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1 研究テーマと問題意識 
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研究テーマ 

 研究テーマ 

- 日本企業は負債性資金の調達手段をどう選択しているか 

- 負債性資金の調達手段 ＝ 社債or長期借入金 
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研究テーマと問題意識(1) 



問題意識 

 リーマン・ショック時の資金調達 

- 利子急騰にも係わらず社債・CP発行での調達が増加 

 → なぜ銀行借入を利用しないのか？ 

 

 負債構成に関する理論・実証研究 

- 米国では負債といえば社債による調達が一般的 

   → その為、資本構成（社債 対 株式）に関する議論が中心。 

- 日本では銀行借入と社債が共に利用されている 

   → 負債構成（社債 対 借入）に関する研究は日本ならでは。 

   → 今後社債市場が発達するアジア企業に関する研究の示唆 
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研究テーマと問題意識(2) 



2 実態把握 
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負債比率の推移 

 総負債/総資産、有利子負債/総資産 共に90年代末か
ら大きく低下。 
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実態把握(1) 

総負債/総資産 
 75.3%→62.8% 

有利子負債/総資産 
 40.5%→31.9% 



負債構成の推移 

 LTLは急上昇、STLが低下、BONDも緩やかに減少 
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33.6%→59.1% 

BOND 
26.6%→18.5% 

STL 
39.7%→18.4% 

社債発行 
自由化 

・短期資金から長期資金へ 
 → なぜ社債が増えない？ 

・社債発行の自由化 
 → なぜ長期借入から社債 
   への移行が起きない？ 

実態把握(2) 



3 先行研究 
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債権者数と負債手段選択 

 銀行借入と社債の違い 

 

 

 

 先行研究の整理 

 1）債権者数に着目したもの 

 2）再交渉に着目したもの 

 3）担保や返済順位に着目したもの 

 4）日本の社債市場の特性に着目したもの 
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先行研究(1) 

債権者数 返済（償還）期間 優先劣後 

銀行借入 少ない 短い、再交渉し易い 有担保、優先返済 

公募社債 多い 長い、再交渉し難い 無担保、劣後返済 



債権者数と負債手段選択 

 モニタリング・コスト と ホールドアップ・リスク 
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先行研究(2) 

企業 

貸し手 

貸し手 

貸し手 

審査 
モニタリング 

企業 

預金者 

預金者 

預金者 

銀行 
貸し手 

貸し手の数が多い場合（社債） 貸し手の数が少ない場合（借入） 

モニタリングが重複→高コスト 
（モニタリング・コスト大） 

モニタリングが集約→低コスト 

高金利 
※銀行のモラル・ハザード 

他の貸し手がいない→高金利を要求 
（銀行によるホールド・アップ） 

だが 

  



再交渉可能性と負債手段選択 

 銀行借入と社債 

- 銀行借入：少数への短期大口融資 → 再交渉し易い 

- 公募社債：多数への長期小口融資 → 再交渉が困難 

⇒ 返済リスクが高い企業ほど、銀行借入を選択 

⇒ 「いざという手の貸し手」としての救済機能が実証 
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先行研究(3) 

 債務者（企業）によるモラル・ハザード 

- 銀行＝再交渉が容易 → 経営者が返済努力を怠る可能性が存在 

- この債務者によるモラル・ハザードを予想して、銀行はリスク
回避のため高金利を要求 

- これを予想して企業は返済可能性を高く見せる→「逆選択」 



返済順位と負債手段選択 

 担保 

- 逆選択/モラルハザード → 解消策の１つはシグナリング 

- 銀行に対し提供する「担保」はシグナリング効果を持つ 

- だが社債の多くは「無担保」 → 借入との差異が発生 
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先行研究(4) 

 資産代替問題（過剰投資問題） 

- 負債比率の高い企業において、株主は株式のオプション性・
有限責任制から高リスク・プロジェクトの実行を求める 

- 既存債権者は状況を知っている為、その為の資金提供は拒否 

- 状況をよく知らず返済順位が劣位となる債権者から資金調達 

- このような債権者 ＝ 社債（情報劣位、返済劣位） 

 

 



社債市場特性と負債手段選択 

 日本の社債市場の特性 

- 98年になり漸く事実上の発行自由化 

- 市場規模が小さく、参加する投資家が金融機関に偏っている 

- 今も社債発行がし難いとの、産業界からの意見あり 

 

 社債発行コスト（調整費用） 

①発行に係わる手続きコスト（費用、手間、期間） 
・格付取得～起債まで最低3カ月。 

・四半期決算の時期も考えると実質半年。 

②市場特性に関連するコスト（不確実性） 
・投資家が限定的→低格付市場は未成熟→高格付取得が社債発行には必須 

・格付の判断基準が不明瞭→手間暇かけても高格付を取得できるか不確実 
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先行研究(5) 



4 リサーチ・デザイン 
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仮説設定 

 仮説設定 

- 先行研究は下記4つの仮説に整理できる → 説明力を検証 
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リサーチデザイン(1) 

 債権者数が多い ○   

借入 社債 

 債権者数調整仮説 

 返済リスクが高い ○    再交渉期待仮説 

 担保資産が多い  情報非対称性緩和仮説 

 倒産リスクが高い   ○  過剰投資仮説 

 発行経験が多い ○  社債市場調整コスト仮説 

 債権者
の数 

 再交渉 

返済 
順位 

市場 

○ 



被説明変数① 手段選択 

 被説明変数の設定(1) 

- 長期資金需要に対し、どちらの手段で調達するかを分析 

- 分析1-1：(b)と(c)を比較 → 借入 or 社債の判断 

- 分析1-2：(a)と(c)を比較 → 借入前提の下で社債を併せて利用
するかの判断 

⇒ 分析対象：社債調達ダミー（社債発行＝１、それ以外＝0） 

       金融機関借入ダミー（借入＝１、それ以外＝0） 
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リサーチデザイン(2) 

＜東証1部上場企業（金融・ガス・電力除く）の調達手段別に見た企業の割合＞ 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 合計

(a) 社債・借入両方 137 129 140 170 212 213 189 159 149 132 162 1792
(b) 社債のみ 19 10 16 19 18 21 15 17 16 14 13 178
(c) 借入のみ 549 571 491 509 494 490 508 503 524 482 453 5574
(d) どちらも利用せず 196 231 229 238 262 285 302 353 334 275 307 3012

合計 901 941 876 936 986 1009 1014 1032 1023 903 935 10556



被説明変数② 金額選択  

 被説明変数の設定(2) 

- 長期資金需要に対し、金融機関借入と社債発行を併用した場合、
どちらの調達手段でいくらの金額を調達するかを分析 

- 分析2-1：社債調達額/（社債調達額＋金融機関借入額） 

⇒ 分析対象：社債調達比率 ＝ 社債調達額/（社債調達額＋長借調達額） 
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リサーチデザイン(3) 



説明変数 

 説明変数の設定 
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リサーチデザイン(4) 

○   

 借入  社債 

 債権者数調整仮説 

  ○   
 再交渉期待仮説 
    ○ 

 情報非対称性緩和仮説 

 過剰投資仮説 

  ○ 
 社債市場調整コスト仮説 

 債権者
の数 

 再交渉 

優先 
順位 

市場 

 債権者分散度数  

 ICR 

平均借入返済期間 

 担保可能資産/総資産 

 ICR 

 社債発行ダミー 

  ○  金融機関持株比率 

○  累積社債発行回数 

○   

○ 



説明変数の算出方法 

 債権者分散度数 
- 債権者分散度数＝1－（各長期借入金先構成比率の二乗の合計） 

- 借入先が分散しているほど値は大きい 

 平均借入期間 
- 長期借入金期間加重平均 

 

 担保可能資産/総資産 
- 担保可能資産＝現預金＋有価証券等＋土地その他 

 社債発行ダミー 
- BS上に社債を計上している企業を１、そうでない企業を0とする変数 

 累積社債発行回数 
- 転換社債を除いた公募社債および私募債の累積発行回数を各年度毎に計算 
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リサーチデザイン(5) 



5 負債手段選択の実証分析 
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分析モデル 

 分析モデル 
- 分析手法  ：2値的選択モデル（プロビットモデル） 

- 分析対象  ：分析1-1 社債 又は 長期借入金 どちらかで調達した企業 

       分析1-2 両方で調達 又は 長期借入金のみ で調達した企業 
        ※2000～2010年、金融・ガス・電力を除く 

- 被説明変数：社債調達ダミー 
    （社債調達を行った場合＝１、そうでない場合＝0） 

 説明変数と予測される符号条件 
- 説明変数  ：借入分散指数（-）、ICR（+）、平均借入返済期間（+）、 

        担保可能資産/総資産（+）、ICR（-）、 

        金融機関持株比率（+）社債発行ダミー（+）、 

        累積社債発行回数（+） 

- 操作変数  ：総資産（対数値）、PBR 
       ※情報の非対称性を代表すると考えられる指数 
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負債手段選択の実証分析(1) 



1-1 分析結果 

 ①長期借入のみ と ②社債のみ の比較 
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対象: 4880社・年 

 ①  4732社・年 

 ②    148社・年 

 

← 仮説通り※再交渉期待仮説 

← 仮説通り 

 

← 仮説通り 

← 仮説通り 

 

負債手段選択の実証分析(2) 

Coefficient Std. Error z検定

定数項 -1.4466 0.4032 ***

対数総資産(-1) -0.0820 0.0361 **

PBR(-1) 0.0725 0.0280 ***

債権者数分散度数(-1) -0.0537 0.1146

ICR(-1) 0.0001 0.0000 ***

平均借入返済期間(-1) 0.0731 0.0162 ***

担保可能資産(-1) 0.5281 0.3239

金融機関持株比率(-1) -0.2688 0.3115

累積社債発行回数(-1) 0.0021 0.0062 *

社債調達ダミー(-1) 0.3011 0.0803 ***

McFadden R-squared 0.0437 LR statistic ***

Obs with Dep=0/1 4732 148

%Correct Dep=0/1 99.96 1.35

%Incorrect Dep=0/1 0.04 98.65

Year

Model

2000-2010

Probit



1-2 分析結果 

 ①長期借入のみ と ③社債・長期借入両方の比較 
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対象: 6301社・年 

 ①  4732社・年 

 ②  1569社・年 

← 有意だが符号が逆 

← 仮説通り※過剰投資仮説 
 

← 有意だが符号が逆 
 

← 仮説通り 

← 仮説通り 

 

 

 

 

 

 

負債手段選択の実証分析(3) 

Coefficient Std. Error z検定

定数項 -2.6644 0.2147 ***

対数総資産(-1) 0.0937 0.0183 ***

PBR(-1) 0.0508 0.0180 ***

債権者数分散度数(-1) 0.1880 0.0656 ***

ICR(-1) -0.0039 0.0007 ***

平均借入返済期間(-1) -0.0191 0.0124

担保可能資産(-1) 0.3774 0.1812 **

金融機関持株比率(-1) -0.2392 0.1592

累積社債発行回数(-1) 0.0210 0.0021 ***

社債調達ダミー(-1) 0.9286 0.0446 ***

McFadden R-squared 0.1881 LR statistic ***

Obs with Dep=0/1 4732 1569

%Correct Dep=0/1 95.52 24.98

%Incorrect Dep=0/1 4.48 75.02

Year

Model

2000-2010

Probit



分析結果のまとめ 

 分析結果概要 
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 社債 

  
 債権者数調整仮説 
  

― 

＋   
 再交渉期待仮説 
  ＋ 

―  情報非対称性緩和仮説 

― 
 過剰投資仮説 

＋ 
 社債市場調整コスト仮説 

 債権者
の数 

 再交渉 

優先 
順位 

市場 

 債権者数分散度数 

 ICR 

平均借入返済期間 

 担保可能資産/総資産 

 ICR 

 社債発行ダミー 

＋  金融機関持株比率 

＋  累積社債発行回数 

 1-1 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

1-2 

－ 

― 

＋ 

＋ 

負債手段選択の実証分析(4) 

仮説を支持 仮説と逆 



分析結果のまとめ １－１ 

・「再交渉期待仮説」が支持された一方で「債権者数調 
    整仮説」が支持されない結果に 

 → 企業が情報の非対称性からくる逆選択やモラル・ハザードの軽減といっ 

     た観点を考慮せず、再交渉可能性即ち金融機関のラストリゾート機能を 

     重視して調達手段の選択を行っていることを示している。 

 → 金融機関による情報生産機能が薄れている？ 

    競争環境や経済環境の不確実性が高まったことによる再交渉性の重視？ 

・「社債発行調整コスト仮説」が支持される結果 
      → 社債が流通している企業、また発行回数が多い企業ほど社債発行に係る 

          調整コストが低いと予想される結果 

  → 発行経験がある企業はより一層社債による調達を行い、発行経験がない 

    企業は社債による調達を行わなくなる可能性    
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負債手段選択の実証分析(5) 



分析結果のまとめ １－２ 

・「社債発行調整コスト仮説」が支持される結果 
 → 1―1の分析結果同様の結果となった。 

   → 社債発行プロセスや日本の社債市場の特性がもたらす調整項との大きさ 

     を示唆するもの。社債利用が二極化していく可能性 

・「過剰投資仮説」が支持される結果 
      →  金融機関による貸出行為が慎重化したことにより、倒産リスクの高い企 

     業においては社債も併用する必要性が生じた可能性  

  → 発行経験がある企業はより一層社債による調達を行い、発行経験がない 

    企業は社債による調達を行わなくなる可能性 

・  金融機関借入を前提としていることを踏まえると、 
     再交渉性の保持は確定しているため、「再交渉期待 
   仮説」を支持する結果が得られなかったことは整合的 
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負債手段選択の実証分析(5) 



6 負債手段別比率決定の実証分析 
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分析モデル 

 分析モデル 
- 分析手法  ：重回帰モデル（変量個別効果モデル） 

- 分析対象  ：分析2-1 社債・長期借入金両方で調達した企業 

       ※2000～2010年、金融・ガス・電力を除く 

- 被説明変数：社債調達比率 
     ＝ 社債調達額/（社債調達額＋長期借入金調達額） 

 

 説明変数と予測される符号条件 
- 説明変数  ：借入分散指数（-）、ICR（+）、平均借入返済期間（+）、 

        担保可能資産/総資産（+）、ICR（-）、 

        金融機関持株比率（+）社債発行ダミー（+）、 

        累積社債発行回数（+） 

- 操作変数  ：総資産（対数化）、PBR 
       ※情報の非対称性を代表すると考えられる指数 
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負債手段別比率決定の実証分析(1) 



2-1 分析結果 

 ③両方で調達した企業における調達金額比率の分析 
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対象: 1５６９社・年 

変量個別効果モデルで推定 

 

 
 

← 仮説通り※再交渉期待仮説 

← 仮説通り※再交渉期待仮説 

 
 

← 仮説通り 

 

 

負債手段別比率決定の実証分析(2) 

Coefficient Std. Error t検定

定数項 0.5046 0.1068 ***

対数総資産(-1) -0.0195 0.0090 **

PBR(-1) 0.0014 0.0073

債権者数分散度数(-1) -0.0265 0.0268

ICR(-1) 0.0012 0.0005 ***

平均借入返済期間(-1) 0.0120 0.0056 **

担保可能資産(-1) -0.0505 0.0917

金融機関持株比率(-1) 0.5255 0.0777 ***

累積社債発行回数(-1) -0.0020 0.0007 ***

社債調達ダミー(-1) -0.0100 0.0214

Adjusted R-squared 0.0453 D.W. stat 1.664163

F-statistic 9.26 ***

Year

Model

2000-2010

変量個別効果



分析結果のまとめ 
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― 

 社債 

  
 債権者数調整仮説 
  

＋   
 再交渉期待仮説 
  ＋ 

―  情報非対称性緩和仮説 

― 
 過剰投資仮説 

＋ 
 社債市場調整コスト仮説 

 債権者
の数 

 再交渉 

優先 
順位 

市場 

 債権者数分散度数 

 ICR 

平均借入返済期間 

 担保可能資産/総資産 

 ICR 

 社債発行ダミー 

＋  金融機関持株比率 

＋  累積社債発行回数 

 2-1 

＋ 

＋ 

＋ 

ー 

＋ 

負債手段別比率決定の実証分析(4) 

 分析結果概要 仮説を支持 仮説と逆 



分析結果のまとめ 

・再交渉期待仮説は強く支持 
 → その一方で「債権者数調整仮説」「情報非対称性緩和仮説」は支持され 

     ず、これは前出の実証分析1―1と同様の結果となった 

 → 手段選択に関する意思決定も、調達比率に関する意思決定も企業は再交 

    渉可能性を重視しておこなっている。 

・金融機関持株比率が高いほど社債発行による調達金額 

 の比率が上昇 
  → 情報の非対称性が少ない場合、新規社債投資家は高リスク投資に資金を 

    提供しない 

 → 既存の金融機関が自らのリスク回避のために情報の非対称性を拡大して 

    いる可能性 
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負債手段別比率決定の実証分析(5) 



7 まとめ と 今後の課題 
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分析結果のまとめ 

 負債手段選択に関する分析 

- 社債か借入か  
  → 再交渉期待仮説、社債市場調整コスト仮説 

- 借入に社債を追加するか否か 
  → 社債市場調整コスト仮説、過剰投資仮説 

 

 手段別比率選択に関する分析 

- 社債・借入の両方を利用する場合の比率決定  
  → 再交渉期待仮説、過剰投資仮説 

→社債か借入かという調達手段選択に関する分析結果と、同様
の結果となっている！ 
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まとめと今後の課題(1) 



分析結果の解釈 

 本実証分析結果における解釈 

- 企業は負債性資金調達手段の選択において再交渉性
を重視 

 → 企業業は金融契約の不完備性を補完する再交渉の容易性を重視してお 

        り、情報の非対称性が生みだすモニタリング・コストやホールド・ア 

        ップリスクの問題、またそれを解消するような担保の機能を重視して 

        いない。 

- 社債発行経験がある企業とない企業において社債利
用が二極化していく可能性 

 →社債市場における調整コストの大きさが企業の社債発行に大きな阻害 

   要因となり、社債発行経験がある企業とない企業において社債利用が二 

   極化していく可能性が示唆されるものに 
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まとめと今後の課題(2) 



今後の課題 

 本実証分析における課題 

- 仮説設定とは逆の結果が支持された場合の説明 

 → より理論研究を読み込むことに加え、追加的な実証分析を行うことで、 

    仮説検討の精度を上げる必要 

 

 今後の発展的な研究課題 

   - 分析対象の拡張 

 → 社債発行が活発な業種とあまり利用されていない業種における負債性 

   資金調達手段の選択の分析を行うことで、業種毎に社債利用に差があ 

   るのか、その場合どのようなときに社債発行が行われるのか、などよ 

   り精緻な検証が可能になると考える 
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まとめと今後の課題(3) 
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