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負債構成の決定要因：

情報の非対称性に着目した分析

富田信太郎∗

概要

本稿では、特に情報の非対称性に着目して、企業の負債構成に影響を与える要因を分析して

いる。多くの先行研究では、情報の非対称性を測るため、企業規模や時価簿価比率などの財務

指標を利用した代理変数を用いて分析が行われている。それに対して、本稿では市場の流動性

から代理指標を作成することで、財務指標を用いることなく情報の非対称性の程度を推計して

分析を行っている。分析の結果、全体として情報の非対称性が企業の負債構成に影響している

ことが確認されたが、産業別にみると、製造業においては情報の非対称性が負債構成に強く影

響を与えている一方、非製造業においては、情報の非対称性がほとんど影響を与えていないこ

とが示された。

1 はじめに

わが国の企業において、負債は主要な資金調達の手段である。企業がどのように資金調達を行う

のかという問題は、これまでに日本のみならず、世界各国で研究されてきた。特に、企業が負債と

株式のどちらで資金調達をするのかという問題、いわゆる資本構成の問題は早くから研究が行わ

れてきた。そして、資本構成の研究では、様々な理論モデルが提唱されており、過去の研究におい

て、実証面においても多くの知見が蓄積されている。しかし、資本構成に関する研究では、負債と

株式の選択は議論されるものの、負債の内訳に関する議論は多くの場合に無視され、暗黙のうちに

全ての負債は同質であると仮定されてきた。一口に負債と言っても、その性質は様々な視点から分

類することができる。例えば、短期負債と長期負債という視点や、有担保と無担保という視点、市

場性負債と相対型負債という視点などである。本稿では、この最後の視点によって負債を分類し、

企業の負債構成を実証的に分析することを目的としている。

市場性負債の中でも、代表的なものは公募社債であり、相対型負債の中で代表的なものは銀行借

入である。しかし、わが国では、一部の公益事業会社を別とすれば、企業の負債による資金調達で

は銀行借入が圧倒的に多く、社債による資金調達がほとんど行われてこなかったことはよく知られ

ている。この背景には、適債基準に代表される社債発行に関する規制の存在があり、長きにわたる

規制がわが国における社債市場の発達を阻害したため、企業の負債による資金調達においては銀
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行借入が支配的になったということが指摘されている。しかし、1980年代後半から社債発行に関

する規制緩和が加速し、1996年 1月に適債基準が全廃されたことにより、現在では全ての企業が

（制度上は）自由に社債を発行すること可能となっている。

本稿の特徴の 1つは、この適債基準が全廃された 1996年以降のデータを用いて分析を行ってい

る点である。わが国において、負債構成の問題を分析している研究は非常に少ない。*1 そして、そ

れらの研究では 1996年以前のデータを用いて分析を行っている。しかし、社債の発行規制が行わ

れていた期間のデータを用いた分析では、規制の存在が企業の資金調達行動を歪めている可能性が

あり、企業の純粋な合理的な意思決定を反映していない可能性がある。そのため、本稿では規制の

影響がないと考えられる 1996年以降のデータを用いることで、企業が負債構成をどのように決定

するのかを実証的に分析している。

意外なことではあるが、負債構成の問題は日本はもとより、米国においても 80年代後半になる

までほとんど議論されることがなかった。この理由として、日本においては、既に述べた社債の発

行規制の存在などにより、負債による資金調達と言えばほとんど銀行借入を意味していたことが大

きいであろう。一方で、社債市場の発達した米国においては、むしろその逆であり、大企業の長期

負債は専ら社債によって調達されていたことが負債構成を議論する必要性を排除していたと考えら

れる。

負債構成の問題が議論されるようになったのは、銀行に代表される金融仲介機関がなぜ存在する

のかという議論に端を発する。特に、Fama(1985)や James(1987)の研究は、銀行の持つ特殊性を

実証的に指摘している。Fama(1985)では、銀行が預金に対して保有しなければならない準備金が

暗黙のコストとして働くという点に着目し、このコストが最終的に借り手によって負担されている

ことを示した。James(1987)では、銀行借入のアナウンスメント効果について分析しており、銀行

借入では、アナウンスメント時に有意に正の超過株式収益率が観察されることを示した。これらの

研究により、銀行借入はある特殊性を持つために社債とは性質の異なる負債であるという観点から

企業の負債構成が論じられるようになる。特に、この特殊性に関しては、Diamond(1984)におい

て、銀行は借り手を「モニター」するという点で、他の投資家より優れているという考え方が示さ

れており、銀行の持つ情報面での優位性に着目した議論がなされるようになった。

本稿のもう 1つの特徴は、この銀行の持つ情報面での優位性が企業の負債構成に影響を与えてい

るのかどうか実証的に分析している点である。上述した研究背景から、情報の非対称性が企業の負

債構成に影響を与える可能性については、早くから指摘されており、多くの研究において情報の非

対称性を考慮した分析が行われてきた。*2 これらの研究では、企業と投資家との情報の非対称性の

程度を測る代理変数として、企業の財務指標が用いられていることが多い。例えば、一般的に規模

の大きな企業は広く認知されているため情報の非対称性が小さいという観点から、企業の総資産を

代理指標として用いるものや、固定資産比率を代理変数とするもの、また、成長性が高い企業ほど

*1 わが国において、銀行借入と社債の選択問題を分析した研究としては、福田・計・中村 (1999)、宮島・蟻川 (1999)、
Hosono(2003)がある。

*2 例えば、Johnson(1997)、Krishnaswani et al.(1999)、Houston and James(2001) Hadlock and James(2002)、
Denis and Mihov(2003)、Hosono(2003)などが挙げられる。
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情報の非対称性が大きいとして R&D 支出や時価簿価比率などを代理変数とするものなどがある

(Johnson 1997, Denis and Mihov 2003, Hosono 2003 など)。それに対して、本稿では企業と投

資家との間の情報の非対称性ではなく、銀行と一般投資家との情報の非対称性に着目して分析して

いる。詳しくは後述するが、一般的な情報の非対称性に基づく議論から、銀行と一般投資家との間

の情報格差が拡大すると、企業は銀行借入を利用することが有利になると考えられる。そのため、

銀行と一般投資家の情報の非対称性を測ることが可能であれば、情報の非対称性が企業の負債構成

に影響しているのかどうかを分析することができる。

一般的な情報の非対称性に関する研究と同様に、銀行と一般投資家との情報の非対称性を直接的

に示すような指標を利用することは難しい。そこで、本稿では情報優位な投資家であると考えられ

る銀行と情報劣位である一般投資家との情報格差を測る代理変数を、マーケットマイクロストラク

チャーの分野で用いられている指標を使用して作成することにより分析を行っている。マーケット

マイクロストラクチャーに関する研究では、情報優位の投資家と情報劣位の投資家との間の情報格

差に関する分析が以前から行われており、投資家間の情報の非対称性に着目した様々な理論研究が

行われてきた。これらの研究における基本的な考え方は、市場における流動性や取引コスト（例え

ば、ビッド・アスクスプレッドなど）が主に 3つの構成要素から成っており、それらはオーダープ

ロセッシングコストや在庫コスト、そして情報の非対称性であるというものである。米国では、株

式市場においてマーケットメーカーやスペシャリストが存在し、彼らが自己勘定で取引を行うこと

により市場の流動性を供給していると言われている。しかし、そのためには彼らがポジションを持

つ必要があるため、それに基づくコストが取引コストに反映されると考えられる。一方、わが国の

株式市場では、マーケットメーカーやスペシャリストは存在せず、売買は基本的に投資家間の指値

注文と成行注文をマッチングさせることで成立する。*3 したがって、日本においては投資家間の情

報の非対称性がよりダイレクトに市場の流動性に影響すると考えられる。詳しくは後述するが、本

稿では市場の流動性に関する指標から情報優位者と情報劣位者との間の情報格差を測り、それを銀

行と一般投資家との情報の非対称性の代理変数として利用している。そして、作成した情報の非対

称性の代理変数を用いて、非対称情報の問題が企業の負債構成に影響を与えているのかどうかを分

析している。その結果、情報の非対称性の程度が大きいほど、企業は借入に依存した負債構成を持

つことが示されている。

本稿の構成は以下の通りである。まず、2節では情報の非対称性と企業の負債構成がどのように

関係するのかに関する理論仮説を提示する。そして、3節において、情報の非対称性をどのように

測るのかについて説明する。4節では、作成した非対称情報の指標を用いて、それが負債構成とど

のような関係を持つのかを実証的に分析する。5節では分析結果の解釈と分析における留意点を説

明し、最後に、6節で分析からの結論を述べる。

*3 ジャスダックにおいては、過去に一部マーケットメーク方式を導入していたが、2008年に廃止されており、現在で
は日本においてマーケットメーク方式を採用している取引所は存在しない。
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2 理論仮説

企業が銀行借入を利用するのか社債を利用するのかという意思決定を考えるとき、逆選択に基づ

くコストの存在が銀行借入を利用することを有利にする可能性は、早くから多くの研究で議論され

てきた。それらの研究では、銀行が他の投資家と比べて、情報面での優位性を持つ点に着目してい

る。例えば、Leland and Pyle(1977)や Diamond(1984)、Fama(1985)などの研究では、大口の債

権者である銀行は社債などの市場性の債券を保有する債権者と比べて、効率的かつ効果的な情報生

産を行うことができることを指摘している。また、Myers and Majluf(1984)では、企業は資金調

達においてペッキングオーダーに従うことが指摘されている。そして、企業はまず内部資本を利用

し、その後、負債を利用することになるが、そのときに企業は情報非感応的な負債から利用すると

考えられる。*4 そのため、より情報非感応的な銀行借入は社債と比べて優位性を持つと考えられる。

このように、銀行の情報面での優位性に基づいて、情報の非対称性とそれに基づく逆選択コスト

が企業の負債構成に与える影響を分析する研究は多く存在するが、その基本的な考え方は以下のよ

うなものである。まず、企業と投資家との間に情報の非対称性が存在している場合、企業が社債に

よって投資家から資金を調達する際には、逆選択コストが発生する。企業は自らの事業に関する情

報を適切に把握しているため、発行する社債のデフォルトリスクを正確に測ることができるかもし

れないが、投資家がその企業に関する情報をあまり持っていないのであれば、社債のデフォルトリ

スクを正しく評価することができない。その結果、投資家は取引で騙されることを恐れ、より低い

価格（高い金利）でなければ社債を購入しようとはしないかもしれないし、そもそも資金提供にさ

え応じてくれないかもしれないという逆選択の問題が生じる。そのため、企業は資金調達において

逆選択コストを負担しなければならない。

このとき、銀行から借り入れる場合には、逆選択コストを節約できるかもしれない。なぜなら、

銀行は企業との日常的な取引を通じて、内部情報を手に入れることができる立場にあるかもしれ

ず、企業との間の情報ギャップが相対的に小さいかもしれない。もしくは、広く分散して保有され

る社債の場合には、その購入者となる投資家が自ら情報生産を行うインセンティブが小さいのに対

して、大口債権者となる銀行の場合には情報生産を行うことが割に合うかもしれず、それによって

企業との間の情報ギャップを小さくすることができるかもしれない。そのため、銀行借入はその情

報優位性に基づき、社債と比べて相対的に逆選択コストが小さいと考えられる。

もしも、企業と投資家との間の情報の非対称性が大きいのであれば、企業は社債による資金調達

を行う際に大きな逆選択コストに苦しまなければならない。そのような場合には、情報ギャップの

小さい銀行から資金を借り入れることが、企業にとって非常に魅力的になると考えられる。反対

に、情報の非対称性が小さい場合には、企業にとって銀行借入はそれほど魅力的ではないであろ

う。以上のようなことから、情報の非対称性に着目した研究では、投資家との間の情報の非対称性

*4 情報非感応的な証券とは、公になっていないような内部情報がマーケットにもたらされた場合、それに対して証券価
値があまり変化しないような証券を指す。一般的には、株式と比べて負債は情報非感応的であるとされる。
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が大きい企業ほど、銀行借入を利用すると考えられている。例えば、規模の小さい企業では、情報

の非対称性が大きく、銀行借入をより利用すると考えられる。*5

それに対して、本稿では少し視点を変えて、銀行と一般投資家との間の情報の非対称性に着目す

る。上で述べた論理に従えば、銀行と一般投資家の情報格差が拡大するほど、銀行借入は社債と比

べて有利になると考えられる。極端な例として、銀行が一般投資家と同じレベルの情報しか持たな

い状況を考えよう。もしも、銀行と一般投資家の持つ情報量にそれほど差がないのであれば、企業

は銀行借入で資金調達をしたとしても、社債を発行する場合と同程度の逆選択コストに苦しむこと

になる。そのため、例え企業と投資家との間にどれほどの情報の非対称性があったとしても、企業

にとっては銀行借入が魅力的にはならないであろう。一方で、銀行と一般投資家との間に大きな情

報量の差がある場合には、企業は銀行借入で資金を調達することにより、逆選択コストを大きく節

約することができる。そのため、企業と投資家との間にそれほど大きな情報の非対称性がなかった

としても、企業にとって、銀行借入による資金調達が魅力的になるであろう。したがって、これら

の論理に従えば、企業と投資家の情報の非対称性よりも、むしろ銀行と一般投資家の情報の非対称

性に着目するべきであり、銀行と一般投資家との情報格差が大きくなるほど、負債による資金調達

において、企業は銀行借入を利用するようになると考えられる。そのため、この情報格差が銀行借

入と社債の選択にどのように影響しているかを分析することで、情報の非対称性が企業の負債構成

に影響を与えているのかを解明することが出来ると考えられる。

3 情報の非対称性の定量化

銀行と一般投資家との間の情報の非対称性をどのように測るかという問題は非常に難しい問題で

ある。銀行と一般投資家の情報格差を直接的に示す指標は現実的には存在しない。そこで、本稿で

は株式市場における流動性に着目することにより、銀行と一般投資家の情報ギャップを測る代理指

標を作成する。一般的に、銀行は融資や預金取引などの日常的な業務により、企業の内部情報をあ

る程度把握できる立場にいると考えられ、市場においては情報優位な投資家であると考えられる。

一方で、マーケットマイクロストラクチャーの研究分野では、投資家間の情報格差が市場の流動性

や価格形成に影響を与えるという考えに基づき、情報優位者と情報劣位者の情報の非対称性を測る

試みがなされてきた。本稿においても、この基本的な考え方に基づき、市場の流動性から投資家間

の非対称情報の指標を作成することで、それを銀行と一般投資家の情報格差を示す代理指標として

利用する。

投資家間の情報の非対称性、特に証券のペイオフに関する情報の非対称性を計測するという分析

は、マーケットマイクロストラクチャーの分野においてこれまで数多く研究されてきた。それらの

研究は、金融市場において情報優位の投資家が存在することに由来する情報の非対称性が、証券の

価格形成に影響を及ぼすという考え方に基づいている。特に、投資家間の情報の非対称性の程度は

*5 これに関連して Fama(1985) では、規模の小さい企業ほど社債を利用する際の契約コスト (contracting costs) が
高くなる可能性を指摘している。
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当該企業の証券の流動性の重要な決定要因となると考えている。この考え方の背景には、例えば従

業員やその家族、取引先企業の担当者など、市場には当該企業の内部情報を入手する可能性のある

投資家が存在することがある。内部情報を手に入れた情報優位の投資家は、その情報を利用するこ

とで、情報を持たない投資家との取引から利益をあげることができる。しかし、情報を持たない一

般投資家にとっては損失を意味するので、一般投資家は取引に消極的になり、市場の流動性を低下

させてしまう可能性がある。

本稿では、これら情報優位の投資家と他の一般的な投資家との間にどれほどの情報格差が存在す

るのかを、観察される市場データから推計することを試みている。銀行については企業の内部情報

を知り得る立場にあると考えられるが、実際にはその情報を使って市場で取引を行っているとは考

えにくい。しかし、内部情報を掴んだ投資家の情報量と銀行の持つ情報量とが同程度であると仮定

するならば、市場の流動性から推定した投資家間の情報格差の程度は、銀行と一般投資家との情報

の非対称性の程度に関する代理指標になると考えられる。*6

流動性という概念に関しては、様々な視点から定義されているが、情報の非対称性が流動性に影

響を与えることは、直観的には次のように考えられる。まず、ある投資家が証券を売却して現金を

得ようとしている状況を考えよう。もし、投資家間に情報格差が存在していないのであれば、この

投資家は企業価値に対して妥当な価格で証券を売却することができる。一方、投資家間に情報の非

対称性が存在する場合には、この投資家が証券を売却しようとする時、他の投資家はこの投資家が

企業価値に関する何か重要な情報を得たために、証券を売却しようとしているのではないかと疑う

ことになる。そのため、他の投資家は取引から損失を受けることを恐れ、低い価格でしか購入しな

いか購入しようとすらしないかもしれない。その結果、売却しようとする投資家は、証券を低い価

格で売らなければならないか、売却することを諦めるであろう。同様のことは、証券を購入する場

合にも起きると考えられ、投資家間の情報の非対称性が大きいほどこの疑心暗鬼は強くなり、証券

の取引量や取引に対する価格変化、いわゆるマーケットインパクトが大きくなると考えられるので

ある。

以上のように、情報優位者と情報劣位者との間の情報の非対称性は市場の流動性に影響を与える

重要な要因の 1つである。この点に着目し、Bharath et al.(2009)では、マーケットマイクロスト

ラクチャーで用いられる情報の非対称性に関する指標や市場の流動性に関する指標を用いて、企業

価値に関する情報の非対称性を定量的に推計している。ただし、情報の非対称性が流動性の大きな

決定要因の 1つであるとはいっても、流動性の指標自体は情報の非対称性の要因によってのみ構成

されているわけではない。そのため、彼らの研究では、流動性指標を基に主成分分析を行うことに

よって、各指標から情報の非対称性に基づく主成分を取り出すという手法を用いている。そこで、

本稿でも Bharath et al.(2009) の手法に倣い、流動性指標から非対称情報の程度を定量的に推計

する。

*6 本稿では株式市場の情報優位者と銀行は同程度の情報を持つと仮定している。しかし、実際にはこの情報優位者と
銀行の間に更なる情報格差があるかもしれない。そのため、この点は分析に限界があることに留意する必要がある。
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3.1 流動性指標

ここでは、非対称情報の指標を作成するために利用する流動性指標について説明する。本稿で

は、企業価値に関する投資家間の情報の非対称性を測るために、株式市場の流動性指標を用いるこ

とで情報優位者と情報劣位者の情報格差の程度を定量化する。*7 推計に利用する流動性指標として

は、売買回転率、非流動性比率、λ′ 係数、オーダーフロー係数、リターン・ボリューム係数の 5つ

である。

まず、市場の流動性を考える上で最も直観的な指標は売買高であろう。流動性の高い銘柄は、活

発に取引されているため、出来高も大きくなると考えられる。既に述べたように、投資家間の情報

格差が顕著である場合には、情報劣位の投資家は情報優位の投資家との取引によって損失を受ける

ことを危惧するために、市場において積極的に取引を行わなくなる可能性がある。そうであるなら

ば、投資家間の情報の非対称性の存在は、結果的に取引量を減少させるであろう。ここでは、売買

高を株式数で基準化した売買回転率を流動性の指標として用いている。銘柄 iの τ 年度における売

買回転率は以下のように定義する。

Turnoveri,τ =
1

Di,τ

∑
d

V OLi,d,τ

ALLi,d,τ
(1)

ここで、Di,τ は τ 年度における取引が行われた日数であり、V OLi,d,τ と ALLi,d,τ はそれぞれ、τ

年度の各取引日における売買高と総発行株式数である。ただし、売買が全く行われなかった日につ

いては取引日数から除外する。

一方、Kyle(1985)では異なる観点から流動性を考えている。市場における価格形成に対して取

引の注文が与える影響はマーケットインパクトと呼ばれ、Kyleの λとして良く知られているもの

である。マーケットインパクトとは大口の買い注文（もしくは売り注文）が出されたときに、どれ

ほどの価格上昇（もしくは価格低下）によって、その注文を処理することができるかというもので

あり、直観的には流動性が高いほど、大きな注文を少ない価格変化でさばくことができると考えら

れる。Kyle(1985)では、投資家間の情報の非対称性が拡大するほど、マーケットインパクトを示

す λが大きくなることが理論的に示されている。ただし、実際に Kyleの λを測るためには取引毎

のデータを用いなければならない。そのため、分析では日次データを利用した λの近似指標を使用

している。

まず、Amihud(2002)では、日次データを用いてKyleの λの近似指標を作成している。これは、

非流動性比率（illiquidity ratio）と呼ばれ、銘柄 iに関して日次株式収益率の絶対値を取引日にお

ける売買金額で除し、それを平均したもので定義される。

ILLi,τ =
1

Di,τ

∑
d

| Ri,d,τ |
V OLYi,d,τ

(2)

*7 株式市場のデータを用いるのは、流動性指標の作成やデータの利用可能性を考えると、株式市場のデータを利用せざ
るを得なかったためである。他にも社債市場などの流動性を考えることもできるが、データの利用可能性の問題や流
動性を測る手法が確立されていないという問題がある。
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Ri,d,τ と V OLYi,d,τ はそれぞれ、τ 年度における各取引日の日次株式収益率とその日の売買金額で

ある。Amihud(2002)は、ILLi,τ とイントラデイのデータを用いて推計した λの推計値を比較し、

ILLi,τ と λは強く正相関することを示している。すなわち、ILLi,τ が大きいほど、マーケットイ

ンパクトは大きく、流動性が低いと考えられる。

また、宇野・大村 (1998)においても、日次データを用いて Kyleの λの近似指標を、以下のよう

な回帰式を推計することにより作成している。

| Ri,d,τ |= λ′
i,τLog(V OLi,d,τ ) + εi,d,τ (3)

宇野・大村 (1998)によれば、回帰係数である λ′
i,τ が λの近似指標となる。そこで、この回帰係数

λ′
i,τ を流動性の指標 LAMi,τ として利用する。直観的には、この回帰式から推計された λ′

i,τ は、

日次の売買高が 1 ％増加した場合に日次収益率がどれほど変化するのかを意味している。そのた

め、λ′
i,τ が大きいほど、取引量に対して大きく価格が変化することになるので、流動性が低いと考

えられる。

Pastor and Stambaugh(2003)では、前日の取引量が翌日の収益率に影響を与えるかどうかとい

う観点から、流動性を考えている。彼らの基本的な考え方は次のようなものである。流動性が低い

場合には、取引注文量 (order flow)に対して収益率が市場収益率と比べて過剰反応しやすい。その

ような過剰反応は後に調整されるため、過去の取引量がその後の収益率に影響するであろう。しか

し、流動性が高い場合には、取引注文に対して株価があまり反応せず、過剰反応がほとんど起こら

ないため、その後の調整も起こらない。したがって、取引量がその後の収益率影響を与えないであ

ろう。ここでは、Pastor and Stambaugh(2003)の考え方に基づき、以下の回帰式よりオーダーフ

ロー係数 GAMi,τ = |γi,τ |を推計する。*8

Re
i,d,τ = θi,τ + φRi,d−1,τ + γi,τV OLYi,d−1,τsign[Re

i,d−1,τ ] + εi,d,τ (4)

ただし、Re
i,d,τ は市場収益率に対する超過収益率を意味しており、Rm,d,τ を τ 年度の取引日 dに

おける市場収益率として、Re
i,d,τ ≡ Ri,d,τ − Rm,d,τ によって定義される。GAMi,τ が小さいほど、

前日のオーダーフローが翌日の収益率に影響を与えないため、流動性が高いと考えられる。

以上の指標は市場の流動性に基づくものであるが、マーケットマイクロストラクチャーの研究で

は、株式収益率と取引量の情報を利用して、非対称情報の程度と相関する指標を直接的に作成する

試みもされている。Llorente et al.(2002)では、情報の非対称性が取引量と収益率の動学的な関係

に影響を与えることを理論的に示している。彼らは以下の回帰式によって推計される C2i,τ が、投

資家間の非対称情報の程度と相関を持つ指標になることを指摘している。

Ri,d+1,τ = C0i,τ + C1i,τRi,d,τ + C2i,τVi,d,τRi,d,τ + εi,d+1,τ (5)

Vi,d,τ ≡ Log(Turnoveri,d,τ + ∆) − 1
200

−1∑
s=−200

Log(Turnoveri,d+s,τ + ∆)

*8 ここでの推計方法は、Barath et al.(2009)の手法に基づいている。回帰式は、それぞれ OLSによって推計してい
る。
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表 1 各指標に関する統計量変数 観測数 平均 標準偏差 中央値Turnover 8792 0.0034 0.0056 0.0018ILL 8792 0.2078 0.563 0.0294LAM 8792 0.0017 0.0006 0.0016GAM 8792 0.0002 0.0104 0.000C2 8792 -0.0143 0.1099 -0.009AI 8792 0.000 1.2648 -0.2773
注：各指標に関する基本的な統計量をまとめたもの。Turnover は売買回転率、ILL は
Amihud(2002) の非流動性比率、LAM は宇野・大村 (1998) の λ′ 係数、GAM は Pastor
and Stambaugh(2003) のオーダーフロー係数、C2 は Llorente et al.(2002) のリターン・
ボリューム係数を意味する。AI は以上の 5 つの指標の第 1 主成分に基づいて作成した非対
称情報の指標である。

ただし、Turnoveri,d,τ は、ある取引日 dにおける売買回転率であり、V OLi,d,τ/ALLi,d,τ によっ

て計算される。したがって、Vi,d,τ は日次売買回転率の自然対数値を過去 200日の取引日の平均値

で基準化したものとなっている。ただし、0の対数をとることを避けるため、対数の括弧内で非常

に小さな値∆ = 0.00000255が加えられている。Llorent et al.(2002)によれば、C2i,τ は情報の非

対称性の程度と正の相関を持っており、非対称情報が拡大するほど C2i,τ は大きくなる。

3.2 非対称情報の指標の作成

上述の方法で 5つの指標を作成し、それらを基にして情報の非対称性に関する指標を作成する。

まず、各企業 iの各年度 τ における流動性指標である Turnoveri,τ、ILLi,τ、LAMi,τ、GAMi,τ、

C2i,τ を作成する。これらの指標を作成するために使用するデータは、1996年から 2009年までに

東証 1部に上場していた企業 628社、14年間のデータである。*9 各指標を作成するためには、各銘

柄の株式に関する日次の取引データが必要となり、必要なデータは、日次売買高、総発行株式数、

日次株式収益率、日次売買金額、日次市場収益率である。*10それぞれの日次データについては日経

NEEDS株価データベースより取得した。ただし、株式収益率については、日次データを用いる関

係上、配当込収益率のデータを利用することができなかったため、終値を使って計算している。*11

さらに、日次売買金額についてもデータは利用可能でなかったため、その日の売買高に終値を掛け

たものを日次売買金額として用いている。

表 1には、サンプルにおける各流動性指標の基本的な統計量が示されている。表 2には、それぞ

れの相関係数が示されている。各指標の相関を見ると、Turnoveri,τ の指標はその他の 4つの指標

*9 ここで用いているデータは次節の分析で用いるデータと整合性を持たせるために同じサンプルを使用している。サ
ンプルの詳しい抽出条件は次節で説明する。

*10 日次市場収益率については、TOPIXの収益率を用いている。
*11 収益率を計算する際には、分割調整済の終値を利用して計算している。また、前日に全く取引が行われていない場
合には、その日のデータは計算から除外した。これは、前々日の終値からの収益率を計算すると、2日間の情報を含
んだ収益率になってしまうためである。
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表 2 各指標間の相関Turnover ILL LAM GAM C2 AITurnover 1ILL -0.5823 1LAM -0.1148 0.6028 1GAM -0.5809 0.8374 0.4733 1C2 -0.1919 0.1455 0.0447 0.1035 1AI -0.3984 0.7518 0.8926 0.6195 0.3167 1
注：各指標間の相関をまとめたもの。相関は spearman の順序相関係数に基づいている。Turnover は売買
回転率、ILL は Amihud(2002) の非流動性比率、LAM は宇野・大村 (1998) の λ′ 係数、GAM は Pastor
and Stambaugh(2003) のオーダーフロー係数、C2 は Llorente et al.(2002) のリターン・ボリューム係数
を意味する。AI は以上の 5 つの指標の第 1 主成分に基づいて作成した非対称情報の指標である。

表 3 主成分分析第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分 第5主成分Turnover -0.1752 0.7111 -0.1795 0.6141 0.233ILL 0.6989 0.0475 -0.035 -0.1317 0.7005LAM 0.6587 0.2888 -0.1606 0.062 -0.6731GAM 0.1201 0.1205 0.9653 0.1933 -0.0434C2 0.1805 -0.6278 -0.0946 0.7512 -0.001固有値 1.5997 1.1116 0.9947 0.8875 0.4065寄与率 0.3199 0.2223 0.1989 0.1775 0.0813
固有ベクトル

注：Turnover、ILL、LAM、C2 を用いた主成分分析の結果をまとめたもの。Turnover は売買回転率、ILL は
Amihud(2002) の非流動性比率、LAM は宇野・大村 (1998) の λ′ 係数、GAM は Pastor and Stambaugh(2003)
のオーダーフロー係数、C2 は Llorente et al.(2002) のリターン・ボリューム係数を意味する。推計を行う際には、
各指標の分散の違いを考慮するため、各指標を平均と標準偏差で基準化して使用している。

と負の相関を持っている一方で、ILLi,τ と LAMi,τ、GAMi,τ、C2i,τ の 4つはそれぞれ正の相関

を持つことが分かる。Turnoveri,τ は流動性が高いほど大きくなることが予測され、それ以外の指

標はその逆であるため、これらの変数の相関関係はこの予測と整合的である。そのため、各指標は

流動性をある程度適切に反映していると考えられる。

既に述べたように、これら 5つの指標は情報の非対称性に関する情報を含んでいると考えられる

が、必ずしもそれだけではなく、情報の非対称性以外の要因もまた反映していることは容易に想像

できる。そこで、本稿ではこれらの変数を用いて主成分分析を行うことにより、情報の非対称性に

基づく主成分を分離することで、非対称情報の指標を作成する。ただし、表 1 を見ても分かるよ

うに、それぞれの変数では分散が大きく異なっており、そのまま主成分分析を行うと分散の違いに

よって大きく影響を受ける可能性が高い。そのため、ここでは、5つの変数をそれぞれ平均と標準

偏差によって基準化したものを用いて主成分分析を行っている。

主成分分析の結果は表 3に示されている。表には、第 1主成分から第 5主成分までのそれぞれ

について、固有ベクトルと固有値、寄与率がまとめられている。市場の流動性は、情報優位の投資
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家と情報劣位の投資家との間の情報の非対称性が大きいほど低下すると考えられる。したがって、

情報の非対称性に関する主成分は、Turnoveri,τ と負の相関、ILLi,τ、LAMi,τ、GAMi,τ、C2i,τ

とは正の相関を示すと考えられる。各主成分の固有ベクトルを見ると、第 1主成分がこのような特

徴を持っている可能性が高く、第 1主成分の主成分得点は Turnoveri,τ が大きくなるほど上昇し、

ILLi,τ、LAMi,τ、C2i,τ が大きくなるほど低下する。このことから、本稿ではこの第 1主成分を

情報の非対称性に関する主成分として特定し、企業 iの τ 年度のデータから得られる第 1主成分得

点を非対称情報の指標 AIi,τ とする。AIi,τ と 5つの変数との相関関係については表 2の一番下の

行に示されている。これを見ると、AIi,τ は確かに Turnoveri,τ と負の相関、その他の 4つとは正

の相関を示しており、AIi,τ は情報の非対称性に関する指標として整合的なものであると言える。

4 実証分析

前節では、市場の流動性に着目し、資本市場における情報優位者と情報劣位者との間の情報の非

対称性の程度を定量化した。資本市場において、銀行は情報優位者であると考えられるので、も

し、情報の非対称性が企業の負債構成に影響を与えているのであれば、非対称情報の程度が大きく

なるほど、企業は銀行借入を利用すると考えられる。ここでは、前節で作成した非対称情報の指標

やその他に負債構成に影響を与えていると考えられる指標を用いて企業の負債構成を分析すること

で、負債構成がどのような要因によって決定されるのかを考察する。

4.1 分析に用いる指標

企業の負債構成に影響を与えていると考えられる要因としては、様々なものが考えられる。ここ

では、有利子負債に占める社債の割合を「社債比率」とし、それを企業の負債構成の指標として用

いる。この指標には短期性の負債も含まれており、有利子負債は貸借対照表における短期借入金、

1年以内償還の長期借入金、長期借入金、CP、1年以内償還の社債、社債の合計であり、社債比率

はそれに占める CPと 1年以内償還の社債、社債の合計の割合である。まず、2節でも述べたよう

に、情報の非対称性の程度は企業の負債構成に影響を与えている可能性がある。指標として用いる

のは、前節において作成した非対称情報の指標 AIである。この指標が大きいほど、銀行と一般投

資家との間の情報格差が大きいと考えられるため、企業にとっては銀行借入を利用するようになる

と考えられる。

過去の多くの研究において、企業規模が負債構成に影響を与えることが指摘されている。その

理由として、まず大企業の場合、資金調達の規模も大きいため、社債を発行する際の固定的な費

用を節約できるということが挙げられる。社債の発行においては、例えば引受手数料などについ

て一定の固定費がかかるかもしれないが、調達規模が大きい場合には、そのコストは平均的に低

くなると考えられる。また、規模の大きな企業は高い評判を獲得している可能性も考えられる。

Diamond(1991)では評判は企業の負債利用に影響することが示されており、評判の確立された企

業ほど社債を利用すると考えられる。ここでは、企業規模を示す変数として総資産額を用いること
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にする。

次に、企業の収益性を示す指標として、営業利益率を用いる。営業利益率は営業利益を資産合計

で割り、それを過去 5年間について平均値を取ったものを使用する。営業利益率の高い企業は、よ

り多くの内部留保を確保できるため、資金の流動性を確保するために銀行に頼る必要はないかもし

れない (Hosono 2003)。また、営業利益率の高い企業はデフォルトに陥る可能性が小さいと考えら

れるため、営業利益率は信用力の指標と見ることもできる。

Johnson(1997)や Hadlock and James(2002)などの研究と同様に、時価簿価比率を企業の投資

機会の指標として用いる。時価簿価比率は企業の株式時価総額と負債総額の合計を資産総額で割っ

たものを使用する。資本市場においては、有利な投資機会を持つ企業ほどその価値は高く評価され

ることになる。有利な投資機会から得られる将来的なキャッシュフローは、現存する資産の簿価と

比べて時価を高めるので、企業の時価簿価比率は高くなると考えられる。したがって、高い時価簿

価比率は企業が質の高いプロジェクトを持つことを意味する。Diamond(1991)や Rajan(1992)で

は質の高い投資機会を持つ企業ほど社債を利用する可能性があることを理論的に指摘している。一

方、Hosono(2003) や Denis and Mihov(2003) では企業の成長性が負債利用に影響を与えること

を指摘している。成長性の高い企業の場合には、負債利用によるエージェンシ問題が投資を歪めて

しまう可能性があり、銀行借入を利用すると、社債と比べて負債利用によるエージェンシー問題が

軽減できるため、成長性の高い企業は銀行借入に依存するかもしれない (Myers 1977)。投資機会

が豊富であるほど、成長性も高いと考えられるため、時価簿価比率は成長性の指標としても考えら

える。また、ここでは、より直接的な指標として、売上高成長率の過去 5年間の平均値を成長性を

表す指標として用いている。

有形資産比率は資産の担保価値やリスクを高める資産代替の可能性を示す指標として用いる。有

形資産比率は資産総額に占める有形固定資産の合計であり、有形固定資産が多いほど担保として設

定しやすく、またリスクを高める資産代替が起こりにくいと考えられる (Detragiache 1994)。ま

た、換金性の高い流動資産も高い担保価値を持つと考えられる。そのため、流動資産項目の現金・

預金と有価証券の合計を総資産で除した手元流動性も資産の担保価値の指標として用いた。預金や

有価証券などは企業がデフォルトした場合にも、価値が損なわれることはないので、これらの資産

が多いほど、企業の清算価値が高いと考えられる。

次に過去 1年間の日次株式収益率の標準偏差を指標として用いている。これは、株式収益率のボ

ラティリティを表す指標であり、Hadlock and James(2002)では企業の負債利用に影響すること

が観察されている。彼らの研究では、株式収益率のボラティリティが大きいことは、企業価値に関

して情報が不明瞭であると考えている。また、企業年齢についても分析に用いる。企業年齢につい

ては一般的に企業の評判に関する代理指標として用いられることが多く、企業年齢が高いほど評判

が確立されていると考えられる (Johnson 1997)。さらに、企業年齢が高いことは、長い期間に渡っ

て企業が存続していることを意味するので、信用リスクの少ないことを示唆するかもしれない。

最後に、経営者保有株式比率を経営者のエージェンシー問題に関する指標として用いる。経営者

保有株式比率は経営者保有株式数を総発行株式数で除して求めている。銀行借入を利用した場合に

は、銀行が集中した請求権を持つことになるため、社債の保有者と比べ、銀行は企業の経営者に対
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して圧力をかけることができ、非常に大きな影響力を持つかもしれない。そのため、保有株式比率

が低く、強い支配力を持たないような経営者の場合には、公募社債を利用することで銀行からの影

響力を弱めようとするかもしれない (Denis and Mihov 2003)。一方で、株式保有比率の低い経営

者は他の株主との利害対立に由来するエージェンシー問題を緩和するために、より多くの銀行借入

を利用することで銀行の厳しい監視を受け入れ、それを最適な投資政策を実行するという信憑性の

あるコミットメントとして利用する可能性もある。どちらの場合にも、経営者のエージェンシー問

題は企業の負債構成に影響するがある。

4.2 データ

以上のような指標を作成するために必要な財務指標は日経 NEEDSの企業財務データから取得

した。分析対象となるのは、1996年から 2009年までに東証 1部に上場していた全産業である。た

だし、分析対象として銀行業、証券業、保険業は除外した。また、比較するする時期を一致させる

ため、3月末日の決算情報を利用し、3月決算を採用していない企業は除外した。さらに、企業の

負債構成を分析する関係上、有利子負債を全く利用していない企業については、分析対象から除外

している。本稿で用いる指標には過去 5年に遡って作成する必要のある指標も含まれているため、

1991年からの財務データが必要であるが、それまでに 1部上場していない企業や全ての期間につ

いてのデータが利用可能でない企業については除外している。その結果、分析に使用するのは 628

社、14年間のパネルデータとなる。

表 4には、分析に用いる指標について基本的な統計量をまとめている。表には各指標について、

平均値と標準偏差、10 パーセンタイル、50 パーセンタイル、90 パーセンタイルの値がそれぞれ

示されている。情報の非対称性の指標 (AI)については、作成する段階において各指標を標準化し

ているため、平均値は 0 となっている。サンプルに含まれる企業の規模を見ると、平均すると約

4500億円であるが、そのばらつきは非常に大きいことが分かる。10パーセンタイルの値は約 300

億円であるのに対し、90パーセンタイルの値は約 1兆円、中央値が 1200億円程度であるため、一

部の大企業が非常に大きな資産規模を持つと言える。また、東証 1部上場企業に限定していること

もあり、サンプルに含まれている企業は長期に渡って存続している企業が多い。企業年齢は平均し

て約 64年であり、標準偏差を見てもそれほどばらつきは大きくない。

一方、社債比率を見てみると、サンプルに含まれる企業の平均的な社債比率は約 22 ％である。

しかし、各パーセンタイルの値を見ると、90 パーセンタイルの値は約 65 ％であるのに対し、10

パーセンタイルの値は 0％、中央値についても 8％程度である。このことは、社債をほとんど利用

していない企業が多く存在しており、その一方で、社債を積極的に利用している企業が存在してい

ることを意味している。

表 5では、サンプルに含まれる企業を、社債を利用しているか否かによって分類し、それぞれの

グループで各指標の平均値と中央値を求めている。表の最初の 2列には、社債を利用している企業

について、次の 2列には、社債を利用していない企業について、それぞれ平均値と中央値が示され

ている。そして、最後の 2列には、社債を利用している企業と利用していない企業について、各指
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表 4 基本統計量標本数 平均 標準偏差 10 50 90社債比率 8792 0.223 0.280 0.000 0.081 0.658AI 8792 0.000 1.265 -1.060 -0.277 1.239総資産 8792 456167 1114177 30178 116141 1090000営業利益率 8792 0.029 0.026 0.004 0.027 0.059時価簿価比率 8792 1.177 0.490 0.822 1.076 1.616売上高成長率 8792 0.015 0.376 -0.057 0.001 0.079有形資産比率 8792 0.287 0.181 0.079 0.257 0.537手元流動性 8792 0.100 0.082 0.016 0.081 0.212株式収益率標準偏差 8792 0.027 0.010 0.016 0.026 0.041企業年齢 8792 64.42 17.73 46 61 88経営者保有株式比率 8792 0.012 0.028 0.000 0.003 0.030
Percentile

注：1996 年から 2009 年までに東証 1 部に上場していた 628 社の 14 年間の財務データより、各指標の基本的な
統計量をまとめたもの。「社債比率」は有利子負債総額に占める社債と CP の合計であり、(CP+1 年以内償還の社
債 + 社債)/(短期借入金 +1 年以内償還の長期借入金 + 長期借入金 + CP+1 年以内償還の社債 + 社債) である。
「AI」は 3 節で求められた情報の非対称性の指標である。「総資産」は貸借対照表の資産合計であり、単位は百万円。
「営業利益率」は営業利益を総資産で除したものを過去 5 年間で平均したもの。「時価簿価比率」は (株式時価総額 +
負債合計)/資産合計で計算したもの。「売上高成長率」は過去 5 年間の売上高の成長率を平均したもの。「有形資産比
率」は有形固定資産合計を資産合計で除したもの。「手元流動性」は流動資産項目の現金・預金と有価証券の合計を資
産合計で除したもの。「株式収益率標準偏差」は過去 1 年間の日次株式収益率の標準偏差である。「企業年齢」は実質
設立年から当該決算期までの年数である。「経営者保有株式比率」は経営者保有株式数を総発行株式数で除したもの。

標の平均値の差と中央値の差が示されている。社債を利用している企業数は約 4800社であるのに

対し、利用していない企業は約 3900社であり、約 45％の企業は社債を全く利用しておらず、有利

子負債を借入金に依存している。

社債を利用している企業群と社債を利用していない企業群を比較したとき、まず最も大きく異な

るのは、それぞれの資産規模である。社債を利用する企業群の資産規模は平均で約 7300億円であ

るのに対し、社債を全く利用していない企業群では平均して約 1100億円であり、平均値で比較す

ると約 6倍の違いが存在していることが分かる。中央値で見ても 4倍近くの格差があり、社債を利

用している企業は利用していない企業と比べて非常に大きな規模を持つと考えられる。また、非対

称情報の指標 (AI)についても、各企業群の間で大きく異なっている。社債を利用している企業と

利用していない企業について、AIの平均値はそれぞれ −0.294と 0.361であり、中央値ではそれぞ

れ −0.468と 0.043である。平均値の差と中央値の差はどちらも有意に負であり、AIは社債利用

の企業群の方が低いことが分かる。*12 非対称情報の指標は値が大きいほど、情報の非対称性が大き

いことを意味するので、このことは、社債を利用している企業は全く利用していない企業と比較す

ると、情報の非対称性が小さいと考えられる。

一方、各グループで企業年齢を比較すると、平均値と中央値にはほとんど差が存在せず、その差

*12 中央値の差に関しては、Mann-Whitney検定の結果を示しているが、これは順位統計量を用いた検定手法であり、
厳密には各サンプルが同様の分布から発生したものであるかを検定する手法である。そのため、中央値の差を直接的
に検定しているわけではないことには留意する必要がある。
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表 5 社債利用の有無による分類(1)平均値 (2)中央値 (3)平均値 (4)中央値AI -0.293 -0.468 0.361 0.038 -0.654 ** -0.506 **総資産 735653 225493 112147 64010 623506 ** 161483 **営業利益率 0.030 0.027 0.029 0.025 0.001 0.002 **時価簿価比率 1.217 1.122 1.128 1.011 0.089 ** 0.112 **売上高成長率 0.027 0.004 0.001 -0.004 0.026 ** 0.008 **有形資産比率 0.310 0.274 0.260 0.242 0.050 ** 0.032 **手元流動性 0.093 0.075 0.109 0.087 -0.016 ** -0.012 **株式収益率標準偏差 0.025 0.024 0.029 0.028 -0.004 ** -0.004 **企業年齢 64.9 61.0 63.8 61.0 1.128 0.000経営者保有株式比率 0.011 0.002 0.014 0.004 -0.003 ** -0.002 **観測数
(1)-(3) (2)-(4)

4851 3941

社債あり 社債なし

注：表はサンプルに含まれる企業を、社債を利用している企業と利用していない企業に分類し、それぞれについて各
指標の平均値と中央値をまとめたもの。具体的には、表 4 における「社債比率」が 0 より大きい企業を「社債あり」
とし、0 である企業を「社債なし」に分類している。「AI」は 3 節で求められた情報の非対称性の指標である。「総資
産」は貸借対照表の資産合計であり、単位は百万円。「営業利益率」は営業利益を総資産で除したものを過去 5 年間で
平均したもの。「時価簿価比率」は (株式時価総額 + 負債合計)/資産合計で計算したもの。「売上高成長率」は過去 5
年間の売上高の成長率を平均したもの。「有形資産比率」は有形固定資産合計を資産合計で除したもの。「手元流動性」
は流動資産項目の現金・預金と有価証券の合計を資産合計で除したもの。「株式収益率標準偏差」は過去 1 年間の日
次株式収益率の標準偏差である。「企業年齢」は実質設立年から当該決算期までの年数である。「経営者保有株式比率」
は経営者保有株式数を総発行株式数で除したもの。平均値の差と中央値の差についている記号はそれぞれ、t 検定と
Mann-Whitney 検定の結果を示したもの。*と**はそれぞれ 5 ％水準と 1 ％水準で有意であることを示している。

も有意ではない。米国における過去の研究では、企業年齢が企業の負債構成に影響を与えているこ

とが示されている (Johnson 1997, Hadlock and James 2002)。したがって、この結果はそれらの

分析結果とは異なっている。1つの可能性としては、ここでは単純に各指標に関して平均値を比較

しているので、その他の変数の影響を考慮できていないことが影響している可能性が考えられる。

そのため、負債構成に対する影響を厳密に調べるためには、ここで示したような要因を同時に考慮

した上で考察する必要があろう。次節では、多変量による分析を行うことで、これらの変数で示さ

れている要因が企業の負債構成に影響を与えるのかどうかを分析する。

4.3 多変量による分析

以上の分析では、単一の変数に関する分析であるため、その他の変数の影響を考慮していない。

そこで、ここでは分析に用いる各変数を同時に考慮した分析を行う。分析では、各変数が企業の負

債構成にどのように影響するのかを分析するため、負債構成に関する指標をいくつか作成する。1

つ目の変数は既に説明した「社債比率」である。この指標には短期性の有利子負債も考慮されてい

るが、企業が投資のために資金調達を行う場合には、長期性の負債によって調達することが適当で

あるかもしれない。そこで、長期性の有利子負債の調達に限定した分析も行うため、長期性の有利

子負債に占める社債の割合を示す指標として「長期社債比率」という変数も作成した。具体的に
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は、長期社債比率は貸借対照表項目の 1年以内償還の社債と社債の合計を 1年以内償還の長期借入

金、長期借入金、1年以内償還の社債、社債の合計によって除して計算する。

この 2つの変数は、基本的には企業の負債構成の水準を示す変数であり、これらの変数を用いる

ことで、企業が負債をどのような組み合わせで利用するかに関する意思決定を分析することがで

きる。それに対し、表 5からも分かるように、東証 1部に上場している企業でさえ、4割を超える

企業が社債を全く利用していない。そのため、企業の負債利用を考える上では、社債を利用するの

かどうかに関する意思決定が重要である可能性も考えられる。そこで本稿では、企業が負債による

資金調達を行う際に、社債を利用するのかどうかに関する分析も行う。分析で用いている説明要因

は、負債利用において社債を発行するのかどうかの確率に影響を与えている可能性がある。企業が

社債を利用するかどうかを指標としては、「社債発行確率」と「長期社債発行確率」を用いる。社

債発行確率は有利子負債において社債もしくは CPを利用していれば 1を取り、利用していなけれ

ば 0を取る変数である。長期社債発行確率は長期性の有利子負債において社債を利用しているなら

ば 1を取り、利用していなければ 0を取る変数である。

以上の 4つの変数を用いて分析することで、どのような要因が企業の負債利用に影響を与えるの

かを分析する。ただし、長期社債比率と長期社債発行確率を用いた分析では、長期性の負債を全く

利用していない企業に関しては指標を作成することができないため、分析から除外している。ここ

で、社債比率と長期社債比率の指標に関しては、定義上 0 から 1 の範囲までの値しか取ることは

ない。そのため、社債比率と長期社債比率を用いる分析では、下限を 0、上限を 1とするトービッ

トモデルを用いて推計を行う。また、社債発行確率と長期社債発行確率の指標に関しては、0と 1

の 2値のみを取ることになる。そのため、社債発行確率と長期社債発行確率を用いる分析では、ロ

ジットモデルを用いて推計を行うことにより、各変数が社債の発行確率に与える影響を分析する。

さらに、分析ではパネルデータを用いて推計を行うため、各企業について個別効果を考慮した推計

を行うことができる。ただし、トービットモデルやロジットモデルを使った推計の場合には、個別

効果として固定効果を想定すると一致推定することができない。*13 そこで、本稿では推計におい

て、変量効果モデルを用いた分析を行う。分析においては、既に説明した変数に加えて、各企業の

事業分野や配当を実施しているかどうかを考慮するため、企業の業種を示すダミー変数と配当を実

施しているかどうかを示すダミー変数を推計に加えている。また、マクロ的な経済状況の影響を考

慮するため、CPIと GDPを分析に加えている。*14

トービットモデルを用いた場合の推計結果は表 6に示されている。表の 1列目と 2列目には、社

債比率を被説明変数とした場合の推計結果が示されており、3列目と 4列目には長期社債比率を被

説明変数とした場合の推計結果が示されている。まず、情報の非対称性を示す変数を見てみると、

AIの係数は負で有意となっており、その有意性もかなり高いことが分かる。この結果は、被説明

*13 この問題は、非線形のモデルについては一般的な問題である。これは、一定期間のデータでは固定効果を一致推定
することができないことに由来する。線形モデルの場合には、固定効果を除去することができるため、その他のパラ
メーターについては一致推定ができる。しかし、非線形モデルにおいては、固定効果が各パラメーターに影響するた
め、推計されたパラメーターは一致推定量にならない。

*14 CPIと GDPについては日経 NEEDSのマクロ経済データから取得した。CPIは全国消費者物価指数 (総合)であ
り、CPIと GDPは各年 3月期における過去 1年間の変化率を使用している。
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表 6 推計結果 1(1) (2) (3) (4)coef. coef. coef. coef.AI -0.022 -0.022 -0.031 -0.03(4.46)** (4.40)** (4.66)** (4.48)**Log(総資産) 0.158 0.142 0.188 0.167(16.22)** (15.03)** (14.13)** (13.10)**営業利益率 -0.472 -0.457 -0.453 -0.451(2.29)* (2.21)* (1.54) (1.53)時価簿価比率 0.017 0.02 0.017 0.021(1.86) (2.25)* (1.37) (1.68)売上高成長率 0.021 0.022 0.012 0.011(2.64)** (2.64)** (0.99) (0.95)有形資産比率 0.037 0.107 -0.009 0.071(0.75) (2.32)* (0.13) (1.12)手元流動性 0.953 0.966 1.361 1.394(16.04)** (16.18)** (16.08)** (16.41)**株式収益率標準偏差 -2.398 -2.418 -3.119 -3.146(4.21)** (4.25)** (3.97)** (4.02)**Log(企業年齢) -0.604 -0.568 -0.84 -0.764(13.45)** (12.59)** (13.48)** (12.31)**経営者保有株式比率 0.263 0.098 0.476 0.302(1.14) (0.42) (1.47) (0.93)配当実施ダミー 0.029 0.031 0.025 0.028(2.30)* (2.42)* (1.47) (1.61)CPI -1.131 -1.076 -1.807 -1.729(3.10)** (2.94)** (3.56)** (3.39)**GDP 0.546 0.576 0.68 0.747(4.25)** (4.50)** (3.82)** (4.20)**産業ダミー yes no yes noConstant 0.414 0.621 1.007 1.146(1.79) (2.68)** (3.19)** (3.68)**観測数 8792 8792 8374 8374企業数 628 628 627 627

分析手法： RE Tobit model被説明変数：社債比率 被説明変数：長期社債比率

注：「社債比率」と「長期社債比率」を被説明変数として変量効果トービットモデルで推計したもの。「社債比
率」は有利子負債総額に占める社債と CP の合計であり、(CP+1 年以内償還の社債 + 社債)/(短期借入金 +1
年以内償還の長期借入金 + 長期借入金 + CP+1 年以内償還の社債 + 社債) である。「長期社債比率」は長
期性の有利子負債に占める社債の割合であり、(1 年以内償還の社債 + 社債)/(1 年以内償還の長期借入金 +
長期借入金 +1 年以内償還の社債 + 社債) である。「AI」は 3 節で求められた情報の非対称性の指標である。
「総資産」は貸借対照表の資産合計であり、単位は百万円。推計においては自然対数を取ったものを使用してい
る。「営業利益率」は営業利益を総資産で除したものを過去 5 年間で平均したもの。「時価簿価比率」は (株式
時価総額 + 負債合計)/資産合計で計算したもの。「売上高成長率」は過去 5 年間の売上高の成長率を平均した
もの。「有形資産比率」は有形固定資産合計を資産合計で除したもの。「手元流動性」は流動資産項目の現金・預
金と有価証券の合計を資産合計で除したもの。「株式収益率標準偏差」は過去 1 年間の日次株式収益率の標準偏
差である。「企業年齢」は実質設立年から当該決算期までの年数である。推計においては自然対数を取ったもの
を使用している。「経営者保有株式比率」は経営者保有株式数を総発行株式数で除したもの。「配当実施ダミー」
は配当を実施しているならば 1 を取り、実施していなければ 0 を取る変数である。「CPI」は消費者物価指数
(総合) の変化率であり、「GDP」は国内総生産の変化率である。「産業ダミー」は業種を示すダミー変数を推計
に加えているかどうかを示しており、業種は日経業種コードの中分類によって分類している。括弧内には各係
数の z 値（絶対値）を表している。*と**はそれぞれ 5 ％水準と 1 ％水準で有意であることを意味している。
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変数として社債比率と長期社債比率のどちらを用いた場合にも同様である。このことは、AIが高

い企業ほど、社債比率や長期社債比率が低くなる傾向があることを示しており、情報の非対称性が

深刻な企業ほど銀行借入に依存しやすいという仮説と整合的な結果であると言える。

社債比率と長期社債比率に対して、企業の総資産の係数は正であり、その有意性は非常に高いも

のである。このことは、資産規模がより大きい企業ほど社債を利用していることを示しており、単

一変数による平均値の差を分析した時と同様の結果である。また、過去における先行研究などとも

整合的であり、直観的にも納得的であろう。手元流動性についても、どちらの被説明変数を用いた

場合にもその係数は正であり、非常に高い有意性を持っている。単純に社債を利用する企業とそう

でない企業に分けて平均値を比べた場合には、社債を利用する企業の方が僅かではあるが手元流動

性は低かった。しかし、その他の変数も同時に考慮した場合には、むしろ手元流動性が多い企業ほ

ど、社債比率が高いことを示しており、有意性も非常に高いことから、重要な決定要因の一つであ

ると考えられる。

一方で、株式収益率の標準偏差や企業年齢の変数は、その係数は負で有意な結果となっている。

株式収益率の標準偏差については、Hadlock and James(2002)の研究で同様の変数が用いられて

おり、ここでの結果は彼らの分析と整合的なものである。彼らの研究によれば、この結果は情報が

不明瞭な企業ほど借入に依存しやすいという考え方と整合的であると指摘している。企業年齢に関

する結果は、非常に興味深いものである。筆者の知る限り、日本企業の負債構成について企業年齢

を考慮した分析は存在しないが、Jonson(1997)は米国企業について分析し、企業年齢が高いほど

社債を利用することを観察している。*15 ここでの結果は、米国企業に関する結果とは異なり、企業

年齢の係数は負で非常に高い有意性を示している。すなわち、日本企業の場合には、むしろ企業年

齢が高いほど借入に依存していると言える。Diamond(1991)の研究では、企業の評判の効果に着

目し、銀行との取引に関するクレジットレコードによって高い評判を確立した企業は社債を利用す

るようになるというモデルを提示している。この考えに基づけば、長く存続している企業は過去の

クレジットレコードを確立していると考えられるため、負債による資金調達において、社債をより

利用すると考えられる。しかし、本稿の結果は少なくともそのような評判の効果は観察されないこ

とを示している。一つの可能性としては、長きに渡って銀行が非常に強い影響力を持ってた日本に

おいては、長期に渡って存続しているような優良企業は既に銀行との長期的な取引関係によって囲

い込まれているということかもしれない。

以上の変数は企業の負債構成に対して非常に有意に影響を与えていると考えられるが、それに対

して、営業利益率や時価簿価比率、売上高成長率、有形資産比率、経営者保有株式比率などの変数

は、必ずしもその影響が明確ではない。特に、被説明変数に長期社債比率を用いた推計において

は、これらの変数はすべて有意なものではなく、少なくとも長期性の負債に限って言えば、これら

の変数は企業の負債構成に影響を与えないようである。一方で、短期性の負債を含めた社債比率を

用いた推計では、営業利益率や売上高成長率の係数は有意な影響を与えている。営業利益率に関し

*15 ただし、Cantillo and Wright(2000) や Hadlock and James(2002) では、企業年齢に関する有意な結果は観察
されていない。
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表 7 推計結果 2(1) (2) (3) (4)coef. coef. coef. coef.AI -0.24 -0.232 -0.251 -0.241(4.64)** (4.51)** (4.76)** (4.60)**Log(総資産) 1.956 1.872 1.867 1.767(17.91)** (17.89)** (17.05)** (17.07)**営業利益率 -13.602 -13.906 -11.548 -11.684(5.55)** (5.68)** (4.50)** (4.55)**時価簿価比率 0.066 0.114 0.043 0.095(0.68) (1.21) (0.41) (0.94)売上高成長率 1.227 1.302 0.296 0.34(1.93) (2.05)* (0.78) (0.71)有形資産比率 1.802 2.98 1.443 2.715(2.92)** (5.45)** (2.30)* (4.91)**手元流動性 5.67 5.855 6.698 6.938(8.13)** (8.41)** (9.10)** (9.45)**株式収益率標準偏差 -19.704 -20.219 -21.641 -22.407(3.02)** (3.12)** (3.27)** (3.42)**Log(企業年齢) -3.715 -3.138 -3.433 -2.793(7.73)** (6.82)** (7.23)** (6.19)**経営者保有株式比率 9.447 7.591 7.203 5.387(3.35)** (2.72)** (2.50)* (1.88)配当実施ダミー 0.152 0.174 0.132 0.154(1.09) (1.25) (0.93) (1.1)CPI -5.777 -4.808 -10.575 -9.564(1.29) (1.08) (2.33)* (2.11)*GDP 4.761 5.214 5.019 5.504(3.15)** (3.48)** (3.26)** (3.62)**産業ダミー yes no yes noConstant -8.463 -9.248 -8.127 -9.462(3.70)** (4.16)** (3.57)** (4.32)**観測数 8792 8792 8374 8374企業数 628 628 627 627

分析手法： RE Logit model被説明変数：社債発行確率 被説明変数：長期社債発行確率

注：「社債発行確率」と「長期社債発行確率」を被説明変数として変量効果ロジットモデルで推計したもの。「社
債発行確率」は有利子負債について、社債もしくは CP を利用していれば 1 を取り、それ以外の場合には 0 を
取る変数である。「長期社債発行確率」は長期性の有利子負債について、社債を利用しているならば 1 を取り、
それ以外の場合には 0 を取る変数である。「AI」は 3 節で求められた情報の非対称性の指標である。「総資産」
は貸借対照表の資産合計であり、単位は百万円。推計においては自然対数を取ったものを使用している。「営業
利益率」は営業利益を総資産で除したものを過去 5 年間で平均したもの。「時価簿価比率」は (株式時価総額 +
負債合計)/資産合計で計算したもの。「売上高成長率」は過去 5 年間の売上高の成長率を平均したもの。「有形
資産比率」は有形固定資産合計を資産合計で除したもの。「手元流動性」は流動資産項目の現金・預金と有価証
券の合計を資産合計で除したもの。「株式収益率標準偏差」は過去 1 年間の日次株式収益率の標準偏差である。
「企業年齢」は実質設立年から当該決算期までの年数である。推計においては自然対数を取ったものを使用して
いる。「経営者保有株式比率」は経営者保有株式数を総発行株式数で除したもの。「配当実施ダミー」は配当を
実施しているならば 1 を取り、実施していなければ 0 を取る変数である。「CPI」は消費者物価指数 (総合) の
変化率であり、「GDP」は国内総生産の変化率である。「産業ダミー」は業種を示すダミー変数を推計に加えて
いるかどうかを示しており、業種は日経業種コードの中分類によって分類している。括弧内には各係数の z 値
（絶対値）を表している。*と**はそれぞれ 5 ％水準と 1 ％水準で有意であることを意味している。
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ては、有意性はあまり高くはないものの、係数は負で有意であり、営業利益率が高い企業ほど社債

比率が低くなる傾向があると言える。売上高成長率の係数は正であり、1％水準で有意である。こ

のことは、より成長性の高い企業ほど社債比率が高いことを示している。長期性の負債に限定した

場合にはその有意性が失われていることを鑑みると、高成長企業の場合には、主に運転資金につい

て、銀行借入では調達しきれない資金を CPによって市場から直接的に調達しているということを

意味しているのかもしれない。

次に、社債を利用するかどうかの意思決定に関する分析は表 7で示されている。表は社債発行確

率と長期社債発行確率を被説明変数としたロジットモデルの推計結果が示されており、1列目と 2

列目には社債発行確率を被説明変数とした推計結果、3列目と 4列目は長期社債発行確率を被説明

変数とした推計結果である。

これを見ると、社債比率や長期社債比率を用いた分析の場合と同様に、AIや総資産、株式収益

率標準偏差、企業年齢の変数は有意に影響を与えていることが分かる。AIに関して、係数が負で

有意であるという結果は、情報の非対称性の程度が大きいほど、企業は社債を利用せずに借入に依

存しやすいということを意味しており、仮説と整合的な結果と言えるであろう。したがって、情報

の非対称性の程度は、企業の負債構成の水準に関してだけではなく、社債を利用するのかどうかの

意思決定ついても重要な要因の一つであると考えられる。

一方で、先ほどの推計の時と最も異なる点は、営業利益率や有形資産比率、経営者保有株式比率

の係数が高い有意性を示していることである。営業利益率は、被説明変数に社債発行確率と長期社

債発行確率のどちらを用いた場合にも、係数は有意に負であり、その有意性も非常に高いものであ

る。米国の先行研究では、一般的に収益性の高い優良企業は社債のような市場性の高い負債を利

用すると考えられており、Diamond(1991)や Rajan(1992)などの研究においても理論的に指摘さ

れている。そして、米国の先行研究では、その予測と整合的な実証結果も示されている (Cantillo

and Wright 2000, Denis and Mihov 2003)。本稿の推計結果は、むしろ収益性の高い企業ほど借

入に依存しやすいことを示している。このことは、銀行が貸出先を収益性の高い優良企業に絞って

いることを反映しているかもしれない。1990年代からの景気の低迷期においては、銀行経営の健

全性が悪化したことが指摘されており、銀行が財務的な健全性を維持するため、いわゆる「貸し渋

り」に代表されるような貸出の制限が見られることが一般的にしばしば指摘されている。銀行が貸

出先を制限した結果、収益性の高い優良企業に関しては従来通り借入に頼った資金調達を行うこと

ができる一方で、そうでない企業は必要な資金を借入金によってすべて調達することが困難とな

り、市場からの直接的な資金調達により不足分を補っているということかもしれない。

また、有形資産比率に関しても、どちらの被説明変数を用いた場合でも、係数は正で有意であり、

有意性もかなり高いものとなっている。経営者保有株式比率は、長期社債発行確率を被説明変数と

した場合の有意性が若干低いものの、係数は正で有意である。これらの変数は、負債構成の水準を

分析したトービットモデルの推計の際には、ほとんど有意な結果ではなかった。したがって、これ

らはどのような割合で社債と借入金を構成するかという意思決定においてはそれほど重要ではない

ものの、社債を利用するのかどうかという意思決定においては重要性を持つ可能性がある。
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4.4 産業別サンプルによる分析

以上の分析では、企業の負債構成に関する意思決定について、どのような要因が影響を与えてい

るのかを分析している。しかし、負債構成に対する影響は、企業の属する産業によって大きく異な

るかもしれない。特に、情報の非対称性の程度が負債構成に与える影響は、製造業と非製造業とを

比べた場合に、製造業において強い影響を持つ可能性は十分に考えられる。なぜならば、製造業に

属する企業の場合には、その企業特有の製造技術やノウハウが経営においてより一層の重要性を持

つと考えられ、そのことが外部者である資金の貸し手（投資家）との間の非対称情報の問題をより

深刻化してしまう可能性が考えられるためである。

上述の分析においては、企業の業種に関するダミー変数を推計に加えており、業種の違いによる

影響をある程度は考慮している。しかし、業種のダミー変数を推計に加えることによって考慮でき

るのは、切片に関する違いのみであり、それぞれの説明要因が企業の負債構成に与える影響は、す

べての業種について同じであることを暗黙のうちに想定している。そこで、ここでは分析に用いた

サンプルを製造業に属する企業と非製造業に属する企業とのサブサンプルに分割し、各説明要因の

負債構成に与える影響が製造業と非製造業で異なるのかどうかを分析する。製造業と非製造業の分

類に関しては、日経業種コードの大分類によって分割した。そして、先程の分析と同じように、各

サブサンプルのそれぞれについて、社債比率と長期社債比率に関しては変量効果トービットモデル

を用いて、社債発行確率と長期社債発行確率に関しては変量効果ロジットモデルを用いて推計を

行った。推計結果は表 8と表 9に示されている。

製造業と非製造業のサンプルを用いた推計結果を比較すると、まず、情報の非対称性に関する指

標 (AI)についての結果がそれぞれのサンプルで大きく異なることが分かる。製造業のサンプルを

用いた推計においては、4つの被説明変数についてどの指標を使用した場合にも、AIの係数は有意

に負であり、有意性もかなり高いものであることが分かる。それに対して、非製造業のサンプルを

用いた推計においては、どの指標を用いた場合にも、係数に有意性は観察されない。これは、非常

に興味深い結果であると考えられる。このことは、製造業に属する企業にとっては、負債構成の水

準に関する意思決定と社債を利用するのかどうかという意思決定のどちらの場合においても、情報

の非対称性の問題が重要となる一方で、非製造業の企業にとっては、それがあまり重要な要因とな

らないことを示唆している。したがって、情報の非対称性が深刻な企業は、負債構成において借入

に依存する傾向があるが、それは特に製造業において観察される傾向であると言えよう。

一方、総資産や手元流動性、株式収益率標準偏差、企業年齢に関する推計結果は、サンプル全体

を用いた推計の時と同様の結果である。そして、これらの変数に関しては、すべての推計において

有意な結果を得ており、係数の値は若干異なるものの、製造業の場合と非製造業の場合とで一貫し

た影響を与えていることを示している。したがって、これらの要因は産業別に見た場合にも、比較

的頑健な結果であると言える。

製造業と非製造業とを比較した場合に、特徴的な結果は営業利益率や有形資産比率である。営業

利益率に関する結果を見ると、製造業のサンプルによる推計では、どの場合も係数は負で高い有意
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表 8 推計結果 3製造業 非製造業 製造業 非製造業(1) (2) (3) (4)coef. coef. coef. coef.AI -0.031 -0.008 -0.038 -0.017(4.47)** (1.18) (4.25)** (1.74)Log(総資産) 0.194 0.111 0.241 0.123(13.96)** (8.59)** (12.99)** (6.60)**営業利益率 -0.77 0.426 -1.032 1.287(2.90)** (1.3) (2.83)** (2.54)*時価簿価比率 0.012 0.039 0.01 0.05(1.05) (2.22)* (0.66) (1.88)売上高成長率 0.023 -0.059 0.013 -0.117(2.68)** (0.76) (1.07) (1.02)有形資産比率 0.181 -0.055 0.219 -0.167(2.40)* (0.88) (2.13)* (1.87)手元流動性 0.91 0.896 1.308 1.247(11.93)** (9.41)** (12.43)** (8.54)**株式収益率標準偏差 -2.056 -3.198 -2.738 -4.193(2.71)** (3.85)** (2.67)** (3.52)**Log(企業年齢) -0.815 -0.323 -1.129 -0.461(11.91)** (5.87)** (12.01)** (5.78)**経営者保有株式比率 1.225 -0.154 1.603 -0.041(2.91)** (0.61) (2.80)** (0.11)配当実施ダミー 0.029 0.04 0.036 0.022(1.85) (1.93) (1.69) (0.75)CPI -2.043 0.508 -3.128 0.569(4.27)** (0.94) (4.80)** (0.72)GDP 0.592 0.397 0.74 0.486(3.42)** (2.17)* (3.13)** (1.85)産業ダミー yes yes yes yesConstant 1.108 -0.067 1.863 0.371(3.14)** (0.24) (3.95)** (0.93)観測数 5726 3066 5507 2867企業数 409 219 409 218

分析手法： RE Tobit model被説明変数：社債比率 被説明変数：長期社債比率

注：「社債比率」と「長期社債比率」を被説明変数として変量効果トービットモデルで推計したもの。サンプル
は日経業種コードの大分類によって、製造業と非製造業に分割している。「社債比率」は有利子負債総額に占め
る社債と CP の合計であり、(CP+1 年以内償還の社債 + 社債)/(短期借入金 +1 年以内償還の長期借入金 +
長期借入金 + CP+1 年以内償還の社債 + 社債) である。「長期社債比率」は長期性の有利子負債に占める社
債の割合であり、(1 年以内償還の社債 + 社債)/(1 年以内償還の長期借入金 + 長期借入金 +1 年以内償還の
社債 + 社債) である。「AI」は 3 節で求められた情報の非対称性の指標である。「総資産」は貸借対照表の資
産合計であり、単位は百万円。推計においては自然対数を取ったものを使用している。「営業利益率」は営業利
益を総資産で除したものを過去 5 年間で平均したもの。「時価簿価比率」は (株式時価総額 + 負債合計)/資産
合計で計算したもの。「売上高成長率」は過去 5 年間の売上高の成長率を平均したもの。「有形資産比率」は有
形固定資産合計を資産合計で除したもの。「手元流動性」は流動資産項目の現金・預金と有価証券の合計を資産
合計で除したもの。「株式収益率標準偏差」は過去 1 年間の日次株式収益率の標準偏差である。「企業年齢」は
実質設立年から当該決算期までの年数である。推計においては自然対数を取ったものを使用している。「経営者
保有株式比率」は経営者保有株式数を総発行株式数で除したもの。「配当実施ダミー」は配当を実施しているな
らば 1 を取り、実施していなければ 0 を取る変数である。「CPI」は消費者物価指数 (総合) の変化率であり、
「GDP」は国内総生産の変化率である。「産業ダミー」は業種を示すダミー変数を推計に加えているかどうかを
示しており、業種は日経業種コードの中分類によって分類している。括弧内には各係数の z 値（絶対値）を表
している。*と**はそれぞれ 5 ％水準と 1 ％水準で有意であることを意味している。
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表 9 推計結果 4製造業 非製造業 製造業 非製造業(1) (2) (3) (4)coef. coef. coef. coef.AI -0.302 -0.106 -0.28 -0.132(4.37)** (1.36) (4.01)** (1.62)Log(総資産) 2.200 1.694 2.114 1.659(14.98)** (9.75)** (14.23)** (9.38)**営業利益率 -18.258 -6.182 -17.842 2.021(6.03)** (1.41) (5.63)** (0.4)時価簿価比率 -0.03 0.364 -0.029 0.464(0.24) (1.58) (0.23) (1.52)売上高成長率 2.509 -0.558 1.925 -2.475(2.93)** (0.53) (2.29)* (2.18)*有形資産比率 3.88 -0.739 3.328 -0.621(4.66)** (0.76) (3.89)** (0.64)手元流動性 6.501 4.112 7.607 4.541(7.48)** (3.38)** (8.38)** (3.42)**株式収益率標準偏差 -21.934 -25.124 -25.742 -26.047(2.59)** (2.35)* (2.97)** (2.46)*Log(企業年齢) -4.147 -2.943 -4.23 -2.008(6.61)** (3.72)** (6.61)** (2.65)**経営者保有株式比率 4.626 12.336 5.227 9.177(1.06) (3.13)** (1.17) (2.34)*配当実施ダミー 0.159 0.287 0.204 0.131(0.93) (1.15) (1.17) (0.52)CPI -16.534 13.086 -21.718 8.968(2.93)** (1.72) (3.79)** (1.15)GDP 5.236 3.224 5.581 3.089(2.75)** (1.25) (2.87)** (1.18)産業ダミー yes yes yes yesConstant -8.327 -8.161 -6.943 -11.14(2.77)** (2.18)* (2.29)* (3.00)**観測数 5726 3066 5507 2867企業数 409 219 409 218

分析手法： RE Logit model被説明変数：社債発行確率 被説明変数：長期社債発行確率

注：「社債発行確率」と「長期社債発行確率」を被説明変数として変量効果ロジットモデルで推計したもの。サ
ンプルは日経業種コードの大分類によって、製造業と非製造業に分割している。「社債発行確率」は有利子負債
について、社債もしくは CP を利用していれば 1 を取り、それ以外の場合には 0 を取る変数である。「長期社
債発行確率」は長期性の有利子負債について、社債を利用しているならば 1 を取り、それ以外の場合には 0 を
取る変数である。「AI」は 3 節で求められた情報の非対称性の指標である。「総資産」は貸借対照表の資産合計
であり、単位は百万円。推計においては自然対数を取ったものを使用している。「営業利益率」は営業利益を総
資産で除したものを過去 5 年間で平均したもの。「時価簿価比率」は (株式時価総額 + 負債合計)/資産合計で
計算したもの。「売上高成長率」は過去 5 年間の売上高の成長率を平均したもの。「有形資産比率」は有形固定
資産合計を資産合計で除したもの。「手元流動性」は流動資産項目の現金・預金と有価証券の合計を資産合計で
除したもの。「株式収益率標準偏差」は過去 1 年間の日次株式収益率の標準偏差である。「企業年齢」は実質設
立年から当該決算期までの年数である。推計においては自然対数を取ったものを使用している。「経営者保有株
式比率」は経営者保有株式数を総発行株式数で除したもの。「配当実施ダミー」は配当を実施しているならば 1
を取り、実施していなければ 0 を取る変数である。「CPI」は消費者物価指数 (総合) の変化率であり、「GDP」
は国内総生産の変化率である。「産業ダミー」は業種を示すダミー変数を推計に加えているかどうかを示してお
り、業種は日経業種コードの中分類によって分類している。括弧内には各係数の z 値（絶対値）を表してい
る。*と**はそれぞれ 5 ％水準と 1 ％水準で有意であることを意味している。
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性を示していることが分かる。サンプル全体を用いた推計においては、営業利益率はそれほど有意

な結果ではなかったが、サンプルを製造業に限定した場合には、営業利益率は有意に負の影響を与

えている。したがって、製造業においては、収益性の高い企業ほど借入に依存する傾向があると言

える。有形資産比率に関する結果も、製造業のサンプルに限定した場合には一貫した結果であり、

各被説明変数に対して、有形資産比率の係数は有意に正である。それに対して、非製造業の場合に

は、有意な結果は全く観察されない。そのため、製造業の企業については、資産の有形性が高い企

業ほど社債を利用する傾向があると考えられる。

最後に、経営者保有株式比率の結果は分析手法ごとに異なった結果を示している。トービットモ

デルを用いた分析においては、製造業のサンプルについてのみ、経営者保有株式比率の係数は有意

な結果を得ている一方で、ロジットモデルを用いた分析においては、非製造業のサンプルについて

のみ有意な結果を得ている。なぜ分析手法によって製造業と非製造業とで対照的な結果が得られる

のかという点については疑問が残るが、どちらの場合にも係数は正であり、経営者保有株式比率が

低いほど銀行借入に依存する傾向があること示している。これは、Denis and Mihov(2003)の分

析とは反する結果であり、経営者が企業支配力を持たない場合に銀行からの影響力を弱めようとす

るという考え方とは非整合的なものである。

5 分析結果の解釈と留意点

以上の分析では、どのような要因が企業の負債構成に影響を与えているのかを分析した。本稿で

は、特に情報の非対称性に関して、市場の流動性指標から非対称情報の指標 (AI)を作成し、分析

に用いている。まず、サンプルを社債を利用している企業と利用していない企業に分け、それぞれ

の企業群で情報の非対称性の程度が異なるかどうかを調べたところ、社債を利用していない企業群

では、AIが平均して有意に高く、借入に依存している企業は平均的に情報の非対称性が深刻であ

ることが観察された。また、多変量を用いた分析においても同様の結果が観察されており、社債と

借入金の構成比に関する分析では、情報の非対称性が深刻な企業ほど社債比率が低くなることが観

察され、社債を利用するかどうかに関する分析では、情報の非対称性が大きい場合ほど企業は社債

を利用しにくいことが観察されている。

AIは銀行と一般投資家との間の情報格差に関する代理指標であり、AIが大きいほど、一般投資

家と比べて銀行は企業に関する情報を相対的に多く持つと考えられる。そのような場合には、企業

は銀行借入を利用することで、負債による資金調達に伴う情報の非対称性に基づくコストを抑制す

ることができる。そのため、企業にとっては銀行借入による調達が社債と比べて相対的に有利とな

ると考えられる。本稿の分析結果は、このような情報の非対称性に基づく解釈と整合的なものであ

り、情報格差が大きいほど、企業にとっては銀行借入が有利となるため、より銀行借入に依存する

ようになると考えられる。

ただし、サンプルを製造業と非製造業に分けて推計を行った分析では、産業ごとに異なる結果が

観察される。サンプルを製造業に限定した場合には、全体での分析と同様に、非対称情報の問題が

深刻であるほど、社債利用は低下していることが観察されるが、一方で、サンプルを非製造業に限
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定した場合には、情報の非対称性を示す変数 AIに関して有意な結果は観察されなかった。このこ

とは、情報の非対称性の問題が製造業では企業の負債構成を決める重要な要因となっているのに対

し、非製造業の場合には、それほど重要な要因とはならないことを示唆している。

ここで注意するべきことは、本稿で分析に用いている変数の AIは、銀行と一般投資家とがそれ

ぞれ持っている情報量の差に関する代理指標である点である。そのため、従来の研究のように、必

ずしも企業と投資家との間の情報の非対称性を測っているわけではない。情報の非対称性の指標に

関して、製造業と非製造業で異なる結果が観察されたことには、一つの可能性として、このことが

影響しているかもしれない。企業と投資家との間に情報の非対称性がそれほど存在しない場合に

は、資金調達に伴う情報の非対称性に基づくコストがそもそも小さいため、銀行がより多くの情報

を持っているとしても、銀行借入を利用することで節約できるコストは小さいであろう。その場合

には、銀行と一般投資家との間の情報格差は、銀行借入を利用することの積極的な理由とはならな

い可能性がある。

一般に、非製造業と比べて製造業の方が手掛けている事業の専門性が高いと考えられ、そのため

企業と投資家との間の情報の非対称性が相対的に大きいと考えられる。したがって、製造業の場合

には、資金調達において情報の非対称性に基づくコストが大きく、銀行と一般投資家の情報格差が

大きいほど、銀行借入を利用することでコストを大幅に節約できる。それに対し、非製造業の場合

には、企業と投資家の情報の非対称性がそもそも小さいため、それに伴うコストも小さく、銀行と

一般投資家に情報格差が存在しているとしても、銀行借入を利用することはそれほど魅力的ではな

いかもしれない。そのため、非製造業に限定した分析においては、AIが重要な決定要因とはなら

なかったという可能性が考えられる。

また、企業の負債構成の決定要因としては、総資産や企業年齢、手元流動性、株式収益率標準偏

差などが推計において高い有意性を持つ変数であった。これらの変数は、社債比率や長期社債比率

を被説明変数とした場合、社債発行確率や長期社債発行確率を被説明変数とした場合のどちらの場

合にも高い有意性を示しており、企業の負債構成に関する意思決定に強く影響を与えていると考え

られる。さらに、業種に関して製造業と非製造業に分類した場合にも、これらはどちらの業種にお

いても一貫して高い有意性を示していることから、産業に関わらず頑健な影響を与える要因である

と考えられる。

ただし、企業年齢に関する分析結果については、米国における先行研究とは正反対の結果が得ら

れており、米国においては企業年齢が高いほど社債を利用する傾向があることが示されているのに

対して、本稿の分析においては、むしろ企業年齢が高い企業ほど、借入に依存した負債構成を持つ

ことを示している。なぜ、このように日米で異なる結果が観察されるのかということに関しては必

ずしも明確ではない。可能性として考えられることとして、日本ではメインバンクシステムに代表

されるように、古くから資金調達において銀行の影響力が強かったことが指摘されており、長期に

渡って存続している企業においては、長年の取引慣行が銀行借入に依存する体質を強固なものにし

ているのかもしれない。いずれにせよ、この点に関しては更なる詳細な分析が必要であろう。

本稿では、企業の負債構成の決定要因を分析しているが、その分析方法についてもいくつかの限

界が存在していることには留意する必要がある。まず、分析に用いた負債構成に関する指標であ
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る。本稿では特に、相対型負債と市場型負債を代表するものとして、銀行借入と公募社債の構成を

負債構成として考えている。しかし、利用しているデータでは借入金の中には、銀行に類似する金

融機関からの借入金の他にも、親会社などの関連会社からの借入金も含まれている。また、社債の

場合には、必ずしも公募社債だけでなく、私募債も含まれている。データの性質上、これらを区別

することが非常に困難であるが、このことが分析に何らかの影響を与える可能性は考えられる。さ

らに、過去の研究では、負債比率が企業の負債構成に影響を与えるということもしばしば指摘され

ている。分析結果に示していないが、本稿では単純に負債比率を説明変数に加えた分析も行ってい

るが、その場合には負債比率が負債構成に影響を与えることは観察されなかった。しかし、企業の

資本構成の問題と負債構成の問題は同時決定であると考えられ、もしも負債比率が負債構成に影響

を与えるのであれば、推計において内生性を考慮する必要があると考えられ、この点は今後の課題

としたい。

6 結論

本稿では、企業の負債構成に影響を与える要因として、特に情報の非対称性に着目して分析を

行った。過去の研究では、情報の非対称性に基づくコストが企業の負債構成に影響を与えることが

指摘されており、銀行がその他の投資家と比べて情報優位である場合には、銀行借入を利用するこ

とで非対称情報に基づくコストを節約することができると考えられる。したがって、もしも情報の

非対称性が資本構成に影響を与えるのであれば、銀行と一般投資家との間の情報格差が大きいほ

ど、企業は銀行借入を利用すると考えられる。

分析では、銀行と一般投資家との情報格差を測る指標として、株式市場の流動性に基づいて指標

を作成している。情報優位の投資家と情報劣位の投資家の間の情報格差は市場の流動性の重要な決

定要因になっていると考えられ、本稿では様々な流動性指標から投資家間の情報格差に基づく要因

を取り出すことで非対称情報の指標を作成した。銀行は資本市場において情報優位の投資家である

と考えられるため、この指標を銀行と一般投資家の情報格差を示す代理指標として用いている。

作成した非対称情報の指標を用いて、企業の負債構成の決定要因を分析した結果、投資家間の情

報格差が大きいほど、企業は銀行借入に依存する傾向があることが示された。このことは、情報の

非対称性が企業の負債構成の重要な決定要因の 1つとなっていることを示す証拠であると考えられ

る。一方で、分析に用いた企業を製造業と非製造業に分けて行った分析では、製造業のサンプルに

おいてのみ、非対称情報の指標は有意な影響を示したが、非製造業のサンプルでは有意な影響は観

察されなかった。このことから、情報の非対称性の問題は企業の負債構成に影響を与えているが、

それは特に製造業に属する企業について重要な要因となっており、非製造業に属する企業について

はそれほど問題とはならないと考えられる。
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