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要旨 

本稿では、トレードオフ理論のフレームワークに、コストのかかる再交渉という設定を

導入することで、負債の再交渉可能性が資本構成に与える影響を分析している。伝統的な

トレードオフモデルでは、負債利用の節税効果と期待倒産コストのトレードオフで最適資

本構成が決まるが、現実的には企業の業績が悪化しても、すぐに倒産が発生するわけでは

なく、債権者との再交渉により、債務減免がしばしば行われる。また、一般的に再交渉に

は費用がかかることが指摘されるが、モデルではそのことを明示的に考慮している。その

ため、再交渉は企業の倒産を回避もしくは遅らせることができるが、そのためには再交渉

費用を負担する必要がある。企業はこのトレードオフも考慮した上で、最適な資本構成を

決定する。 

 
 
*富田信太郎 慶應義塾大学大学院商学研究科博士課程 

 

 

KEIO/KYOTO JOINT GLOBAL COE PROGRAM 
Raising Market Quality-Integrated Design of “Market Infrastructure” 

 
Graduate School of Economics and Graduate School of Business and Commerce, 

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

 
Institute of Economic Research, 

Kyoto University 
Yoshida-honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan 



負債の再交渉が資本構成に与える影響：

トレードオフモデルに基づく分析

富田信太郎�

概要

本稿では、トレードオフ理論のフレームワークに、コストのかかる再交渉という設定を導入

することで、負債の再交渉可能性が資本構成に与える影響を分析している。伝統的なトレード

オフモデルでは、負債利用の節税効果と期待倒産コストのトレードオフで最適資本構成が決ま

るが、現実的には企業の業績が悪化しても、すぐに倒産が発生するわけではなく、債権者との

再交渉により、債務減免がしばしば行われる。また、一般的に再交渉には費用がかかることが

指摘されるが、モデルではそのことを明示的に考慮している。そのため、再交渉は企業の倒産

を回避もしくは遅らせることができるが、そのためには再交渉費用を負担する必要がある。企

業はこのトレードオフも考慮した上で、最適な資本構成を決定する。

� はじめに

企業が投資のための資金をどのように調達するのか、もしくは企業の資本構成がどのように決ま

るのかという問題については、����������	����
������以降、多くの研究が行われてきた。その

中でも、トレードオフ理論と呼ばれる理論モデルは代表的なものの つであり、過去の研究におい

て、トレードオフ理論のフレームワークを用いた様々なモデルが数多く提示されてきた。トレード

オフモデルに基づいて考えると、企業の最適資本構成は負債利用による節税効果と期待倒産コスト

のトレードオフによって決定する。企業が負債によって資金調達をした場合、一般的に負債に支払

われる利子は税法上の損金算入の対象であり、支払う税金を節約する効果を持つ。一方で、負債が

存在する場合には、業績が悪化して、定められた債務が履行できなくなった時に企業は倒産する可

能性がある。そして、企業が倒産する場合には、倒産コストを負担する必要があることが指摘され

ている。�� トレードオフモデルでは、企業は負債を利用することにより生じる節税効果の限界的な

ベネフィットと限界的な期待倒産コストが一致するところで最適な資本構成を決めることになる。

しかし、現実的には、業績が悪化した企業がすぐに倒産するとは限らない。特に、銀行などの債

権者は、企業の業績が悪化した場合に、企業側と交渉を行い、自らの持っている債権の一部を放棄
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�� 通常、倒産コストとは倒産による企業価値の毀損を意味する。そのため、倒産コストには、例えば裁判所に倒産を申
請するための費用や弁護士費用などの直接的な費用の他にも、倒産発生の可能性に伴う取引先の喪失や売り上げの減
少などの間接費用も含まれるとされる。





するなどの債務減免がしばしば行われる。企業が負債を利用する場合、業績が悪化したときに負債

の再交渉が可能であるならば、そのことは企業が倒産する可能性を低下させるため、負債利用によ

る期待倒産コストを抑えることができると考えられる。本稿では、伝統的なトレードオフモデルの

フレームワークに、この負債の再交渉の可能性を考慮することで、負債の再交渉が最適な資本構成

にどのように影響するのかを分析する。

負債が再交渉可能であることは、倒産を回避ないしは遅らせることで、期待倒産コストを減少さ

せるものの、������	����	���������では、債権者と再交渉を行うためには様々な費用がかかる

ことが指摘されている。この費用には、手続きにかかる直接的な費用の他にも、交渉が長期化した

場合にはそれに伴う費用もかかると考えられる。特に、再交渉を行うためには、企業は日常的な営

業業務に加えて再交渉のための業務を行う必要があり、交渉が長期に渡ると、それに伴う追加的な

費用が生じると考えられる。本稿では、このような再交渉にかかる費用についても明示的に導入し

ている。そのため、再交渉が可能である場合、再交渉は期待倒産コストを抑制する一方で、再交渉

費用を負担しなければならないというトレードオフもまた考慮することになる。

本稿は伝統的なトレードオフモデルのフレームワークに基づいて最適資本構成を分析している。

トレードオフモデルは今日まで様々な精緻化がなされてきたが、その中でも、近年では連続時間の

モデルを用いた理論研究が数多く蓄積されてきている。特に、�
��������� は連続時間の資本構

成モデルを用いた研究の先駆けとなる研究であり、それ以降、この研究を発展させる形で数多くの

資本構成モデルが展開されてきた。本稿のモデルも、これらの研究と同様に連続時間の設定を用い

てモデルを展開している。連続時間の資本構成モデルにおいて、負債の再交渉を取り入れている研

究としては、�
�������������� や �
���������	�
������������、���	������
��������� など

がある。特に、���	������
��������� では、負債が再交渉可能な場合に、最適な資本構成を決定

するモデルを提示している。また、 �!"#��$�	 
��
��%	�
���������� や富田・池田・辻 �����

では、負債の再交渉に着目し、再交渉可能な負債と不可能な負債とを同時に考慮することで、負債

構成を含めた資本構成モデルを展開している。

これらの先行研究のモデルと本稿のモデルとの特徴的な違いは、先行研究のモデルでは連続的な

再交渉を想定しているのに対して、本稿のモデルでは再交渉を一回限りの負債の再契約と想定し

ている点である。先行研究のモデルでは、ある水準以上に業績が悪化した場合には、連続的に再交

渉が行われる。そのため、再交渉が行われる場合には、負債に支払われる利子が企業業績に応じて

刻々と変化することになる。すなわち、連続的な再交渉という想定の下では、株式と同じように業

績に連動したペイオフが債権者に支払われる。また、連続的な再交渉では、再交渉で支払利子が減

免されたとしても、再び業績が回復したならば、支払利子も元の水準に戻ることになる。しかし、

現実的には、企業が私的整理を行う場合、再交渉が行われるのは通常 回であり、何度も行われる

ことは稀である ������� 
$ �� ���& 福田・鯉渕 ���'�。そのため、再交渉が連続的に行われるとい

う想定は必ずしも現実的ではないと考えられる。それに対し、本稿のモデルでは、企業の業績があ

る水準まで悪化すると再交渉が行われるが、再交渉は一度限りであり、再交渉により新たな利子支

払額が再契約されると、元の契約は破棄されてその後の利子支払額は一定である。そのため、債権

者へのペイオフが業績に連動することはなく、業績が回復したとしても再契約された利子支払額は
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変わらない。

本稿のモデルにおける基本的な考え方は以下の通りである。企業が負債を利用する場合には、業

績の悪化により倒産する可能性が生じ、倒産時には倒産コストが発生する。そのため、負債の利用

により節税効果を享受することができるが、その一方で、負債を増加させると期待倒産コストもま

た増加してしまう。再交渉可能である場合、ある水準まで企業の業績が悪化したところで、株主と

債権者との間で再交渉が行われる。再交渉では、元の債務契約は破棄され、元々の利子支払額より

も低い新たな利子支払額が再契約される。再交渉の結果、利子支払額が低下するため、企業が倒産

する可能性は低くなり、期待倒産コストも減少する。すなわち、再交渉の可能性が負債利用による

期待倒産コストを抑制するのである。

しかしながら、モデルにおいては、負債の再交渉を行うためには株主が再交渉費用を負担しなけ

ればならないと想定している。そして、その費用は負債を利用するほど増加する。将来的に業績が

悪化すれば、再交渉が行われて再交渉費用を負担しなければならないので、負債を利用するなら

ば、期待再交渉費用が発生する。再交渉可能であることは、期待倒産コストを減少させることがで

きるが、その代りに期待再交渉費用を追加的に負担しなければならないのである。再交渉可能であ

る場合には、負債利用を増やした場合の期待倒産コストの増加は、再交渉不可能である場合よりも

小さいものの、負債を増やすと期待倒産コストとともに期待再交渉費用もまた増加する。そのた

め、企業は節税効果と期待倒産コストと期待再交渉費用のトレードオフによって最適な資本構成を

決定することになる。

構成は以下の通りである。まず、�節において、負債が再交渉可能である場合に、最適な資本構

成を決定するモデルを展開する。そして、(節では、導かれたモデルに関して数値計算を行うこと

により、モデルの外生的なパラメーターが変化した場合に最適な資本構成がどのように変化するの

かを考察し、モデルから導かれるインプリケーションを示している。�節では、モデルで考慮され

ていない点に関する留意点をいくつか検討し、最後に �節で、分析からの結論を述べる。

� モデル

ここでは、基本的なトレードオフモデルにおいて、将来時点で負債の再交渉が可能であるという

想定を考慮した場合に、最適な資本構成がどのように決定するのかを分析する。本稿のモデルで

は、期首において発行された負債は、将来的に企業の業績が悪化した場合には、再交渉が行われて

利子が減免される可能性があると想定する。

モデルにおける唯一の状態変数は企業の保有する資産価値 �� であり、�時点において資産価値

は �� であるとする。�� は以下のような幾何ブラウン過程に従うと仮定する。

��� ) ��� ������* ������ ��

ここで、�、�、� は正の定数であり、�� はウィナー過程を意味する。��� は資産から保有者に配

分されるキャッシュフローである。そのため、資産を保有する企業は、平均的に ��� ���� の資産

価値の変動と、資産からのキャッシュフロー ��� を連続的に得ることになる。企業が負債を利用

(



しない場合には、保有資産の価値がそのまま企業価値であり、�� は無負債の場合の企業価値と考

えることができる。また、資産価値は市場取引可能であり、完備市場を仮定する。

企業は期首時点 �� ) ��において、コンソル型の負債を発行することができる。企業の発行する

負債には満期がなく、連続的に �の利子が支払われるものとする。そして、企業業績が悪化したと

き、株主は債権者と 度だけ再交渉を行うことができると仮定する。��企業の業績が悪化し �� が初

めて �� に到達したとき、株主と債権者は再交渉を行い、支払利子を �から +��� ��に減免しても

らえると仮定する。以下では、この �� を再交渉点と呼ぶ。

ただし、再交渉によって利子減免を受けることはできるが、そのためには、	 を正の定数として

	�のコストがかかると仮定する。そして、この再交渉費用は株主が直接的に負担するものとする。

一般的に、負債の再交渉を行う際には、債権者と実際に交渉の場を設けるための直接的なコストや

債権者間のフリーライダー問題などに伴う費用などがかかると考えられる。そして、負債を多く利

用している場合ほど、そうした再交渉の費用は大きくなるであろう。そのため、再交渉費用が支払

利子に対する増加関数となっていることを仮定するのである。��

以下では、議論の便宜上、最初に �� が �� に到達するまでの期間を第 期、その後の期間を第

� 期と呼ぶことにする。債権者への利子支払額は第  期の間は � であり、第  期の期末に再交渉

によって契約が変更され、第 �期においては +�となる。そして、�� がさらに低下して�� に到達

すると、倒産が発生するものとする。企業が倒産したときには 
�� の倒産コストが生じ、残りの

�� 
��� が債権者に支払われるものとする。

実際には、�� や ��、� や +� は内生変数であり、モデルの中で内生的に導かれる。そのため、

先見的には再交渉によって利子が低下するとは限らないかもしれない。しかし、詳しくは後述する

が、株主と債権者の再交渉の設定において、これらの変数の内生的な決定を考えると、�� におけ

る再交渉では、再交渉後の利子 +�は必ず下の利子 �よりも低くなることが分かる。モデルを解く流

れは以下のとおりである。まず、�� や ��、�や +�を所与として各証券の価値を導出する。本稿

のモデルでは、再交渉の前後で負債への利払額が異なる。そのため、価値評価はまず第 �期におけ

る証券価値を評価し、その後、第 期の証券価値を評価する。そして、再交渉によって新たな利子

支払額 +�がどのように決まるのかを議論し、最適な再交渉点 �� の決定を論ずる。最後に、負債発

行時点である � ) �における企業価値を最大とするように利子 � を決定することで、最適な資本構

成を計算することができる。

��� 第 �期の証券価値の導出

資産価値 �� が初めて �� に到達したとき、再交渉が行われる。そして、その結果、負債への利

子支払額は +�となる。ここでは、第 �期における利子支払額 +�を所与として、各証券の価値を導出

�� 一般的に、再交渉を行う場合には、企業の経営者と債権者との間で交渉が行われると考えられる。このモデルでは、
経営者は株主の利益を代表しており、経営者と株主との間で利害の不一致は存在しないことを想定している。そのた
め、株主と債権者で再交渉が行われると仮定している。

�� 再交渉費用について、�の線形関数を仮定するのは計算を容易にするためである。ただし、非線形の関数を考えた場
合であっても、以下の議論は同様に導かれる。
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する。まず、負債価値を考えよう。第 �期の負債価値を ������で表すとする。第 �期において、

債権者には連続的に +�の利子が支払われる。この証券の価値は、以下の無裁定条件を満たすように

決まることが一般的に良く知られている（例えば ���!"	,�- ��'& �
���� ���）。

�������

���
� � ���� *
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ここで、 は瞬間的なリスクフリーレートであり、正の定数であると仮定する。この無裁定条件は

通常の常微分方程式であり、一般解は以下のようになる。
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である。ここで、�� と �� は任意定数であり、次の �つの境界条件を与えることで特定すること

ができる。

�� � ��のとき　 ������ )
+�


��.

�����
������ ) �� 
���

つ目の条件は、�� が十分に大きい水準では、負債価値が +�を支払う永久債の価値と等しくな

ることを意味している。すなわち、資産価値が非常に大きくなれば、倒産が発生する可能性は無

視できるほど小さくなるため、その価値は永久債と一致する。�つ目の条件は �� における /���


.�$!���� 条件である。債権者は倒産が発生した場合には �� 
��� を受け取るので、�� の点で

は負債の価値が �� 
��� に一致する必要がある。

この条件から、������は以下のようになる。
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+�
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�(�の第 項は債権者に支払われるキャッシュフローの価値を表しており、第 �項は倒産が発生し

た場合に受け取る �� 
��� の価値を表している。

株式価値も同様に考えられる。株主は資産を保有することによって ��� のキャッシュフローを

連続的に受け取る。株主はその中から、債権者に対して +�の利子を支払うが、一方で利子支払には

節税効果が働き、法人税率を � とすると、連続的に � +�の節税効果が生じる。したがって、倒産が

起こらない限り、株主は連続的に ��� � �� ���のキャッシュフローを得ることになる。
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第 �期の株式価値を ������で表すと、負債価値の場合と同様に考えられるため、一般解は以下

のように書ける。

������ ) �� �
�� �� +�
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�
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�
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境界条件は次の �つである。

�� � ��のとき　 ������ ) �� �
�� �� +�


��.
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これより、株式価値を求めると以下のようになる。
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���の第 項は企業の保有する資産の価値である。もしも、負債を利用しない場合には、株式価値

は資産価値と一致する。���の第 �項は倒産時に資産価値を失うことの価値である。企業が倒産す

ると、その時点での資産価値は �� であるが、それは清算によって債権者に移転してしまう。その

ため、倒産時に失う分の価値が差し引かれているのである。そして、最後の項は債権者に支払われ

るキャッシュフローの節税分を含めた価値を表している。

次に倒産発生点 �� の決定を考えよう。連続時間のトレードオフモデルを扱う多くの研究では、

倒産発生点を株式価値の最大化条件（もしくは �.��$� 0��$��� 条件）から求めることが多い。��

本稿のモデルにおいても、倒産発生点は株式価値を最大とするように決定するとする。すなわち、

�������

���
) �

より、

�� ) �
�

� �

� �


+� �'�

となる。��

��� 第 �期の証券価値の導出

第 期においては、初期の債務契約のまま利子が支払われる。すなわち、債権者には �の利子が

連続的に支払われる。�� が �� に到達すると再交渉が行われるが、その時の負債価値や株式価値

はそれぞれ����� �、����� �によって表すことができる。ここでは、初期の利子支払額 �と再交

渉点 �� を所与として、第 期の証券価値を導出する。

�� 例えば、��������		
�、��������		��、�������������������、���������������������������
� など。
�� ������ ������ 条件と呼ばれる条件も全く同じ解を与えることが知られている。この場合の ������ ������ 条
件は以下のようになる。
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最大化条件と ������ ������ 条件が同値となることについては、"�#����		$�が詳しい。

'



まず、負債価値について考えよう。第 期の負債価値を ������で表すとする。債権者には連続

的に �の利子が支払われ、境界条件は以下の �つである。

�� � ��のとき　 ������ )
�


��.

�����
������ ) ����� �

�つ目の条件は、�� における /���
 .�$!���� 条件である。�� が一度 �� に到達すると、再交渉

が行われ利払額が減免される。そして、その瞬間の負債価値は����� �で表すことができる。その

ため、第 期の負債価値は �� が �� に到達するところで第 �期の期首における負債価値����� �

に一致しなければならないのである。

これらの境界条件から負債価値を求めると、以下のようになる。
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���の第 項は、業績が悪化して資産価値が再交渉点に到達するまでに得られるキャッシュフロー

の価値を表している。再交渉が起こった場合には、債権者は再交渉後の新たな債務契約に基づいて

����� �の価値を得ることになる。���の第 �項は、再交渉点で得ることになる����� �の現在に

おける価値を表している。

次に、株式価値について考える。第  期の株式価値を ������ で表すとする。株主が受け取る

キャッシュフローは連続的に ��� � �� ���であり、境界条件は以下の �つである。

�� � ��のとき　 ������ ) �� �
�� ���


��.

�����
������ ) ����� �� 	�

�つ目の条件は、�� における /���
 .�$!���� 条件である。ただし、この条件の右辺では再交渉

の費用 	�が差し引かれている。�� が �� に到達して再交渉が起こると、株式価値は ����� �に

なる。しかし、再交渉を行うためには �� のところで、株主は再交渉費用の 	� を支払う必要があ

る。そのため、�� の近傍で裁定が行われないためには、第 期の株式価値は�� で ����� ��	�

に一致する必要がある。直観的には、もし ����� �が ����� �� 	�よりも小さいのであれば、そ

の瞬間に株式を ����� �で購入し、	�のコストをかけて再交渉を行えば株式価値は ����� �にな

るため、リスクを取ることなく利益を得ることができる。そのため、�� の近傍で無裁定が成り立

つためには、上で示した /���
 .�$!���� 条件が必要となるのである。

�つの境界条件より株式価値を求めると以下のようになる。
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���の第 項と第 �項は株主に帰属する資産価値の分、第 (項は第 期におけるキャッシュフロー

の価値の分を表している。そして、第 �項は再交渉点において受け取る株式価値の現在時点での価

値を意味している。再交渉を行うためには株主は再交渉費用を負担しなければならないが、���の

最後の項は、その費用負担の現在時点での価値を表している。

�



��� 再交渉

以上の議論では、再交渉後の利子支払額 +�や再交渉点 �� を所与として証券価値の価値評価を

行っている。それでは、この +�や �� はどのように決定されるのであろうか。ここでは、株主と債

権者との間の再交渉を具体的に定式化することにより、 +�と �� がどのように決まるのかを示す。

以下の議論においても、基本的には後方から逐次的に考えていく。すなわち、まず �� を所与とし

て再交渉における最適な利子支払額の決定を考える。その結果、 +�は �� がどこにあるのかに依存

し、�� を与えればそれに基づいて +�が決まることになる。その後、 +�に対する影響も考慮した上

で最適な再交渉点を決定することになる。

まず、再交渉を考える。再交渉は資産価値 �� が再交渉点 �� に到達したときに行われる。再交

渉は株主が債権者に利子の減免を申し出て、株主と債権者は交渉を行って新たな利子 +� を決定す

るものとする。交渉においては、株主と債権者は再交渉時点における企業価値を最大とするように

利子支払額を決定すると仮定する。既に述べたように、�� ) �� における負債価値と株式価値は

利子支払額 +� に応じて、����� �と ����� �で表される。そのため、再交渉時点での企業価値は

����� � ) ����� � *����� �によって表すことができる。したがって、株主と債権者は ����� �

を最大とするような +�を決定する。

企業価値に関しては、利子支払額の低下が企業価値にどのように影響するのかは先見的にはわか

らない。低い +�は債権者に支払われる利子を減少を意味し、そのことは利払いに伴う節税効果を減

少させる効果を持つ。しかし、その一方で +�の低下は倒産発生点 �� を低下させることにもなるた

め、倒産の発生を遅らせることで期待倒産コストを抑える効果も持つ。したがって、前者の効果が

大きいのであれば、利子の低下に伴って企業価値は低下するが、後者の効果が強い場合には、企業

価値は上昇することになる。

このことを実際に数値的に示したものが図 である。図 には、 +�が変化した場合の企業価値の

変化を数値的に計算したものが示されている。図には再交渉点に関して�� ) ���、�� ) ���、

�� ) ���のそれぞれの場合に、数値的に計算された企業価値の値がプロットされている。どの場

合においても、利子支払額が大きくなるにつれて企業価値も上昇していくが、ある一定の利子支払

額を超えたところから企業価値は低下していくことが分かる。これは、利子の上昇による節税効果

が企業価値を高める効果を、倒産発生点の上昇による期待倒産コストの増加の効果が上回るためで

ある。

また、企業価値を最大とする利子支払額は再交渉点が低い場合ほど少なくなっている。これは、

資産価値が低いところで再交渉が行われる場合には、倒産発生点の上昇によって期待倒産コストを

増加させる効果が強く働くためである。このことは直観的にも明らかであろう。資産価値が既に大

きく低下している場合には、倒産が間近に迫っているため、高い利子を設定して節税効果を大きく

しても、すぐに倒産してしまえば、それ以降の分の節税効果は享受できない。しかし、低い利子を

設定した場合には、節税額は小額ではあるものの、倒産の発生を遅らせることができるため、節税

効果を長く享受できるのである。
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図 � 利子支払額と企業価値

注：図は、�� がそれぞれの値を取る場合に、����� � が %� の変化に応じてどのように変化するのかを
数値計算により示したもの。パラメーターには、� ! ��
、� ! ��$、	 ! ���&、
 ! ��$&、� ! ����
を与えている。

以上のことから、再交渉時点の企業価値を最大とする +�が存在する。�� ) �� における企業価

値を最大とする +�は以下の条件から導くことができる。

������ �

� +�
) �

計算は煩雑であるが、これを解くと +�は以下のようになる。

+� ) �
� �

�



� �
� 1��� ��� ���

ただし、

1 � � � � �

�� ��

�

である。���は +�が �� の単調増加関数になっていること示している。すなわち、再交渉点が高い

所にある場合には、 +�も高くなり、再交渉による利子減免はそれほど大きくはないが、一方で、再

交渉点が低い所にある場合には、再交渉によって大きく利子が減免されることを意味している。

再交渉をどの段階で行うのか、すなわち �� をどのようにするのかは株主が決定するものとす

る。既に述べたように、再交渉が行われると、新たな利子 +� はどの段階で再交渉が行われるのか

に依存して決まる。早めに再交渉を行う場合には、業績がそれほど悪化していないうちから利子減

免を受けることができるが、大きな額の利子減免を受けることができない。一方で、再交渉点を低

くする場合には、大きな額の利子減免を受けることができるが、その分再交渉が行われるのは遅く

なってしまう。

�



したがって、株主は以上のことを考慮して、株式価値を最大とする点で再交渉点を決定する。す

なわち、次の条件を満たす再交渉点 �� を決定することになる。
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これより、
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である。�
 この条件から �� を計算すると以下のようになる。

�� )

�
�� ���


� 	�

�
� 2�� ���

ここで、
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である。

��� から、再交渉のための費用が大きいほど、再交渉点は低くなる。これは、再交渉を行うた

めの費用が大きい場合には、早めに再交渉を行うよりも、�� を引き下げて再交渉を遅らせること

で、より大きな利子減免を引き出すことが株主にとって有利であることを意味している。一方で、

再交渉にそれほど費用がかからない場合には、利子減免があまり大きくないとしても、早めに再交

渉を行うことが有利となる。��

��� 最適資本構成

第 �期の利子支払額 +�と再交渉点 �� を求めることができれば、あとは � ) � における企業価

値を最大とするような利子支払額 �を求めることで、最適な資本構成を決定することができる。負

債価値と株式価値は既に導かれているので、第 期の企業価値は ������ ) ������ *������で表

すことができる。したがって、負債の発行時点である �時点での企業価値 ������を最大とするよ

うに �を決定すればよい。すなわち、
�������

��
) �

を満たす �が最適な利子支払額である。

�� ������ ������ 条件を用いた場合も全く同じ解を与える。この場合の ������ ������ 条件は以下のようになる。

���
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�������

���
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������ �

���

�� ����は必ずしも正になるとは限らないが、後述する数値計算でも分かるように、現実的な想定の下では通常は正で
ある。ただし、再交渉費用を禁止的に高くした場合には、計算上 ����は負となり、モデルの論理的整合性に支障を
きたすことになる。
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表 � 数値例による計算結果
������	��


� � � �	 � � �

��� ����� ���� ������ ���� ���� ����

��
��	

	 �	 �� ��

������ ������� ������ ��������


��	� ���	� � ��	� ����

�������� �������� ������ �������

注：パラメーターに外生的に数値を与え、モデルにおける内生変数を数値的に計算し
たもの。なお「"'('」は負債比率を表しており，���	�� ��	� である。

ただし、この条件から最適な �を解析的に完全に解くことはできない。そのため、数値計算によ

り企業価値を最大とするような �を探索する必要がある。モデルを数値的に解くために必要となる

パラメーターは、法人税率 �、倒産コストのパラメーター 
、瞬間的リスクフリーレート 、無負

債の場合の企業価値 ��、資産価値のボラティリティ �、ペイアウトのパラメーター �、そして再

交渉費用のパラメーター 	 である。

数値計算の結果は表  に示されている。パラメーターには、� ) ���、
 ) ��(、 ) ����、

�� ) ����、� ) ��(�、� ) ����、	 ) ��を与えている。数値計算の結果を見ると、最適な利子

支払額は約 (��であることが分かる。再交渉点は約 ���であり、資産価値がこの水準まで低下す

ると、再交渉が行われ利払額は約 �� に低下する。そして、資産価値がさらに ��� まで低下する

と企業は倒産する。また、負債比率は約 '�％となっており、これは現実的な観点から見ると比較

的高い負債比率になっていることが分かる。

� シミュレーション

以上では、負債の再交渉が可能な場合の資本構成のモデルを提示し、数値例によりその特徴を分

析した。ここでは、さらにパラメーターを変化させたときにモデルの内生変数がどのように変化す

るのかを比較静学的に分析する。ただし、モデルは必ずしも解析的に完全に解くことができるわけ

ではない。そのため、ここでは数値的に計算するシミュレーションを行うことによって、パラメー

ターの変化させたときの内生変数の変化を分析する。パラメーターに最初に与える数値は、既に行

われた数値計算のときと同様である。それらのパラメーターを所与として、まず再交渉に基づく +�

が決定される。そして、最適な再交渉点 �� が決定され、それらに基づいて初期の債務契約におけ

る最適な利子支払額 �が決められる。最後に、株式価値 �����、�����、� ����を計算し、最適

な資本構成が導かれる。

表 �から表 �にはパラメーターのうち つのみを変化させたとき、モデルにおける各内生変数が





表 � �	 の変化

�	 	 �	 �� �� � ��	� ����
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注：�	 以外のパラメーターは表 � での計算と同じ値を与えている。「"'('」は負債比率を表しており，
����	��� ��	� である。

表 � � の変化
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注：� 以外のパラメーターは表 � での計算と同じ値を与えている。「"'('」は負債比率を表しており，
����	��� ��	� である。

表  � の変化

� 	 �	 �� �� � ��	� ����

����� ������� �������� ������ ������� ������� �������

����� ������� ������� ����� ������� ������� �������

����� ������� �������� ������� �������� ������ ������

����� �������� ������� ������� �������� ������ ����

注：� 以外のパラメーターは表 � での計算と同じ値を与えている。「"'('」は負債比率を表しており，
����	��� ��	� である。

表 � � の変化
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���� ������ ������� ������ �������� ������� ������

注：	 以外のパラメーターは表 � での計算と同じ値を与えている。「"'('」は負債比率を表しており，
����	��� ��	� である。
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表 � � の変化

� 	 �	 �� �� � ��	� ����
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���� �������� �������� ������� �������� ����� �������

��� ����� �������� ������ ������ ������� �������

注：
 以外のパラメーターは表 � での計算と同じ値を与えている。「"'('」は負債比率を表しており，
����	��� ��	� である。

表 � � の変化
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注：� 以外のパラメーターは表 � での計算と同じ値を与えている。「"'('」は負債比率を表しており，
����	��� ��	� である。

表 � � の変化

� 	 �	 �� �� � ��	� ����

���� ������� ������� ������ ������� ������� ������

���� �������� ������� ������� ������� ������� ������
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���� ������� ������� ������ ������� ������ �������

注：� 以外のパラメーターは表 � での計算と同じ値を与えている。「"'('」は負債比率を表しており，
����	��� ��	� である。

どのように変化するのかを数値的にシミュレーションした結果が示されている。まず、表 �には無

負債の場合の企業価値 �� を変化させた場合の結果が示されている。これを見ると、各内生変数と

�� との間には１次同次の関係があることが見て取れる。このことを反映して、負債比率は �� を

変化させた場合には変化していない。�	

表 (と表 �には、それぞれ � と 
 を変化させた場合の結果を示している。法人税率 � が上昇し

た場合には、�が上昇しており、より多くの負債が利用されていることが分かる。一方、倒産コス

トのパラメーター 
 が上昇する場合には、負債利用は減少し、負債比率もまた低下する。この結果

�
 ただし、この �次同次の関係は利子支払額に対して線形の再交渉費用を想定していることにも依存している。その
ため、非線形の再交渉費用を想定した場合にはこの関係は崩れる。例えば、再交渉費用が利子支払額に対して逓増的
である場合には、�	 が大きくなるにつれて負債比率は低下すると考えられる。この点に関しては、
節において考
察している
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はトレードオフモデルの枠組みで考えれば、十分に納得的である。法人税率が高くなると、負債利

用による節税効果がより重要性をもつため、節税効果を多く享受するために負債利用を増やすこと

になる。倒産コストが高い場合には、負債利用による期待倒産コストが大きくなるため、負債利用

は抑制されることになる。

表 �と表 'と表 � には、それぞれ 、�、� が変化した場合の結果が示されている。リスクフリー

レート  が上昇した場合には、負債利用が増加し、負債比率も上昇していることが分かる。�� 資産

価値のボラティリティ � が増大した場合には、� は上昇するものの、負債比率はむしろ低下して

いる。債権者に支払われるキャッシュフローが増加するにも関わらず負債比率が低下する理由は、

ボラティリティの増大が負債価値を減少させてしまうためである。これは、リスクが高い企業に対

しては高い金利でしか貸出が行われないのと全く同じである。リスクが高い場合には、例え支払わ

れる利子が大きいとしても、債権者は債権に対して高い価値を見出さない。そのため、ボラティリ

ティの増大により利子支払額 �は増加するものの、負債価値自体は低下してしまうため、全体的に

は負債比率が低下するのである。� が上昇した場合には、負債比率は低下している。� は資産から

投資家全体へのペイアウトレシオと考えることができるので、投資家へのペイアウトが増加する

と、負債比率が低下すると考えられる。

最後に、表 �で 	 を変化させたときのシミュレーション結果を示している。これを見ると、	 が

上昇するにつれて、負債利用は減少して負債比率が低下していることが分かる。これは、直観的に

も十分に納得的であろう。モデルでは、負債は将来時点で再交渉可能であるが、	 が上昇するとそ

の再交渉の費用が増加する。そのため、負債を利用することの優位性が低下し、あまり負債を利用

しないようになると考えられる。

��� モデルからのインプリケーション

以上では、シミュレーションによりいくつかのインプリケーションが示唆されている。本稿のモ

デルにおいて特徴的なことは、負債は再交渉可能であるという想定を導入している点である。そし

て、再交渉を行うと将来時点において利子の減免が行われるが、そのためには株主は再交渉費用を

負担しなければならないことが想定されている。モデルでは 	 をパラメーターとして、再交渉費用

が利子支払額 �に対する単調増加関数で表現されている。したがって、多くの負債を利用するほど

再交渉費用は高いことになる。また、パラメーター 	 が高いほど負債を利用した場合の限界的な再

交渉費用は高くなる。

当然のことながら、再交渉にコストが必要であるということは、最適な意思決定を通じて再交渉

点や再交渉後の利子に影響を与える。表 �で 	 に関するシミュレーション結果を見てみると、	 が

上昇するにつれて �� は低下していることが分かる。また、	 が高い場合には利子減免の割合が大

きい。再交渉による減免比率を ��� +����で表すと、	 ) ���のときには減免比率が約 ��％である

�� この結果は、��������		
�など連続時間のトレードオフモデルでは一般的に観察される。モデルの背景では、資産
価値に関する無裁定条件から、	 の上昇は資産価値の成長率を上昇させる。そのため、期待倒産コストが低下し、負
債利用を促進する。
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が、	 ) ���のときには約 �'％である。したがって、	 が高い場合ほど、再交渉点は低下し、再交

渉による利子減免が大きくなることが分かる。	 が高い場合には、負債を利用した場合の再交渉費

用が高くなる。そのため、株主は再交渉を出来るだけ遅らせることで、大きな利子減免を引き出す

ことが有利となる。一方で、	 が低い場合には、再交渉費用が低いため、利子減免が小さくとも早

めに再交渉を行うことが有利となるのである。すなわち、再交渉費用が高いのであれば、大きな利

子減免を得られなければ再交渉は株主にとって割に合わないが、再交渉費用が低いのであれば、利

子減免がそれほど大きくなくとも割に合うということであろう。

企業が再交渉を行おうと考える場合には、債権者との交渉に際して様々な費用がかかると考えら

れる。例えば、多数の債権者から借入を行っている場合には、交渉のための費用が多くかかるかも

しれない。債権者が多数存在している場合には、債権者間の権利構造が複雑化している可能性があ

り、債権者同士での利害対立から一致した債務減免を引き出すことが困難となる可能性がある。ま

た、複数の債権者が存在する場合には、フリーライダー問題が顕著になる可能性がある。債権者が

自らが債務の減免に応じなくとも、他の債権者が応じるのであれば、その結果にフリーライドする

ことができると考えるかもしれない。このように、債権者が多数である場合には、交渉が難航して

より多くのコストがかかるであろう。一方、債権者が少数である場合には、このような問題が発生

することはなく、比較的に容易に再交渉を行うことができると考えられる。

そのため、借入先が少数であるような企業では 	 が小さく、再交渉にかかるコストが少ないと考

えられ、借入先が多数に分散しているような企業では 	 が大きく、再交渉には多くのコストがかか

ると考えられるであろう。ここでの考察に基づけば、少数の借入先を持つような企業は、業績が悪

化した場合、比較的早い段階から債権者との再交渉が行われることになる。そして、多数の借入先

を持つような企業においては、業績が悪化した場合にもなかなか再交渉が行われないが、一度再交

渉が行われて債務の減免が合意されれば、負債に対して大きな規模の債務減免が行われると考えら

れる。

企業の特性に関する再交渉の特徴として、
や �が変化した場合の結果は興味深い示唆を含んで

いる。
 や � が上昇した場合、どちらの場合においても再交渉点は低下し、再交渉による利子減

免率は大きくなる。しかしながら、
 が上昇した場合には、特に再交渉後の利子の低下が顕著であ

り、再交渉点については、それに対してそれほど大きな変化は見られない。倒産コストが上昇する

と、再交渉における利子減免が重要となってくる。倒産コストが大きいと、債権者へ支払う利子を

大きく低下させることで、倒産の発生を遅らせ、期待倒産コストを抑制することが最適となる。一

方で、� が上昇した場合には、再交渉点が顕著に低下しているものの、再交渉後の利子に関しては

ほとんど影響がない。ボラティリティの上昇は、株主にとっていつ再交渉を行うのかという意思決

定には大きな影響を与える。しかし、再交渉によって利子をどこまで低下させるのかにはほとんど

影響を与えない。� の上昇により �時点での利子支払額は大きくなっているが、利子減免率の増加

は +�の低下ではなく、むしろ �の増加によってもたらされている。

したがって、倒産コストが高い企業と低い企業を比べると、企業の業績が悪化した場合に、いつ

再交渉が行われるのかということにはそれほど違いがないものの、倒産コストが高い企業では、再

交渉によって利子支払額はより低い水準になると考えられる。一方で、リスクの高い事業を展開し
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注：図は、� を変化させた場合に、最適な意思決定の結果として � ! � における企業価値 � ��	� がどの
ように変化するのかを数値計算により示したもの。� 以外のパラメーターには、表��と同じ値を与えて
いる。

ているような企業の場合には、そうでない企業と比べて、業績が悪化してもなかなか再交渉が行わ

れないと考えられる。

また、既に述べたように、	 が変化すると、最適な意思決定に基づいて各内生変数 �� や �など

が変化し �時点における企業価値 � ����が決定する。このとき、	 の上昇は、再交渉に必要な費

用の増加を意味するため、そのことは企業価値を減少させるように働く。図 �には、	 が変化した

場合に � ����がどのように変化するのかが示されている。	 以外のパラメーターには、表 のと

きと同じ値が与えられている。図中の点線で表されているのは、負債の再交渉が不可能である場合

の �時点での企業価値である。再交渉が行うことができない場合には、利子支払額は再交渉によっ

て低下することはなく、倒産発生点もその利子支払額に基づいて決定される。そして、�時点での

企業価値を最大とするように利子支払額を決定することになる。数値計算により、その場合の企業

価値は約 ��'�であり、それが点線で表される。再交渉が可能な場合の企業価値は実線で示されて

いる。

再交渉ができない場合には、	 は企業価値に影響しないため、企業価値は一定である。再交渉が

可能である場合には、	 の上昇とともに企業価値が低下し、	 が約 ����のところで、再交渉可能な

場合の企業価値が再交渉不可能な場合の企業価値を下回っていることが見て取れる。これは非常に

興味深い結果である。負債が再交渉可能であるということは、一般的に負債を利用するベネフィッ

トとして捉えられる場合が多い。しかし、ここでの考察によれば、再交渉にかかる費用が高い場合
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には、再交渉のない場合と比べて、再交渉を行うことができるということ自体が、事前の段階では

企業価値を低下させてしまう可能性があるのである。すなわち、再交渉可能であるということが負

債利用のコストとなり得るのである。

これはどのようなことを意味しているのであろうか。直観的には次のように解釈することができ

る。再交渉を行うためには費用が必要であり、それは再交渉の段階でのロスを意味する。再交渉費

用が高いのであれば、そのことは企業価値を低下させるように働くので、初期時点では再交渉がな

い場合の企業価値の方が、再交渉ができる場合の企業価値よりも高くなるかもしれない。その場合

には、事前の段階において、株主にとっては再交渉をしない方が有利である。したがって、将来時

点で再交渉しないということをコミットできるのであれば、その方が企業価値を高めることができ

るので望ましい。しかし、実際には将来時点で再交渉を行わないということをコミットすることは

できず、株主にも債権者にも将来時点で再交渉を行おうとするインセンティブが生まれる。

特に、�� ) �� となった時点では、株主にとっては再交渉費用を負担してでも再交渉による利

子減免をしてもらった方が有利である。そのため、例え再交渉を行うことはないと事前段階で約束

していたとしても、その約束には信憑性がなく、業績が悪化した場合には、株主と債権者の両者の

合意により再交渉が行われてしまう。すなわち、例え再交渉費用が高額であり、事前の段階では再

交渉を行わない方が有利であるとしても、最終的には再交渉が行われてしまう。そして、そのこと

を予期する投資家は、将来時点で再交渉が起こることを前提として負債価値や株式価値、企業価値

を評価するのである。そのため、将来時点で再交渉可能であるということが、事前段階において企

業価値を低下させ、コストとなる可能性があるのである。

� モデルの検討

本稿では、負債が再交渉可能である場合に、最適な負債構成を決定するモデルを提示している。

ここでは、本稿で示したモデルについて検討すべき点について述べる。モデルは非常に抽象化して

いるため、現実的な観点からは考慮されるべき事象が簡単化のために捨象されている。ここで述べ

ているものはそれらの一部であるが、今後このような点を考慮していくことができれば、より現実

的なモデルに近付けることができよう。

��� 複数回の再交渉

本稿のモデルでは、負債は途中段階で 度だけ再交渉を行う機会がある。しかし、現実的には何

度も再交渉による債務減免を行うこともあると考えられる。それでは、複数回の再交渉を行うこと

ができる場合には、どのように考えられるのであろうか。本稿のモデルでは、将来的に再交渉を行

うことができるため、再交渉の前後で �つの期間に分けてモデルを展開している。そして、価値評

価では、まず第 �期の価値評価を行い、それに基づいて第 期の価値評価が決まることになる。す

なわち、後方から逐次的に価値を求めていくことになる。 +�、��、�の決定も同様であり、まず第

�期の利子支払額 +�を求めた後、それに基づいて �� を決定し、最後に第 期の利子支払額 �を導
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くという後方逐次的な導出を行っている。

再交渉が複数回行われる場合においても同様に導くことができる。例えば、再交渉が �回行われ

る場合を考えてみよう。そのとき、再交渉が行われる時点をもとにして、(つの期間に分けて考え

ることができる。最終期の各証券価値は本稿のモデルと全く同様に導くことができる。そして、最

終期の価値に基づいて中間期の価値は評価され、さらに中間期の価値に基づいて最初の期における

価値が評価される。内生的に決定する変数についても同様であり、まず最終期の利子支払額が �回

目の再交渉に基づいて決定され、その後、その再交渉が行われる点が決定する。そして、それらの

変数に基づいて 回目の再交渉での利子支払額が決定し、回目の再交渉がいつ行われるのかが決

定する。最後に、初期の契約における利子支払額を求めることができ、最適な資本構成が導かれる

ことになる。

したがって、例え複数回の再交渉が行われるとしても、後方逐次的に考えることで本稿のモデル

と全く同様にしてモデルを展開することができるであろう。ただし、本稿のモデルにおいてさえ全

ての内生変数が解析的に導けるわけではないため、最終的には数値計算に頼って解を導く必要があ

る。以上のことから、複数回の再交渉を想定した場合にも、理論的には本稿のモデルと同様の手順

によってモデルを展開することができよう。

��� 節税効果

本稿では、負債の再交渉を想定した場合の最適な資本構成を導いているが、モデルの数値計算の

結果に基づいて考えると、企業はかなり高い負債比率を持つことになる。表  の数値例において

は、最適な意思決定における負債比率は約 '�％であり、現実的な水準よりもかなり高いと考えら

れる。このように、負債比率が高い水準に留まってしまう つの理由として、負債利用による節税

効果が大きすぎる可能性が考えられる。実際には、節税効果は本稿で想定しているよりも小さい可

能性は十分に考えられる。

本稿の数値計算では、法人税率として ��％を与えており、これが節税効果の大きさを決定して

いる。モデルでは、資産からのキャッシュフローのうち、利子として債権者に支払われる場合には、

法人税の課税対象ではないため節税効果が働く。しかし、もしも債権者が法人であるならば、債権

者に支払われる段階では課税されないが、債権者を通して最終的な投資家に支払われる段階で課税

されることになる。このような問題が存在する場合、債権者に対して支払われる 円の利子に対し

て、債権者は 円の価値よりも小さい価値しか見出さないかもしれない。そのため、モデルで想定

されている節税効果は現実の節税効果と比べて、はるかに大きいものになっている可能性がある。

また、本稿のモデルでは、企業が倒産しない限り節税効果が連続的に発生することが想定されて

いる。すなわち、モデルにおいては、債権者に支払われた利子が相殺するだけの所得を企業が生み

出し続けていることが想定されているのである。しかし、実際には、企業の業績が悪化し、収益が

赤字に転落している場合には、課税対象となる所得が存在しないため、節税効果は生まれない。実

際に倒産が間近に迫っているような企業では、通常は収益が赤字になっていると考えられ、そのよ

うな場合には、利子をどれだけ支払っているとしても節税効果は生まれないと考える方が自然であ

�



ろう。

節税効果が喪失するという想定は先行研究でもいくつか行われている。例えば、�����$
��	��	

�
��������� では、ある水準以上まで業績が悪化した場合には節税効果が失われるという想定が

考えられている。��� このような設定は本稿のモデルにおいても導入することはできるであろう。

例えば、資産価値 �� がある水準 ���	 を下回っているときには節税効果が生じないことを想定す

ることは可能である。この仮定により、負債利用に伴う節税効果は本稿のモデルよりも小さくなる

と考えられる。しかし、節税効果が失われる水準の設定をどのようにするかという点については、

恣意性が含まれてしまう。自然な想定としては、正の 3�45が生まれている場合のみ、節税効果が

生まれるというものであろう。しかし、そのような設定を考えるためには、本稿のような資産価値

ベースではなく、3�45ベースのモデルを考える必要があろう。

��� 非線形の再交渉費用

再交渉を行う際に費用がかかることは現実的にも容易に想像できるとはいえ、その費用が負債の

利用に対してどのような費用構造になっているのかは必ずしも明確ではない。本稿では、�に対し

て線形の再交渉費用を想定しているため、負債利用を増やすほど、再交渉費用はそれに比例して増

加することになる。負債を多く利用しているほど、再交渉において費用が多くかかることは想像に

難くないため、再交渉費用が負債利用に対して増加関数であることは良いとしても、先見的にはそ

の関係が定比例であるとする根拠はどこにもない。そのため、実際には再交渉費用は非線形の関数

として表せるかもしれない。

直観的には、再交渉費用は負債の利用に対して、逓減的であると考えられるかもしれないし、逓

増的であると考えられるかもしれない。例えば、再交渉において必要な費用には、法律上の手続き

を行う費用など、固定的なものが大きいかもしれない。その場合には、再交渉費用には規模の経済

が働き、負債利用を増やすほど平均的な再交渉費用は減少し、再交渉費用は逓減的な関数として表

すことができるであろう。一方で、負債を多く利用している場合ほど、債権者の中での利害関係が

複雑になり、再交渉は困難になるかもしれない。特に、負債額が大きくなる場合には、債権者の数

も多くなると考えられ、またその保有する債権額もまちまちであろう。その場合には、フリーライ

ダーの問題などが顕著であり、交渉が長期化してより多くの費用がかかる可能性がある。したがっ

て、再交渉費用は逓増的な関数として考えられるかもしれない。

本稿のモデルにおいて、再交渉費用を逓減的もしくは逓増的な関数と想定して計算することは容

易である。その際の最も重要な点は、再交渉費用に非線形の関数を想定すると、資産価値に対する

次同次性が崩れるということである。本稿のモデルでは、再交渉費用が線形の関数であることを

想定していた。この場合、資産価値 �� が � 倍になったときには、負債利用を � 倍にすると、再

交渉費用もまたちょうど �倍となるため、それが最適な負債利用の水準となり、次同次性が成り

立っていた。例えば、再交渉費用が逓減的である場合を考えよう。その場合には、資産価値 �� が

��	 その他にも、�������������������や富田・池田・辻 ������では、再交渉が行われる領域では節税効果が失わ
れるという仮定を置いている。

�



�倍になったとき、負債利用を �倍にしたとしても、再交渉費用は �倍にはならない。そのため、

負債利用を促進させた方が有利であり、最適な負債利用の水準はより高くなる。すなわち、再交渉

費用が逓減的である場合には、初期の資産価値に対する 次同次性は崩れ、資産価値が高いほど負

債利用は増加することになる。また、再交渉費用が逓増的である場合には逆であり、資産価値が高

いほど負債利用は減少することになる。

��� ���	
���	� ����

途中時点での再交渉がどのように行われるかということについては、本稿のモデルでは利子支払

額の減免という形で行われることを想定している。しかし、現実的な観点から考えると、確かに債

権放棄という形の再交渉も存在するが、それと同時に 6
#$	37��$% �8�0という形で再交渉が行わ

れるケースも少ないながら存在する。6
#$	37��$% �8�0では、債権者は自らの持つ債権を放棄す

る代わりに、株式という形で請求権を受け取ることになる。

6
#$	37��$% �8�0での再交渉を考慮している研究として、���	������
��������� が挙げられ

る。彼らのモデルでは、状態変数がある水準に到達したときに再交渉が行われ、債権者の持つ債権

は全て株式と交換される。再交渉においては、株式への交換比率が交渉されることになるが、彼ら

のモデルではそれはナッシュ交渉に基づいて決定されることになる。

このような設定は、本稿のモデルにおいても導入することは可能である。まず、6
#$	37��$%

�8�0による再交渉点を �
 とし、�� が �
 に到達した時点で再交渉が行われるものとする。そ

して、再交渉においては、負債は全て株式と交換されるものとする。そのため、再交渉が行われ

た際には、負債利用による節税効果は失われて企業価値は �
 と等しくなる。したがって、再交

渉では �
 の企業価値を株主と債権者とで分け合うことになる。���	������
��������� のモデル

と同様に考えるならば、再交渉における配分比率を � として、株主が ��
 を受け取り、債権者

が � � ���
 を受け取ることになる。そして、� はナッシュ交渉解によって決定される。再交渉

における価値の配分が決まれば、あとは株式や負債の価値評価式について、再交渉点での /���


.�$!���� 条件を考えることで、それぞれの証券の価値を評価することができる。

� 結論

本稿では、伝統的なトレードオフ理論の枠組みの中で、負債が再交渉可能である場合に、

最適な資本構成を決定するモデルを提示している。トレードオフモデルにおいて、負債の

再交渉を取り入れたモデルを提示して最適資本構成を分析している研究としては、例えば

�
���������	�
����������'� や ���	������
��������� などが存在する。また、 �!"#��$�	

 
��
��%	�
��������'�や富田・池田・辻 ����� などでは、トレードオフモデルにおいて、再交

渉可能な負債と再交渉不可能な負債の両方を導入し、負債構成も含めた資本構成モデルを提示して

いる。しかし、これらの研究では、負債の再交渉は連続的に行われると想定されており、状態変数

が再交渉の行われる領域に存在する場合には、負債に支払われる利子が状態変数に応じて連続的に

��



変化する。

再交渉が行われる領域で利子支払額が刻々と変化するという設定では、債権者に対するペイオフ

は状態変数に依存し、負債というよりは株式と似たペイオフの特性を持つことになる。本稿のモデ

ルで考えると、これは再交渉点を資産価値が下回っているような状況では、負債に支払われる利子

が資産価値に応じて決定され、資産価値が低下すれば支払利子も減少し、資産価値が上昇すればそ

れに依存して支払利子も増加することになる。そして、一度再交渉が行われるまで業績が悪化した

としても、その後に業績が上向き、資産価値が上昇した場合には、利子支払額は元の水準まで戻る

ことになる。それに対して、本稿のモデルの特徴は、株主と債権者との再交渉において、負債への

利子は再契約され、その後の利子支払額は倒産が発生しない限り一定であるという点である。その

ため、再交渉後に業績が向上したとしても、再契約された利子支払額が元の水準に戻ることはない。

また、本稿のモデルでは、再交渉を行うためには株主側が再交渉費用を負担する必要がある。そ

して、その費用は負債を多く利用するほど高くなると仮定している。基本的なトレードオフモデル

のフレームワークでは、負債を利用することは節税効果を持つというベネフィットを持つ一方で、

期待倒産コストを上昇させるというコストを持つ。本稿のように途中時点で再交渉を行うことが

できる場合には、再交渉による債務の減免により倒産が発生する可能性が低下するため、負債利用

による期待倒産コストを抑制することができる。しかし、この再交渉費用の存在は、途中時点で価

値を損失することを意味するため、事前段階における企業価値を低下させる要因となる。したがっ

て、最適な資本構成は、負債利用による節税効果というベネフィットと期待倒産コストと期待再交

渉費用という �つのコストとのトレードオフによって決定されることになる。

負債の再交渉は期待倒産コストを低下させるというベネフィットを持つ。しかし、再交渉に費用

がかかるという想定では、負債が再交渉可能であるということは、必ずしも負債利用を有利にする

わけではない。特に、再交渉費用が高い場合には、再交渉不可能である場合と比べて、再交渉可能

である場合の企業価値は低くなる可能性がある。これは、高い再交渉費用の下では、再交渉を行わ

ない方が事前の段階では望ましいが、費用を負担することで再交渉可能という想定の下では、再交

渉を行わないということを株主と債権者との間でコミットできないためである。事前的には再交渉

を行わないことが望ましいが、事後的に実際に企業の業績が悪化してしまうと、株主と債権者の両

者に再交渉を行うインセンティブが生じてしまうため、最終的には再交渉が行われる。そして、そ

のことは事前段階での価値評価に反映され、再交渉不可能な場合と比べて低い企業価値しか達成す

ることができないのである。
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