じて証券の引受業務を行うことが出来る

ようになり、現在では銀行系証券会社が引受市場において大きなシェアを獲得している。銀行

が証券の引受を行うことは、企業の資金調達に対してどのような影響を与えているのだろうか。

本稿では、特に社債発行に限定して銀行系証券会社による引受が社債の発行条件（特に発行

価格）にどのような影響を与えるかを分析した。その結果、銀行系証券会社によって引受けら

れた社債は他の証券会社が引受けた社債と比べて平均的に高い価格（低い利回り）で発行され

ていることが示された。

また、追加的な検証によって、この効果は「質の保証効果」の解釈と整合的なものであるこ

とがわかった。さらに銀行との取引関係を考慮すると、銀行系グループによる株式保有が大き

いほど、銀行系証券会社が引受ける社債は高い価格で発行される。一方で、グループ銀行によ

る融資比率においては、その効果は線形なものではなく、企業への融資比率が低い水準では質

の保証効果が強く働く一方で、融資比率が高い水準ではその効果が弱くなることが示された。

キーワード：社債発行　スプレッド　銀行系証券会社　質の保証　利益相反　

1 はじめに

わが国では銀証分離の観点から、旧証券取引法第 65条によって銀行が証券業を行うことが長き

に渡り禁止されてきた。しかし、1993年の制度改革により、銀行は業態別子会社を設立すること

によって証券の引受業務を行うことが可能となった。その後、銀行系証券会社は普通社債の引受業

務を中心に、引受業務のシェアを拡大させており、現在では大きなシェアを獲得している。*1

銀行系証券会社が大きなシェアを維持しているという事実は、大別すると 2通りの解釈が可能で

あろう。1つは銀行系の証券会社が引受業務を行うことに何らかの経済的意義があるという解釈で

ある。つまり、他の証券会社が引き受ける場合よりも何らかの理由により発行コストを節約できる

のかもしれない。もう 1つは銀行が大口債権者としての優越的立場を利用して引受主幹事を獲得し

ているという解釈である。この場合には、銀行系証券会社が引受主幹事を務めることは経済的意義

*1 詳しくは後述するが、直近の 07年度下半期においては全発行案件 186件のうち、銀行系証券会社が主幹事を務めた

ものは 108件であり、全体の 58％を占めている。
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があるとは言えず、公正な競争を阻害する要因となるかもしれない。それでは、銀行が社債を引き

受けることは、企業の資金調達に対してどのような直接的影響があるのだろうか？そして、銀行が

貸出業務だけでなく、引受業務を通じて社債市場に直接的に参加することは容認されるべきなのだ

ろうか？

社債市場に限ったことではないが、一般的に資本市場においては企業と投資家との間に非対称情

報の問題が顕著に存在するということが指摘されている。もしも、企業の発行する証券が適正に価

格付けされているのであれば、企業はそのリスクに見合った適正な資本コストを負担することとな

り、投資政策もまた正しく行われるであろう。しかし、非対称情報の問題などから証券の価格付け

に歪みが生じると、企業の負担する資本コストも歪み、企業価値の最大化は達成されなくなってし

まう。すなわち、発行企業の情報が証券価格に正しく反映されるのであれば、それは発行市場の高

い質を意味するが、資本市場に存在する非対称情報の問題は、証券の適正な価格付けを阻害し、市

場の質を悪化させる要因となりうるのである。

貸出業務を行う銀行は、他の証券会社や投資家と比べて、情報面での優位性が存在すると考えら

れる。銀行は貸出業務において審査や監視を行い、預金口座を通じて企業のキャッシュフローを把

握できるため、貸出先企業についてより多くの内部情報を持つと考えられる。貸出業務を通じて得

られる内部情報は、社債の引受業務においても直接的に役立つ情報であるかもしれない。その場合

には、銀行が貸出業務と引受業務を同時に行うことで、情報生産に関する範囲の経済が働き、社債

発行コストを減少させることができる。そのため、他の証券会社と比べて、銀行は企業の質に見

合った価格付けを行うという点で優位性を持つかもしれない。もし、銀行による社債の引受にこの

ようなメカニズムが働いているならば、銀行は市場に情報を伝達する役割を持つことになり、企業

と投資家との間の非対称情報の問題を軽減する。したがって、銀行が社債の引受市場に参加するこ

とは発行市場の質を高めることに貢献するであろう。

一方で、銀行による社債の引受は非対称情報の問題を悪化させ、価格付けにより一層の歪みをも

たらしてしまう可能性も秘めている。それは、銀行が社債の発行業務を行う場合には、潜在的に利

益相反の可能性を孕んでいることであり、それこそが銀行業務と証券業務の兼業が禁止されてきた

最大の理由である。銀行は貸出業務を通じて企業に関する内部情報を得る立場にあるが、その私的

情報を濫用することで利益相反的な行動を取ることができる。例えば、見込みのない融資先企業を

健全であると見せかけて社債を発行させることで、投資家の犠牲のもとに貸出債権を回収すると

いった行動などである。もしも、このような利益相反が生じるのであれば、銀行が社債の引受業務

を行うことは社債市場における非対称情報の問題を悪化させ、適正な価格付けを阻害してしまう。

その場合には、銀行が社債市場に参加することには規制が必要であろう。

そこで、本稿では社債の引き受けに関して、銀行系証券会社が関与することが、社債の発行条件

（とりわけ社債の発行価格）にどのような影響を与えるのかを分析する。もしも、銀行系証券会社

が利益相反を引き起こす可能性が高く、そうした可能性を投資家が合理的に判断するならば、銀行

系証券会社の引き受ける社債はそれ以外の証券会社が引き受ける社債と比べて不利な条件で発行さ

れると考えられる。一方で、銀行系証券会社による引受が適正な価格付けを行うことに優位性を持

つのであれば、そのことは企業と投資家との間の情報の非対称性を軽減するため、銀行系証券会社
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の引き受ける社債はそれ以外の証券会社が引き受ける社債と比べて有利な条件で発行されるであろ

う。このような分析を通じて、社債市場において銀行がどのような役割を持つのかということを解

明することが本稿の目的である。

本稿の構成は以下の通りである。2節では銀行の証券業への参入に関して、その制度的背景を述

べる。3節では、関連する先行研究を紹介する。そして、4節では銀行系証券会社が引き受けるこ

とが発行条件にどのような影響を与えているのかを実証的に分析する。最後に、5 節で結論を述

べる。

2 制度と背景

戦後のわが国においては、1948年に制定された証券取引法第 65条によって、銀行業務と証券業

務の兼業が禁止されてきたが、1993年の金融制度改正に伴い、業態別子会社方式により銀行は証

券業へ参入することが出来るようになった。これは、普通銀行・信託銀行・証券会社などの各業態

の業務分野は依然として維持するものの、各業態の金融機関が子会社を設立することで他業態の業

務分野に参入できるようにしたものである。*2

その後、銀行系証券子会社としては 1993年 7月に興銀証券・長銀証券・農中証券の 3社が設立

され、1994年 11月には都市銀行系の 6行の証券子会社が設立された。その後も銀行系証券会社の

数は増加し、1997年までに 17社まで増加した。しかし、その後 1997年から 1998年の金融危機

などに伴い、証券会社の統廃合が進んだ。さらに、2000年代に入ると金融機関の合併などに伴い、

銀行系証券会社もまた合併され、その数は減少することになる。*3また、現在では金融持株会社が

設立可能となったことにより、銀行は子会社として証券会社を保有するのではなく、親会社である

持株会社の下に証券会社を保有していることも多い（つまり、銀行にとっては兄弟会社となる）。

しかし、銀行が証券業を兼業することは、潜在的に利益相反の可能性を孕むため、現在において

も銀行本体が有価証券関連業を行うことは金融商品取引法によって規制されている。ここで、有価

証券関連業とは有価証券の売買またはその媒介や取次ぎもしくは代理、取引所金融市場・外国金融

市場における有価証券の売買委託の媒介や取次ぎまたは代理、有価証券関連デリバティブ取引の媒

介や取次ぎまたは代理、有価証券店頭デリバティブ取引の媒介や取次ぎ、有価証券の引受や売出な

ど旧証券取引法で規定されていた証券業に相当するものである。

銀行が子会社または兄弟会社などの関連会社と一体となって営業を行うと、関連会社が銀行のた

めに利益相反的な行為をしかねないことや、証券会社間の公正な競争が妨げられるといったこと

が起こりうる。そのため、銀行法や金融商品取引法では、銀行と関連証券会社との間にいくつかの

ファイアーウォールが設定されている。

まず、証券会社の取締役や監査役、執行役は親銀行等の取締役や監査役、執行役を兼務すること

*2 これに対し、ドイツなどではユニバーサル・バンク方式が導入されており、各金融機関は本体ですべての金融業務・

証券業務を行うことが可能である。

*3 後述するように、銀行系証券会社と考えられる証券会社の中で、06年度・07年度に実際に社債の引受を行っている

のはわずか 5社である。
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はできない。*4この親銀行等には議決権の半数以上を保有しているものなどだけでなく、その証券

会社と密接な関係を持つ銀行も含まれる。したがって、銀行と関連証券会社には人事的な制約が設

定されている。この他にも、営業上のファイアーウォールも設定されている。代表的なものとして

は、①利益相反的な行為の規制、②抱き合わせ販売的な取引の規制、③未公開情報に関する情報交

換の規制などが挙げられる。*5

利益相反的行為については、例えば、融資先の企業について、その貸付債権の回収が困難と思わ

れるとき、銀行が関連証券会社にその企業の証券を発行させて調達した資金で銀行への融資を返済

させることなどである。これは典型的な利益相反の例であるが、このような行為は金融商品取引法

によって禁止されている。しかし、こうした行動が完全に禁止されているわけではない。特に、証

券の発行によって調達した資金が債務の返済に充てられることを事前に投資家に開示している場合

には、こうしたことを行うことは可能である。

次に、抱き合わせ販売的な取引として、金融商品取引法では、銀行が企業に対して関連証券会社

との取引を行うことを条件に貸付を行い、関連証券会社はそのことを知った上でその企業と取引を

行うことを禁止している。また、貸付以外にも、銀行は関連証券会社の取引を増やすために、企業

に対して有利な条件で取引を行うことが禁止されている。

最後に、金融証券取引法では、銀行と関連証券会社との間で、互いの顧客の情報を交換すること

は原則として禁止している。この情報は未公開の情報に限られる。ただし、これについても完全に

禁止しているわけではない。この情報交換の規制は、顧客の利益保護を目的としていると考えら

れ、そのため、事前に顧客に同意を得ている場合には情報交換は許される。

もしも銀行と関連証券会社との間のファイアーウォールが実効的であるならば、銀行が証券業に

参入することは利益相反を起こすことは無く、さらには情報面での範囲の経済も働かない。しか

し、上述のようなファイアーウォールによる規制は、必ずしも実効的とは限らない。例えば、実際

に債務の返済のために証券を発行するということは珍しいことではないので、それが利益相反的な

行動なのかどうかは投資家が判断するのは難しいであろう。また、そうでないとしても、一般的に

銀行が企業に融資をする場合には満期が短いことが多く、運転資金として社債で調達したとしても

満期の到来により実質的には銀行への返済に充てられる可能性は十分に考えられうる。抱き合わせ

販売にしても、銀行が言外の圧力を加える可能性も考えられ、禁止されている行為を行ったという

ことを証明することは難しいだろう。情報交換に関しても、融資元の銀行や関連証券会社から同意

を求められたら、断ることは難しいかもしれない。そのため、銀行系証券会社による潜在的な利益

相反の可能性はないとは言い切れず、また情報面において他の証券会社と比べて優位性を持つ可能

性も否定できないであろう。

*4 ただし、これは 2008年 6月に金融商品取引法が一部改正され、現在ではこの兼職規制は撤廃されている。

*5 銀行による証券業への参入が、銀行本体ではなく別会社方式で許可されるようになったことも 1 つのファイアー

ウォールと考えることもできる。
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3 先行研究

企業が社債を発行する際に、その社債の真のリスクは投資家には必ずしもよくわからない。つま

り、企業と投資家との間には非対称情報の問題が存在する。投資家は社債の質がよくわからないた

め、質の低い社債をつかむことを恐れて低い価格でしか社債を購入しない。低い価格でしか社債が

売れないことは、質の高い社債を発行する企業にとって大きなコストとなり、いわゆる逆選択コス

トが生じる。*6引受業者の存在はこの問題を緩和する可能性がある。引受業者は社債の発行におい

て、発行企業を審査することで、ある程度正確にリスクを判断し、それに見合った価格付けを行う

ことで逆選択コストを減少させることができるかもしれない。しかし、引受業者が完全に真のリス

クを判断できない限り、非対称情報に基づく逆選択コストは残ってしまう。また、審査することに

は当然コストがかかるため、引受業者はコストをかけて審査することへの見返りとして、主に手数

料の形で報酬を受け取ると考えられる。したがって、社債の発行におけるコストは引受業者の審査

能力に依存することになり、社債の発行コストは審査に対する引受業者への報酬と審査を行っても

なお残ってしまう逆選択コストによって決まると考えられる。

このとき、銀行は情報生産に関する範囲の経済によって、情報生産コストを節約できる。そのた

め、銀行は他の証券会社と比べ、同程度に正確なリスクの判断をより少ないコストで行うことがで

き、審査コストを減少させることができる。また、同じコストをかけることで、より正確にリスク

を判断することができるため、審査による逆選択コストの軽減効果は大きくなるであろう。つま

り、銀行が社債を引き受けることは、企業と投資家との間の非対称情報の問題を緩和させ、社債の

発行コストを減少させることができるかもしれない。つまり本来の価値に近い水準で社債の価格付

けができると考えられる。以下では、このような効果を「質の保証効果」と定義する。

しかしながら、このようなメカニズムにより発行コストを減少させるのは、銀行が知りえた情報

を正確に投資家へと伝えるインセンティブを持つことを前提としている。もしも、銀行が例えば自

らの持つ債権を回収するために、本来は質の悪い企業の社債を質が良いと見せかけるような利益相

反を行うインセンティブを持つとすれば、銀行の審査は投資家にとって信憑性を持たない。そのた

め、銀行による審査は逆選択コストを減少させることはなく、他の引受業者が引き受ける場合と比

べて社債の発行コストを増加させてしまう可能性もある。

わが国において、いくつかの研究では、銀行系証券会社が社債を引き受ける場合に、ネットで見

て利益相反の効果と質の保証効果のどちらが強く働いているのかを分析している。これらの研究

では、社債の応募者利回りと国債の利回りとの差を利回りスプレッドとし、主にこのスプレッドに

対して銀行系証券会社による引受が与える影響を調べている。もし、質の保証効果が強いのであれ

ば、銀行系証券会社が引き受けることにより、社債は本来の価値に近い水準の価格で発行されるた

*6 この問題を回避するための方法として、最もわかりやすいものは格付けであろう。格付会社は社債を発行する企業を

調査し、リスクに関する評価として格付けを与える。このことは投資家との間の情報の非対称性を緩和し逆選択コス

トを軽減するであろう。しかし、すべての逆選択コストを排除できるわけではなく、格付けには限界があるため、引

受業者による審査が補完的な機能として存在しているとも考えられる。
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め、平均して低い利回りで発行されるであろう。一方、利益相反の効果が強いのであれば、銀行系

証券会社の審査は信憑性を持たないため、他の証券会社が引き受ける（審査する）社債と比べて平

均して高い利回り（低い価格）で発行されるであろう。

Hamao and Hoshi(1997)では、1994年 2月から 1996年 9月までに発行された国内普通社債の

データを用いて、利益相反と質の保証効果のどちらの効果が強いのかを分析している。その結果、

全期間においてはどちらの効果も観察されなかったが、後半の期間においては特にメインバンク系

の証券会社が引き受けた場合にスプレッドが大きくなっており、利益相反の効果が強く働いている

ことを示した。

伊藤・小西 (2000)では、1995年 1月から 1996年 11月までに発行された国内普通社債のデー

タを用いて、銀行系証券子会社による引受が社債のスプレッドに与える影響を分析している。この

研究では、特に銀行系証券子会社が引き受ける際に、親銀行の貸出額が利回りスプレッドに与える

影響を分析している。その結果、貸出額が大きいほどスプレッドは大きくなり、このことから利益

相反の効果が強いと結論付けている。

Kang and Liu(2007) は 1995 年から 1997 年に発行された普通社債のデータを用いて分析して

いる。彼らは、銀行系証券子会社の引き受けた社債はスプレッドが大きくなる一方、その後 5年間

に格付けが低下する可能性はメインバンク系の証券会社の引き受けた社債において有意に低くなる

ことを示した。さらに、銀行系証券会社が引き受けた発行の中で、格付けの低下を経験した発行企

業は親銀行からの借入をむしろ増加させていることを示した。このことは、質の保証と利益相反の

どちらとも整合的ではない。

また、鷹岡・McKenzie(2003) では、1989 年 4 月から 1990 年 2 月までに発行されたドル建て

ユーロ債のデータと 1999年 4月から 7月までに国内で発行された普通社債のデータを用いて、銀

行系証券会社の利益相反を調べている。その結果、両方の分析において、銀行系証券会社が利益相

反を引き起こしているという証拠はみられなかった。

これらの研究は、金融制度改革が行われて間もない時期のデータを用いて分析を行っており、必

ずしも一致した結論には到達していない。一方で、銀行が証券業に参入した直後のデータを用いて

分析することには問題もあるであろう。それまで証券業を行うことができなかった銀行は、引受業

務に関してまだまだ未成熟であった可能性も考えられる。特に、先行研究のいくつかで観察されて

いる利益相反の効果は、もしかすると銀行系証券子会社の技術が未成熟であることにより観察され

ただけかもしれない。本稿の位置づけは、これらの先行研究の追試であるが、銀行の証券業への参

加が認められてから時間が経過した現在において、銀行系証券会社による社債の引受が社債の発行

条件にどのような影響を与えているのかを調べることは一定の意義があるであろう。

4 実証分析

ここでは、実際に発行された社債のデータを用いて、銀行系証券会社が社債を引き受けることが

社債の発行条件にどのような影響を与えているのかを分析する。もしも、銀行が質の保証効果を持

ち、社債の発行コストを減少させているのであれば、銀行系証券会社が引き受けた社債は他の社債
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と比べて有利な条件で発行されているはずである。一方、もし銀行が利益相反の効果を強く持ち、

社債の発行コストが増加しているのであれば、銀行系証券会社の引き受ける社債は不利な条件で発

行されているであろう。

本来であれば、社債の発行コストは発行者利回りによって把握できると考えられる。発行者利回

りは社債を発行する企業が負担する利回りであり、発行価格や利子に加えて引受手数料などの当初

費用や利子支払いなどに付随する期中費用をも考慮した実質的なコストを表す。しかし、社債の発

行者利回りについてはデータが利用可能ではなく、引受手数料などのデータも利用できなかった。

そのため、以下では先行研究に倣い、応募者利回りに着目して分析を行う。

発行者利回りに対して、応募者利回りはあくまで投資家にとっての利回りであり、発行価格や利

子については考慮されるものの、引受手数料など投資家が負担しない費用は考慮されていない。そ

のため、必ずしも発行コストのすべてを捉えられるわけではない。例えば、銀行による引受におい

て質の保証効果が働いている状況を考えよう。そのとき、情報生産コストが節約され、それが引受

手数料の減少という形で表れる場合には、発行コストの減少は発行者利回りでは考慮されるのに対

し、応募者利回りでは考慮されない。一方で、質の保証効果が逆選択コストの減少という形で表れ

る場合には、それはより高い発行価格を意味するので、どちらの利回りを用いても考慮することが

できる。このように、応募者利回りを用いることによる分析には限界があることに留意しつつ、以

下では、特に市場の評価に注目し、銀行系証券会社が社債を引き受けることが社債の発行条件（特

に発行価格）にどのような影響を与えるのかを分析する。

4.1 データ

ここでの分析に用いるデータは、2006年 4月から 2008年 3月までの間に国内で発行された普

通社債 760件であり、日本証券業協会の公社債発行銘柄一覧より取得した。また、流通国債に関す

るデータは同協会の公社債店頭売買参考統計値より取得した。実際に分析に用いるサンプルは金融

機関、電力・ガス、JR・NTT・JT、投資信託、非上場企業による発行と変動利付債の発行を除き、

さらに最も近い満期を持つ国債との満期差が 60日以上ある企業の発行する社債は除いた。*7その結

果、サンプルサイズは 415となった。

次に、銀行系証券会社の定義であるが、すでに述べたように現在では銀行が直接的に証券子会社

を持つだけでなく、銀行の親会社である金融持株会社が証券会社も子会社としていることが多い。

そのため、本稿では銀行子会社だけでなく、銀行系の各フィナンシャルグループの傘下にある証券

会社も銀行系証券会社と定義した。その結果、みずほグループではみずほ証券、みずほインベス

ターズ証券、新光証券が銀行系証券会社となり、三菱 UFJグループでは三菱 UFJ証券が銀行系証

券会社となり、三井住友グループでは SMBCフレンド証券が銀行系証券会社となる。*8しかし、当

*7 満期差が 60日以上ある企業を除くのは、後の分析において流通国債とのスプレッドを計算する必要があるので、満

期の近い国債を持つものだけをサンプルに含めたためである。

*8 三井住友フィナンシャルグループは大和 SMBCにも出資をしているが、ここでは大和 SMBCについては銀行系証

券会社としていない。大和 SMBCへは古参の大和証券の親会社である大和証券グループ本社の方が大きな出資比率

を持っていること、大和証券グループ本社の HPでは大和証券 SMBCをグループ会社として紹介していることなど
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表 1 社債の発行状況

注：「全発行案件」には 2006 年 4 月から 2008 年 3 月までに国内で発行された普通社債全てが示されている。「サンプ
ルとして用いる案件」では金融業、電力・ガス、JR・NTT・JT、非上場企業、投資信託、変動利付債の発行と満期の最
も近い国債の満期が 60 日以上離れている社債の発行を除外している。主幹事筆頭とは、主幹事証券会社が 1 社である場
合にはその証券会社であり、複数存在する場合には最初に名称が掲載されている証券会社である。
出所：公社債発行銘柄一覧（日本証券業協会）より筆者作成

該期間において SMBCフレンド証券は主幹事としては社債の引受業務を行っていない。また、新

生銀行やあおぞら銀行の子会社である新生証券とあおぞら証券についても銀行系証券会社としてい

るが、あおぞら銀行についても当該期間において主幹事として社債の引受業務を行っていない。*9

表 1には、全発行案件とサンプルとして用いる案件について、発行件数と発行額を示している。

件数として 4割強、発行額として 6割弱は金融機関や電力・ガスなどのサンプルから除外する部門

によって発行されていることがわかる。一般に、電力やガスなどの公益事業会社は収益が安定して

おり、社債により多くの資金を調達するといわれている。特に、これらの公益事業会社は多くの社

債を繰り返し発行しており、その規模も大きい。したがって、そうした企業の社債発行が比較的大

きな割合を占めているは驚くべきことではないであろう。また、銀行系証券会社が主幹事を務めて

いる割合を見てみると、全発行案件とサンプルの案件とではそれほど大きな差がないことが分か

る。したがって、サンプルから除外した社債発行においても銀行系証券会社は同程度の割合で引受

から、大和グループとの結びつきの方が強いと判断した。

*9 以上は主要な銀行系証券会社であるが、当然ながらこのほかにも銀行系証券会社は存在する。しかし、この他の銀行

系証券会社は当該期間に主幹事として社債を引き受けてはいない。
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表 2 主な引受証券会社

注：引受会社数は各証券会社が引受主幹事として参加したものをすべて含んでいる。引受総額に関しては、各証券会社が
引受主幹事として参加した発行案件については全額を算入している。そのため、ここでの引受件数と引受総額は表 1 の
発行件数や発行額とは若干異なっている。
出所：公社債発行銘柄一覧（日本証券業協会）より筆者作成

業務を行っていることになる。

表 2には主な引受証券会社の引受件数と引受総額を、それぞれ全発行案件とサンプルの案件につ

いて示している。これについても全発行案件とサンプルの案件についてそれほどの差は見られな

い。したがって、各証券会社ともサンプルから除外した案件についても大体同じ割合で引受業務を

行っていると推測される。また、3大証券会社と銀行系証券会社が関わる社債発行は全体の 9割弱

を占めている。

先行研究において一般的に行われているように、本稿の分析においても社債の価格付けを分析す

る際には、発行される各社債について流通国債の利回りからのスプレッドを計算する。利回りスプ

レッドは応募者利回りから当該社債と同程度の満期を持つ国債の流通利回りを差し引いて求める。

具体的には、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値のデータから、起債月の月末における流

通国債のデータを用いて、当該社債と満期の最も近い流通国債の平均値複利利回りを当該社債の応

募者利回りから差し引いて求める。その際、満期の最も近い国債の満期が、当該社債の満期から 60

日以上離れてしまう場合には、その社債はサンプルから除外した。

表 3には、スプレッドの平均値が発行の特性ごとに分けて示されている。各カテゴリごとに、主

幹事の最初に銀行系証券会社が存在する社債発行について銀行系証券会社による引受とし、それ以

外の社債発行とともに平均スプレッドを示している。これを見ると、全体では銀行系証券会社が引

き受けた社債とそうでない社債とでは、銀行系証券会社が引き受けた社債の方がスプレッドが若干

小さくなっていることが分かる。銀行系証券会社が引き受けた社債のスプレッドは平均して 0.485

％であり、銀行系以外の証券会社が引き受けた社債のスプレッドは平均して 0.509％である。
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表 3 平均スプレッド
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平均スプレッド (続き)

注：格付けに関して、格付けは基本的に R ＆ I の格付けに基づいているが、R ＆ I の格付けを持たない社債につい
ては JCR、JCR がなければ Moody’s の格付けを使用している。また、格付けのアルファベットに付随する + や −
（Moody’s では 1,2,3）の表示は省いている。サンプルの中には AAA や BB 以下の社債は含まれていなかったため、
AA/A/BBB に分けて平均スプレッドを求めている。また、発行額、満期、発行回数については、それぞれ中央値で分
割し平均スプレッドを求めている。

平均スプレッドは各発行特性について、いくつかのカテゴリに分類して示されている。発行特性

を捉える指標として、以下では発行規模（発行額）、満期限、格付け、発行回数を指標としてカテ

ゴリを分類した。格付けに関して、発行される社債の格付けは基本的には R＆ Iの格付けに基づ

いているが、R＆ Iの格付けを持たない社債については JCRの格付けを用い、JCRの格付けも持

たない場合にはMoody’sの格付けを用いている。それ以外の指標については中央値によってサン

プルを分割し、それぞれのカテゴリについて示されている。表 3の Panel Aには発行規模により

分類した平均スプレッド、Panel Bには満期により分類した平均スプレッド、Panel Cには格付け

により分類した平均スプレッド、Panel Dには発行回数により分類した平均スプレッドが示されて

いる。

まず、Panel Aの発行規模について見ると、発行規模が中央値より大きいグループではスプレッ

ドの平均は 0.493 ％であるのに対し、発行規模が中央値以下のグループではスプレッドの平均は

0.505％であり、発行規模の小さいグループの方が若干スプレッドが大きいものの目立った差は存

在しない。引受主幹事別に見ると、発行規模の大きいグループでは、銀行系証券会社の引き受けた

社債の平均スプレッドと銀行系以外の証券会社が引き受けた社債の平均スプレッドはほとんど差

がない。一方、発行規模の小さいグループでは、銀行系証券会社の引き受けた社債のスプレッドは

平均して 0.473 ％であるのに対し、銀行系以外の証券会社が引き受けた社債のスプレッドは平均

0.527％となり、その差が大きくなっている。

次に、Panel Bの満期について見ると、満期が長い社債の平均スプレッドは 0.398％、満期の短

い社債の平均スプレッドは 0.586％となっており、満期の短い社債の方が平均してスプレッドは大

きい。一般的には、満期の長い社債の方がリスクは大きいと考えられるが、この結果はこうした一

般的な見解とは相違している。1つの可能性としては、ここでの平均スプレッドは満期以外の要因
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をコントロールしていないので、そのことが影響したことは考えられる。引受主幹事別に見ると、

満期の短いグループでは、銀行系証券会社の引き受けた社債はスプレッドが平均で 0.544％である

のに対し、銀行系以外の証券会社が引き受けた社債はスプレッドが平均で 0.615％であり、銀行系

証券会社の引き受けた社債の方がスプレッドが小さくなっている。それに対し、満期の長いグルー

プでは、銀行系証券会社の引き受けた社債は平均スプレッドが 0.419％である一方、銀行系以外の

証券会社が引き受けた社債は平均スプレッドが 0.383であり、むしろ銀行系ではない証券会社が引

き受けた社債の方がスプレッドが小さくなっている。

Panel C の格付けに関しては、容易に予想できるように格付けが低くなるにつれて平均スプ

レッドは大きくなる。AAのグループではスプレッドの平均は 0.263％であり、Aのグループでは

0.390 ％、BBBのグループでは 0.866 ％となっている。格付けが低くなるほど社債のリスクも大

きいと考えられるので、この事実は受け入れやすいものであろう。各カテゴリで引受主幹事別に見

ると、まず AAのグループでは銀行系証券会社が引き受けた社債と銀行系以外の証券会社が引き受

けた社債のスプレッドはほとんど同じであり、銀行系証券会社では平均 0.261％、銀行系以外の証

券会社では平均 0.264％である。Aのグループでは、その差が少し広がり、銀行系証券会社では平

均 0.358％、銀行系以外の証券会社では平均 0.409％である。そして、BBBのグループでは差は

さらに広がって、銀行系証券会社では平均 0.789％、銀行系以外の証券会社では 0.951％であり、

0.1％以上の差が生じている。

最後に Panel Dの発行回数について見ると、発行回数が中央値よりも多いグループではスプレッ

ドは平均して 0.406％であるのに対し、中央値以下のグループでは平均して 0.589％であり、発行

回数の少ないグループの方が平均スプレッドが大きくなっている。主幹事別に見ると、発行回数の

多いグループでは平均スプレッドは銀行系証券会社の引き受けた社債で 0.416％、銀行系以外の証

券会社の引き受けた社債で 0.399 ％であり、銀行系以外の証券会社の方が平均スプレッドが小さ

くなっている。一方、発行回数の少ないグループでは、平均スプレッドは銀行系証券会社で 0.547

％、銀行系以外の証券会社で 0.622％となっており、一転して銀行系証券会社の方が小さくなって

いる。

銀行系証券会社が社債を引き受ける割合を見てみると、引受の割合はどのカテゴリにおいてもあ

まり差は生じていない。ただし、格付けについては、AA格や BBB格の社債と比べて A格の社債

において銀行系以外の証券会社によって比較的多く引き受けられる傾向がある。全体で見ると、銀

行系証券会社は 4 割強の社債発行を引き受けている。発行規模や満期、発行回数別で見ると、中

央値よりも大きいグループと中央値以下のグループのそれぞれで銀行系証券会社は 40 ％から 45

％程度引き受けている。それに対し、格付けごとに見ると、AAと BBBのグループでは社債発行

の約半数を銀行系証券会社が引き受けているのに対し、Aのグループでは 4割弱の発行しか引き受

けていない。

以上のことから、全体としては銀行系証券会社の引き受けた社債はそれ以外の証券会社が引き受

けた社債と比べて平均スプレッドが小さい。さらに、発行特性に基づいて分類して平均スプレッド

を調べると、発行規模の小さい社債、満期の短い社債、格付けの低い社債、発行回数の少ない企業

の発行する社債において、銀行系証券会社が引き受けた場合にはそうでない場合と比べて平均スプ
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レッドが小さいことがわかる。しかし、ここでの分析では、社債の利回りに影響を与えるような諸

要因がコントロールされていない。そのため、より説得力のある結論を得るためには、社債の利回

りに影響を与えると考えられる要因を考慮した上で、銀行系証券会社による引受がスプレッドにど

のような影響を与えるのかを分析する必要があろう。次節では、以上のような観察がそうした要因

を考慮した上でも観察されるかどうかを分析する。

4.2 回帰分析

ここでは、社債の利回りに影響を与えると考えられる要因を考慮した上で、銀行系証券会社が社

債を引き受けられることが、発行条件（特に利回りスプレッド）にどのように影響するのかを分析

する。分析は利回りスプレッドを被説明変数とする OLSによって行う。銀行系証券会社の引受に

関しては、説明変数として 2つの変数を用意した。1つ目は主幹事の最初に銀行系証券会社の名称

が載っている発行について 1とし、それ以外を 0とする変数（BANK1）であり、もう 1つは、主幹

事の中に銀行系証券会社存在する場合に 1とし、それ以外を 0とする変数（BANK IN）である。

また、発行ごとの特性をコントロールするために以下の変数を説明変数として回帰式に加え

る。まず、社債の特性として発行規模と満期については、それが発行条件に影響するかもしれな

いことは容易に想像できる。そのため、発行額の対数値（LOG(PRO)）、満期までの年数の対数値

（LOG(MAT)）をコントロール変数として加えた。また、発行体の特性として信用リスクの程度や

評判なども発行条件に影響を与えるであろう。そのため、格付けダミー（AA,A）、過去の発行回数

の対数値（LOG(NUM)）をコントロール変数として加えた。さらに、松井 (2000)では、競争入札

のモデルを用いて社債の引受競争が発行利回りに与える影響を分析し、主幹事の枠が少ないほど引

受競争が過熱して発行利回りが低く設定されることを示している。そのため、そのような効果の可

能性を考慮して主幹事数の対数値（LOG(SYN)）も変数として加えた。その他に、業種による影響

を考慮するため、発行企業が製造業に属する場合に 1をとる製造業ダミー（MANU)と、発行され

る社債が個人向けである場合に 1をとる個人向け社債ダミー（KOJIN）をコントロール変数とし

て加えた。

通常の推計

表 5には以上の変数を用いた推計結果が示されている。表 5の最初の 2列には、BANK1もしく

は BANK INを説明変数として加えた計測が示されている。これを見ると、説明変数に BANK1

を用いた推計では、係数はマイナスで 5％水準で有意であった。また、説明変数に BANK INを

用いた推計では、係数はやはりマイナスであり、1％水準で有意な結果であった。したがって、銀

行系証券会社が引き受けた場合、社債のスプレッドは平均して有意に縮小すると言える。このこと

は、銀行の貸出関係に基づく当該企業に関する情報の蓄積が、情報面での範囲の経済を通じて、社

債の発行コストを減少させるという「質の保証効果」の考え方と整合的である。銀行の持つ内部情

報は、他の証券会社と比べて銀行系証券会社を情報優位にするため、銀行系証券会社は少ないコス

トで質の高い審査を行うことが可能である。そのことは、企業と投資家間の非対称情報の問題を緩
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表 4 各変数の記述統計量

注：格付けに関して、格付けは基本的に R ＆ I の格付けに基づいているが、R ＆ I の格付けを持たない社債につい
ては JCR、JCR がなければ Moody’s の格付けを使用している。また、格付けのアルファベットに付随する + や −
（Moody’s では 1,2,3）の表示は省いている。

和するため、銀行系証券会社が引き受けることは非対称情報に基づく発行コストを減少させるであ

ろう。

しかし、表 2 によると現在では銀行系証券会社は引受市場において大きなシェアを獲得してい

る。いくつかの研究では、評判の効果に着目し、高い評判を確立した引受業者は評判が毀損するこ

とを恐れるため、引受に際してより厳しい審査を行うことが指摘されている。*10そして、評判に関

する実証研究の多くでは市場シェアは評判の高さを測る指標となると考えている。したがって、こ

こでの結果は単に大きなシェアを持つ引受業者（つまり、評判の高い引受業者）の「評判の効果」

が現れてるに過ぎない可能性がある。すなわち、銀行系証券会社に情報生産に関する範囲の経済が

働いていないとしても、銀行系証券会社が高い評判を確立している場合には、評判を損なうことを

恐れて厳しい審査を行うため、銀行系証券会社が引き受けることが非対称情報の問題を緩和させ、

発行コストを減少させる可能性がある。

そこで、同等に大きな引受シェアを持つ 3大証券会社（野村、大和、日興）についても同様の変

数（BIG3 1と BIG3 IN）を作り、それを説明変数とする回帰分析を行った。BIG3 1は主幹事

の最初に 3大証券会社が存在する場合に 1、それ以外の場合に 0を取る変数、BIG3 INは主幹事

の中に 3大証券会社が存在する場合に 1、それ以外の場合に 0を取る変数である。もしも、評判の

効果が大きく影響しているのであれば、銀行系でなくとも大きなシェアを持つ証券会社の引き受け

る社債はスプレッドが小さくなっているはずである。結果は表 5の中央の 2列に示されているが、

それぞれの係数はマイナスではあるものの有意な結果ではなかった。つまり、3大証券会社が引き

*10 例えば、Chemmanur and Fulghieri(1994) では、引受業者が審査を行う際に評判がどのような影響を与えるかを

分析している。そこでは、証券会社は審査能力の高い証券会社であるという評判を維持するために、より多くのコス

トをかけて審査を行うことが示されている。
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表 5 推計結果１

注：利回りスプレッドを被説明変数とする OLS。BANK1 は主幹事の先頭に銀行系証券会社の名称がある場合に 1 を
取り、それ以外の場合には 0 を取る。BANK IN は主幹事のうち少なくとも 1 社が銀行系証券会社である場合に 1 を
取り、それ以外の場合には 0 を取る。BIG3 1 は主幹事の先頭に 3 大証券会社 (野村、大和、日興) の名称がある場合
に 1 を取り、それ以外の場合には 0 を取る。BIG3 IN は主幹事のうち少なくとも 1 社が 3 大証券会社である場合に 1
を取り、それ以外の場合には 0 を取る。MAIN 1 は主幹事の先頭にメインバンク系証券会社の名称がある場合に 1 を
取り、それ以外の場合には 0 を取る。MAIN IN は主幹事のうち少なくとも 1 社がメインバンク系証券会社である場合
に 1 を取り、それ以外の場合には 0 を取る。LOG(PRO) は発行額の対数値。LOG(MAT) は満期までの年数の対数
値。AA は格付けが AA である場合に 1 を取り、それ以外の場合には 0 を取る。A は格付けが A である場合に 1 を取
り、それ以外の場合には 0 を取る。LOG(NUM) は発行回数の対数値。LOG(SYN) は主幹事の数の対数値。MANU
は発行企業が製造業に属する場合に 1 を取り、それ以外の場合には 0 を取る。KOJIN は個人向け社債である場合に 1
を取り、それ以外の場合には 0 を取る。time dummy は、社債発行の起債日がサンプルとした 2 年間のどの半期に行わ
れたかを意味するダミー変数を回帰式に入れているかどうかを示している。括弧内は t 値を表し、White の不均一分散
一致推定量に基づく。***,**,*はそれぞれ 1 ％、5 ％、10 ％水準で有意であることを意味する。
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受けることは、社債のスプレッドを引き下げるとは言えない。したがって、上の結果は単に「評判

の効果」を推定しただけのものではないと考えられる。

さらに、企業に関する情報について、取引関係がより強いと考えられるメインバンクは他の銀行

と比べて情報の蓄積が多いであろう。したがって、質の保証効果や利益相反の効果はメインバンク

系の証券会社において大きいと考えられる。そのため、主幹事の筆頭にメインバンク系証券会社が

存在する場合に 1、それ以外を 0とする変数（MAIN1）と主幹事の中にメインバンク系証券会社が

存在する場合に 1とし、それ以外を 0とする変数（MAIN IN）を説明変数とした分析も行った。

メインバンクの特定については、東洋経済新報社が発行する『会社四季報』の企業情報において、

取引銀行の先頭に名称が記載されている銀行をメインバンクとした。

MAIN1もしくはMAIN INを説明変数として用いた計測は表 5の最後の 2列に示されている。

その結果、それぞれの係数はマイナスであったものの、予想と反して有意な結果ではなかった。メ

インバンクの特定が正しく行われていない可能性もあるが、上述の結果と合わせて考えると、銀行

系証券会社による引受はスプレッドを低下させる一方で、それがメインバンク系の証券会社である

場合にはその効果は弱まると考えられる。1つの解釈としては、メインバンクは一般的に当該企業

に対して多くの請求権を持つが、そのことは質の保証効果以上に利益相反の可能性を高めてしまう

ということである。その場合には、メインバンク系の証券会社が引き受ける社債に対して、投資家

は利益相反を危惧するため発行価格は低くなる（スプレッドは大きくなる）。

以上の回帰分析について、コントロール変数を見てみると、発行規模や主幹事数、個人向けダ

ミーなどの変数は有意ではなかった。主幹事数の変数が有意でなかったことから、引受競争が発行

条件に与える影響はそれほど大きくないと考えることができる。一方、満期や格付け、発行回数な

どは有意な結果であった。満期については他の要因をコントロールしない場合には、満期の長いグ

ループよりも満期の短いグループの方がスプレッドが大きかったが、ここでは回帰分析によりその

他の要因をコントロールした上でも、やはり係数はマイナスで有意であり、満期の短い社債ほどス

プレッドが大きくなっていることが分かる。満期の長い社債の方がリスクは大きいと考えるのが一

般的であり、満期については係数がプラスになると考えるのが自然である。そのため、この結果の

解釈は難しいが、Kang and Liu(2007) や Takaoka and McKenzie(2006) など過去の実証研究の

いくつかでもこのような現象は観察されており、必ずしも今回の分析特有の現象ではないようであ

る。格付けや発行回数についてはそれぞれマイナスで有意であり、格付けが高い社債や発行回数が

多い企業の発行する社債はスプレッドが小さくなると考えられ、これらは納得できる結果であろ

う。

カテゴリ別の分析

以上の分析では、銀行系証券会社による引受の利益相反的な効果は観察されず、銀行系証券会社

が引き受ける社債は平均的にスプレッドが小さいことが分かった。しかし、これだけでは、この効

果が質の保証効果であるかどうかは明確ではない。以下で述べるように、もしも観察されるスプ

レッドの縮小が質の保証効果によるものであれば、その効果は審査コストが相対的に大きくかかる

社債発行やリスキーな社債の発行、発行経験の乏しい企業の社債発行などで大きくなると考えられ
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る。そこで、ここではどのような特徴を持つ社債発行において銀行系証券会社による引受が大きな

影響を与えるのかを分析することで、その効果が質の保証効果と整合的なものであるのかどうかを

確かめる。分析では、発行規模、満期、格付け、発行回数の指標により社債発行の特徴を捉えるこ

とにする。

質の保証効果の観点から考えると、発行規模が小さい場合には、銀行系証券会社による質の保証

効果が強いと考えられる。小規模の社債発行では、発行規模と比較して大きな審査コストがかかる

と考えられる。そのため、引受業者は審査に十分なコストをかけることができず、正確なリスクを

判断することができない。その場合には貸出を通じて蓄積された情報は社債発行の審査においても

より重要になる。銀行は貸出業務を通じて企業の情報を蓄積しているため、銀行系証券会社は審査

のためのコストを節約する効果を持つ。したがって、銀行系証券会社はその他の証券会社と比べて

同じコストでより正確な審査を行うことができるであろう。

また、銀行系証券会社の質の保証効果はリスキーな社債の発行においてより強く表れると考えら

れる。一般的に、リスキーな社債の発行において、社債はより情報感応的になると言われる。その

場合には非対称情報の問題に伴うコストは大きくなり、そのような証券はより低い価格でしか売る

ことができない。その場合には、貸出業務に伴い蓄積された情報はより重要になると考えられる。

蓄積された内部情報を持つ銀行系証券会社はより正確にリスクを判断し、非対称情報の問題を緩和

するが、情報感応的な社債では非対称情報の問題に伴うコストが元々大きいので、銀行系証券会社

はそれを軽減させる効果を大きく持つことになる。

最後に、今までに少ない回数しか発行していない企業の社債においても銀行系証券会社の質の保

証効果が強く働くと考えられる。発行経験の乏しい企業の社債は、その質を投資家が判断するのは

難しいかもしれない。そのため、投資家との間の情報の非対称性が大きく、それに基づくコストが

大きい。さらに、そうした企業の審査には多くのコストが必要となるかもしれず、その場合には銀

行の持つ内部情報が情報生産コストを節約する効果を強く持ち、銀行系証券会社は他の証券会社よ

り正確にリスクを判断できるようになる。したがって、質の保証効果は大きいと考えられる。

以下では、サンプルを社債発行の特徴に応じてのいくつかのカテゴリに分割し、それぞれのカテ

ゴリにおいて銀行系証券会社が引き受けることの影響を分析する。サンプルはカテゴリごとのダ

ミー変数を作ることにより分割する。分割の基準としては、発行額、満期、格付け、発行回数を用

いる。発行額、満期、発行回数についてはそれぞれ中央値によって 2 分割し、格付けについては

AA、A、BBBの 3つに分割する。

例えば、発行規模によって分割する場合には、サンプルを発行額の中央値で 2分割する。そして、

発行額が中央値よりも大きい場合に 1とし、中央値以下である場合に 0とするダミー変数（LPRO)

と発行額が中央値以下の場合に 1とし、中央値より大きい場合に 0とするダミー変数（SPRO)を

作る。そして、それら 2つのダミー変数と銀行系証券会社の引受に関するダミー変数とのクロス項

を説明変数として回帰分析に入れる。例えば、LPROと BANK1のクロス項は、発行額が中央値

よりも大きくかつ主幹事の筆頭が銀行系証券会社である場合にのみ 1を取るダミー変数となり、発

行額が中央値よりも大きいカテゴリにおける銀行系証券会社による引受の効果を計測することが

できる。満期と発行回数についても同様に、満期が中央値よりも大きいカテゴリを示すダミー変数
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（LMAT）と中央値以下のカテゴリを示すダミー変数（SMAT）、発行回数が中央値よりも多いカテ

ゴリを示すダミー変数（MNUM）と中央値以下のカテゴリを示すダミー変数（FNUM）を作る。

格付けに関しては、格付けごとにダミー変数を作る。

推計結果は表 6に示されている。表 6の Panel Aには、各カテゴリにおいて主幹事の筆頭が銀

行系証券会社であった場合（BANK1）の効果が、Panel Bには、各カテゴリにおいて主幹事の中

に銀行系証券会社が存在する場合（BANK IN）の効果が示されている。

まず、発行規模別に分けた場合を見てみる。発行額が中央値より大きくかつ銀行系証券会社が引

き受けた社債においては、Panel Aと Panel Bで共に有意な結果ではなかった。一方、発行額が

中央値以下でありかつ銀行系証券会社が引き受けた社債においては、Panel Aと Panel Bは共に

係数が有意にマイナスであり、有意性も非常に高いものであった。したがって、銀行系証券会社に

よる引受は小規模の発行においてのみ有意にスプレッドを引き下げると言える。このことは「質の

保証効果」と整合的な結果と言えよう。

次に、満期別に分けた場合を見てみる。満期が中央値より長くかつ銀行系証券会社が引き受けた

社債については Panel Aと Panel Bとでは有意な結果ではないが、係数がむしろプラスであった。

それに対し、満期が中央値より短くかつ銀行系証券会社が引き受けた社債においては、Panel Aと

Panel Bの両方において係数はマイナスであり、非常に高い有意性を示している。したがって、銀

行系証券会社による引受は満期の短い社債においてのみ有意にスプレッドを引き下げると言える。

一般的に満期の長い社債ほどリスキーであると考えられるので、この結果は直接的には「質の保証

効果」と整合しない。ただし、このことは単純には結論付けることができないと思われる。なぜな

ら、今回の分析や過去のいくつかの研究において満期の長い社債ほど利回りが低くなっていること

が観察されているので、もしも何らかの理由で満期の短い社債ほどリスクが高いのであれば、この

結果は「質の保証効果」の考え方と整合的である。*11

一方、格付けごとに分けた場合を見てみると、上の 2つの結果とは異なり、BANK1の変数を用

いた Panel Aでの推計では、どのカテゴリにおいても銀行系証券会社による引受はスプレッドに

有意な影響を与えていない。一方、BANK INの変数を用いた Panel Bの推計では、銀行系証券

会社による引受は BBB格の発行においてのみスプレッドを有意に引き下げるという結果であり、

有意性も高いものであった。格付けが低い社債ほどリスキーであるので、BANK INの変数を用

いた計測の結果のみを見れば「質の保証効果」と整合的と考えられるが、BANK1の変数を用いた

計測ではそのような影響は観察されないので、必ずしも明確ではない。

最後に、発行回数別に分けた場合を見てみる。発行回数が中央値より大きい発行でかつ銀行系証

券会社が引き受けた場合には Panel Aと Panel Bは共に有意な結果ではなかった。発行回数が中

央値以下の社債発行でかつ銀行系証券会社が引き受けた場合には Panel Aと Panel Bは共に有意

にマイナスであり、これは Panel Aでは 5％水準で、Panel Bでは 1％水準で有意なものであっ

た。このことから、発行経験の乏しい企業の発行する社債においてのみ銀行系証券会社による引受

*11 一般的に優良企業は長期固定での資金調達を行う傾向があると言われている。そのため満期の長い社債の方がリスク

が小さくなり、その結果、満期とスプレッドが負の相関を持つということは十分に考えられる。
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表 6 推計結果２

注：利回りスプレッドを被説明変数とする OLS。LPRO は発行額が中央値よりも大きい場合に 1 を取り、それ以外の
場合には 0 を取る。SPRO は発行額が中央値以下の場合に 1 を取り、それ以外の場合には 0 を取る。LMAT は満期ま
での年数が中央値よりも長い場合に 1 を取り、それ以外の場合には 0 を取る。SMAT は満期までの年数が中央値以下の
場合に 1 を取り、それ以外の場合には 0 を取る。MNUM は発行回数が中央値より多い場合に 1 を取り、それ以外の場
合には 0 を取る。FNUM は発行回数が中央値以下の場合に 1 を取り、それ以外の場合には 0 を取る。その他の変数は
推計 1 と同様。括弧内は t 値を表し、White の不均一分散一致推定量に基づく。***,**,*はそれぞれ 1 ％、5 ％、10
％水準で有意であることを意味する。
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推計結果２（続き）

注：利回りスプレッドを被説明変数とする OLS。LPRO は発行額が中央値よりも大きい場合に 1 を取り、それ以外の
場合には 0 を取る。SPRO は発行額が中央値以下の場合に 1 を取り、それ以外の場合には 0 を取る。LMAT は満期ま
での年数が中央値よりも長い場合に 1 を取り、それ以外の場合には 0 を取る。SMAT は満期までの年数が中央値以下の
場合に 1 を取り、それ以外の場合には 0 を取る。MNUM は発行回数が中央値より多い場合に 1 を取り、それ以外の場
合には 0 を取る。FNUM は発行回数が中央値以下の場合に 1 を取り、それ以外の場合には 0 を取る。その他の変数は
推計 1 と同様。括弧内は t 値を表し、White の不均一分散一致推定量に基づく。***,**,*はそれぞれ 1 ％、5 ％、10
％水準で有意であることを意味する。
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は有意にスプレッドを引き下げていると言える。これは「質の保証効果」の考え方と整合的である。

以上のことから、銀行系証券会社が引き受ける社債は、発行規模の小さい社債発行や満期の短い

社債の発行、低格付けの社債発行、発行回数の少ない企業による社債発行においてスプレッドを引

き下げる効果を持つ。満期に関する計測の解釈については注意する必要があると考えられるもの

の、全体的には「質の保証効果」の観点から解釈しやすい結果と言えよう。そうした特徴を持つ社

債発行では、相対的に審査にコストがかかり、情報感応的であるために、非対称情報に基づくコス

トが大きいので、銀行の持つ内部情報が重要となると考えられる。

取引関係を考慮した分析

以上の分析は銀行系証券会社が引き受けたかどうかがスプレッドに影響を与えるかどうかをを分

析している。その結果、銀行系証券会社による引受はスプレッドを有意に小さくし、質の保証効果

の考え方と整合的な結果を示している。しかし、質の保証効果が生まれるための根本的な要因は情

報に関する範囲の経済が働くことであり、それらは銀行との貸出関係に基づくと考えている。した

がって、例え銀行系証券会社が引き受けたからといって、グループ銀行がその企業と取引関係がな

いならば質の保証効果は生まれないはずである。また、銀行による社債の引受の効果は銀行と企業

との結びつきの強さに大きく影響されることは容易に想像できる。

そのため、銀行からの融資額や保有する株式などを考慮した分析が必要であろう。引受証券会社

のグループ銀行が当該企業へ大きな割合の資金を貸出している場合や、銀行系グループが当該企業

の大株主となっているような場合には、その企業に関する情報を多く有していると考えられるの

で、情報に関する範囲の経済が強く働き、質の保証効果が大きいと考えられる。そこで、以下では

銀行系証券会社が主幹事に存在する社債発行において、発行企業の借入金に占めるグループ銀行に

よる融資の割合と銀行系グループの保有株式比率を銀行系証券会社による引受ダミーの変数の変わ

りに説明変数として回帰分析を行うことにより、融資額や保有株式比率が発行条件にどのような影

響を与えるのかを分析する。

融資割合を求めるために、まず銀行系証券会社のグループ銀行を特定する必要がある。これは三

菱 UFJ証券であれば、三菱東京 UFJ銀行と三菱 UFJ信託銀行であり、みずほ証券、みずほイン

ベスターズ証券、新光証券ならばみずほ銀行とみずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行であり、

新生証券ならば新生銀行である。次に、それぞれの銀行による各企業への融資比率をを求める。各

銀行の融資額に関するデータは、有価証券報告書の「主な資産や負債の状況」の項目から取得し、

各銀行からの借入額を借入金の合計で割って融資比率を求めた。ただし、「主な資産や負債の状況」

の項目では、借入金の内訳を公表している企業があるが、必ずしもすべての借入先を公表している

わけではなく、多くの場合、主な借入先として 5 社から 10 社の名称と借入額が公表されている。

したがって、名称が出ていない銀行との貸出関係があるかもしれないが、その貸出は少ないものと

考え、名称のない銀行からの借入は 0とした。また、借入金の内訳は必ずしもすべての企業で公表

されているわけではなく、公表されていたとしても短期借入金の内訳のみであったり、長期借入金

の内訳のみである場合も存在する。そのため、公表されていない企業の社債発行についてはサンプ

ルから除外し、短期借入金（長期借入金）のみが公表されている企業については、その中で各銀行
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からの借入額を短期借入金（長期借入金）の合計で割って融資比率を計算した。最後に、グループ

ごとに各銀行の融資比率を合計してグループ銀行の融資比率とした。

株式保有比率については、同じく有価証券報告書の「大株主の状況」の項目から銀行系証券会社

のグループ企業の保有する株式比率を計算した。ここで、銀行系証券会社のグループ企業とは、三

菱 UFJ証券の場合には三菱 UFJフィナンシャルグループ傘下の企業であり、みずほ証券、みずほ

インベスターズ証券、新光証券の場合にはみずほフィナンシャルグループ傘下の企業であり、新生

証券の場合には新生銀行傘下の企業である。ただし、「大株主の状況」の項目では、上位 10大株主

までしか公表されていないため、それ以降の株主に関しては保有株式は少ないものとして 0 とし

た。そして、グループ全体での保有株式比率を合計し、グループの保有株式比率とする。

また、説明変数としては融資割合について LEND1 と LEND IN、保有株式比率については

SHARE1 と SHARE INという変数を作った。LEND1と SHARE1は、主幹事の筆頭が銀行系

証券会社である場合に上述の方法で特定した融資比率と保有株式比率を取り、主幹事の筆頭が銀行

系以外の証券会社である場合には 0を取る変数である。LEND INと SHARE INも同様に、主

幹事の中に銀行系証券会社が存在する場合には上述の方法で特定した融資比率と保有株式比率を取

り、主幹事がすべて銀行以外の証券会社である場合には 0を取る変数である。ただし、主幹事の中

に異なるグループに属する銀行系証券会社が存在する場合には、融資比率と保有株式比率は各グ

ループを比較して大きい方を取るものとした。

融資比率と保有株式比率を用いた推計の結果は表 7に示されている。まず、融資比率のみを変数

として用いた推計は表の最初の 2列に示されている。それを見ると、LEND1と LEND INの係

数はそれぞれマイナスではあるものの有意な結果ではなく、融資比率の大きさは必ずしもスプレッ

ドに影響しているとは考えられないことになる。一方で、保有株式比率を変数として用いた推計は

表の中央の 2列に示されており、SHARE1と SHARE INの係数は有意にマイナスであり、有意

性も非常に高いものであった。このことから、保有株式比率が大きくなるにつれ、スプレッドは小

さくなると言える。なお、表には示されていないが、融資比率と保有株式比率を同時に変数として

用いた推計においても、保有株式比率の係数は有意にマイナスであった。

Puri(1996) では、社債発行における質の保証効果と利益相反の影響を理論的に分析し、銀行に

よる株式保有は利益相反のインセンティブを悪化させ、質の保証効果を弱めてしまうことを指摘し

ている。しかし、ここでの結果は、情報生産に関する範囲の経済の効果は、むしろ銀行との貸出関

係よりも銀行系グループとの資本取引関係の方により強く働くという可能性を示唆している。一つ

の解釈としては、銀行による株式保有がインセンティブの悪化を無視できるほど小さい水準である

ために、資本的なつながりの強化が質の保証の効果を強めているということである。わが国では銀

行による株式の保有に、いわゆる 5％ルールという規制がかけられており、銀行は原則として企業

の発行する株式のうち議決権ベースで 5％を超えて保有することはできない。この規制のために、

銀行による株式保有は低い比率にとどまり、利益相反のインセンティブを強めていない可能性があ

る。一方で、融資比率についてはそのような規制がないため、大きな融資比率を持つ銀行において

は、融資比率の増加により質の保証効果が強くなる効果が利益相反へのインセンティブの悪化の効

果によって相殺されてしまう可能性が考えられる。
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表 7 推計結果３

注：利回りスプレッドを被説明変数とする OLS。LEND1 は主幹事の先頭に銀行系証券会社が名称がある場合には、そ
の証券会社のグループ銀行による融資比率であり、主幹事の先頭が銀行系証券会社でない場合には 0 を取る。LEND
IN は主幹事の中に銀行系証券会社が存在する場合には、その証券会社のグループ銀行による融資比率であり、主幹事
の中に銀行系証券会社が存在しない場合には 0 を取る。SHARE1 は主幹事の先頭に銀行系証券会社が名称がある場合
には、その証券会社のグループ全体の保有株式比率であり、主幹事の先頭が銀行系証券会社でない場合には 0 を取る。
SHARE IN は主幹事の中に銀行系証券会社が存在する場合には、その証券会社のグループ全体の保有株式比率であり、
主幹事の中に銀行系証券会社が存在しない場合には 0 を取る。(LEND1)^2 と (LEND IN)^2 はそれぞれ LEND1 と
LEND IN の 2 乗項である。その他の変数は推計 1 と同様。括弧内は t 値を表し、White の不均一分散一致推定量に
基づく。***,**,*はそれぞれ 1 ％、5 ％、10 ％水準で有意であることを意味する。

すなわち、銀行からの融資比率が低い水準では質の保証効果が強く働くため、スプレッドを小さ

くする方向に働く一方で、融資比率が高い水準ではむしろ利益相反の効果が強くなるため、スプ

レッドを大きくする効果が強くなっている可能性がある。この可能性を検証するため、融資比率の

2乗の項を説明変数に加えて分析を試みた。もしも、融資比率の効果が単調ではなく、融資比率の

低い水準ではスプレッドに対しマイナスの影響を与え、融資比率の高い水準ではスプレッドに対
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しプラスの影響を与えるのであれば、融資比率の係数はマイナス、2乗の項の係数はプラスになっ

ているはずである。推計結果は表の最後の 2 列に示されている。これを見ると、予想した通り融

資比率の係数はマイナス、2乗項の係数はプラスでどちらも有意なものであった。したがって、融

資比率の効果は線形ではなく 2 次関数の形においてより上手く捉えることができると言えるであ

ろう。両変数の係数の推定値から融資比率の効果が最もスプレッドを小さくする点を計算すると、

LEND1を変数として用いた場合には約 39％、LEND INを変数として用いた場合には約 40％で

ある。したがって、平均的に見て銀行からの融資比率が約 40％を超えるところで利益相反の効果

が質の保証の効果を上回っていくと考えられる。

この結果は、表 5の推計において、銀行系証券会社が社債を引き受ける場合にはスプレッドを小

さくする一方で、それがメインバンク系の証券会社であった場合にはその効果が弱まるという結果

の解釈とも整合的である。メインバンクは一般的に当該企業に多くの融資を行っているので、むし

ろ利益相反の効果が相対的に大きくなり、スプレッドを小さくする効果が消えてしまったと考えら

れる。

5 結論

本稿では、社債の発行に際して、銀行系証券会社による引受が発行条件（特にスプレッド）にど

のような影響を与えるかを分析した。銀行は貸出業務を通じて企業の内部情報を知りうる立場にあ

るため、銀行系証券会社はその他の証券会社と比べて情報優位にあると考えることができる。そし

て、銀行系証券会社の情報面での優位性は、発行条件に対して 2つの異なる影響を与える可能性が

考えられる。1つは、貸出業務から得られる情報を有効に利用することで、銀行系証券会社は企業

の発行する社債の質を正確に判断するようになるため、企業と投資家との間の情報の非対称性に基

づく問題を軽減させ、より有利な条件で社債を発行することができる効果である。もう 1つは、利

益相反を引き起こし、得られた情報を濫用することで、投資家との間の情報問題を悪化させる効果

である。その場合には、投資家は利益相反の可能性を危惧するため、銀行系証券会社の審査は信憑

性を持たないので、銀行系証券会社の引き受ける社債は不利な条件で発行されることになる。

本稿の分析では、銀行系証券会社によって引き受けられた社債は平均して低いスプレッド（高い

価格）で発行されることを示している。そして、それは質の保証効果の考え方で予測されるよう

に、小規模でリスクが高く、過去における発行経験の乏しい企業の発行する社債においてより強い

効果を示しており、銀行系証券会社が引き受けることが質の保証効果を持つということを支持して

いると言えよう。したがって、銀行系証券会社は社債の発行市場において、企業の情報をより正確

に投資家に伝達することにより、企業と投資家との間の情報問題を軽減していると考えられる。銀

行の証券業への参入は、少なくとも社債の発行市場においては、適正な価格付けを行うという点で

貢献していると言える。

先行研究のいくつかでは、本稿での分析結果とは異なり、銀行系証券会社による利益相反の効果

が観察されている。本稿と先行研究で異なる影響が観察されたことの一つの解釈として、分析を

行った時期の違いが考えられる。多くの先行研究は銀行の証券業への参入が許可された 1993年直
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後のデータを用いて行われているが、参入直後においては銀行系の証券会社はまだまだ引受業務に

成熟していなかった可能性は十分に考えられる。特に、質の保証や利益相反を考える上では評判の

効果が重要となってくる。銀行が企業に請求権を持つ状況では、例えその額がわずかであったとし

ても、評判の効果を考えなければ自らの持つ情報を投資家に伝達しようというインセンティブは存

在しない。したがって、ある程度評判を確立していることが質の保証効果が生まれる前提条件とな

る。そのため、一つの可能性としては、銀行系証券会社の評判があまり形成されていなかった時期

の分析を行った研究の結果とは異なり、参入から 10年以上が経過した現在において分析を行った

本稿では、銀行系証券会社の評判が確立されてきたため、質の保証効果が顕著に観察されたと考え

られる。ただし、当然ながらこれ以外の可能性も様々考えられるため、この点に関してはより詳細

な分析が必要であろう。

最後に、本稿での分析の問題点と今後の課題について述べる。まず、今回の分析では引受主幹事

の選択に関する企業側の主体的な選択は考慮されていない。端的に言えば、企業が合理的であり銀

行系証券会社が引き受けることでスプレッドが小さくなるのであれば、なぜすべての企業が引受主

幹事として銀行系証券会社を選択しないのかということは全く考慮されていない。企業側の主体的

な選択も考慮するためには、経済学的なモデルを展開して考察していく必要があると考えられる

が、それについては今後の課題としたい。また、今回の分析は社債の発行市場に限定されており、

その他の市場にも適用できる結論であるのかどうかは必ずしも明らかではない。したがって、例え

ば株式の発行などにおいて同様の効果が観察されるかどうかを分析することは興味深いであろう。

特に、社債は株式とは異なり負債性資本であるため、その意味では銀行借入の方が性質が近い。そ

のため、銀行の持つ情報は株式よりも社債の方がより反映させやすいかもしれない。その一方で、

一般的に社債を購入する主体は機関投資家であることが多く、株式を購入する主体は個人の割合が

大きい。そのため、企業と投資家との間の情報問題は社債よりも株式の方が大きく、銀行の持つ情

報はより重要となるかもしれない。この点についても今後の課題である。
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