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どのような企業が 
 
どのようなタイミングで 
 
どのような資金を求めるのか 



企業買収案件の伸張 

（レコフの調査による） 
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企業買収はバブル崩壊以降の収益率改善策として伸張。 
1990年代後半以降の法改正がこれを後押し。 
今後も事業承継ニーズの高まりによる売り案件増加が見込まれる。 



本論文の目的 

①資金調達手段の決定要因 

②調達方法に対する市場評価 

企業買収時における○○を明らかにする 



対象サンプル 

  サンプル数 2,240案件 

期間     2000/4～2010/3 

対象         非金融 上場 IN-IN 非グループ 

※ 調達方法に応じ、内部留保・負債・株主資本の 
  ３グループに分類。 

※ テーマ①・②は同サンプルだが、テーマ②は 
  欠損値を考慮した結果1,832件を対象とする。 



調達手段の分類方法 
Martynova and Renneboog（2009）嶋谷・川井・馬場 (2005)の手法を参考。
買収発表当期・直前期決算のCF計算書を利用し分類。 
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資金調達・資本構成諸理論 

ペッキング・オーダー理論 

マーケット・タイミング仮説 

株主・経営者間エージェンシー問題 

債権者・経営者間エージェンシー問題 

仮説 1-1 

仮説 1-2 

仮説 1-3 

仮説 1-4 

仮説 1-5 

仮説 1-6 

仮説 1-7 

仮説 1-8 

仮説 1-9 

テーマ①  
資金調達手段決定要因  テーマ②  

調達手段の市場評価  

テーマ①は仮説の成立可否により各理論の成立を検証。 
テーマ②は諸理論から内部留保・負債・株主資本調達の
仮説を設定し検証 



テーマ①先行研究・仮説 

•調達手段は、内部留保→負債→株主資本の順に選
好される。 

•株主資本調達は投資家に過大評価・ピーク懸念をもたらす。 

•経営者は株価の下落（企業価値低下）を回避したい。 

ペッキング・オーダー理論 

 仮説1-1  ：  現金が十分な企業は内部留保を選好する。  
             （CF/買収額 現金/買収額 CF/総資産 現金/総資産） 
 
 仮説1-2  ：  債務負担能力が高い企業は株主資本より負債を選好する。 
             （内部留保率 有形固定資産保有率 固定長期適合率） 
 
 仮説1-3  ：  高レバレッジ企業は負債よりも株主資本を選好する。 
             （有利子負債/総資産 負債比率） 



テーマ①先行研究・仮説 

•資本構成は、株価動向に影響を受ける。 
•必ずしもペッキング・オーダーが成立しているわけではなく、一時的な株
価の変動が企業の資本構成に影響を及ぼすという実証結果。 

•株価上昇時やピーク時においては、調達額の面で株主資本調達が有
利になり、経営者はこれを求める。 

マーケット・タイミング仮説 

仮説1-4  ：  企業株価の上昇局面では株主資本を選好する。 
           （CAR 過去１年リターン） 



テーマ①先行研究・仮説 

•株主・経営者間の情報の非対称性が、企業行動に
影響を及ぼす。 

•私的便益の追求：経営者は自らの欲求を満たすべく経営活動を行う 

•エントレンチメント：経営者は自らの経営権を守るべく行動する。 

株主・経営者間エージェンシー問題 

仮説1-5  ：  株主構成が分散企業は負債よりも株主資本を選好する。 
            （筆頭株主保有率） 
 
仮説1-6  ：  経営権剥奪の可能性が高い企業は負債を選好する。 
            （M&Aレシオ SAF2002） 



テーマ①先行研究・仮説 

•債権者・経営者間の情報の非対称性が、企業行動
に影響を及ぼす。 

•過小投資問題：既存負債が有望案件への投資を阻害する。 

•資産代替問題：株主損失は有限であるため、過大リスク投資を求める。 

債権者・経営者間エージェンシー問題 

仮説1-7  ：  高成長性を有する企業は負債よりも株主資本を選好する。 
         （トービンのQ 売上総利益成長率 設備投資成長率 総資産成長率） 
 
仮説1-8  ：  業績が不安定な企業は負債よりも株主資本を選好する。（HV) 
 
仮説1-9  ：  創業来期間の浅い企業は負債よりも株主資本を選好する。 
           （企業成熟度） 



テーマ②先行研究・仮説 

    株価はネガティブな反応 内部留保 

•私的便益充足の懸念 

    株価はポジティブな反応 負債調達 

•タックスシールド形成、銀行審査 

    株価はネガティブな反応 株主資本調達 

•過大評価懸念、買収対象の不透明さ 

株価はネガティブな反応 

株価はポジティブな反応 

株価はネガティブな反応 



検証手法 

テーマ① 
「調達手段決定要因」 

   多項ロジット・モデル 

テーマ② 
「調達手段別評価」 

   イベント・スタディ 



テーマ①多項ロジット・モデル 

ある選択を行うに際し、選択に影響を及ぼす要因を推定する。 

内部留保 
グループ 

株主資本 
グループ 

負債 
グループ 

既に選択したグループから、他のグループを選択する確率を推
定する。 
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𝛽0 = 0 として基準化 



テーマ①「調達手段決定要因」結果 
基準カテゴリー
対象カテゴリー

Estimate Estimate Estimate

[1-1] CF/総資産 － -6.011 -7.348 － -6.499 -8.699 -0.488 -0.828
0.000 *** 0.000 *** 0.408

[1-2] 有形固定資産保有率 -0.137 -0.349 -2.058 -5.240 － -1.921 -4.819
0.727 0.000 *** 0.000 ***

[1-3] 負債比率 0.000 0.895 0.002 4.706 ＋ 0.002 3.681
0.371 0.000 *** 0.000 ***

[1-4] 過去1年リターン -0.148 -1.229 ＋ 0.196 1.867 ＋ 0.343 3.330
0.219 0.062 * 0.001 ***

[1-5] 筆頭株主保有率 -0.881 -1.774 0.103 0.235 － 0.983 2.072
0.076 * 0.814 0.038 **

[1-6] SAF2002 ＋ 0.132 0.647 0.575 3.071 － 0.443 2.429
0.518 0.002 *** 0.015 **

[1-7] トービンのQ 0.406 2.963 ＋ 0.876 7.080 ＋ 0.470 4.484
0.003 *** 0.000 *** 0.000 ***

[1-8] HV 0.136 0.385 ＋ -0.464 -1.438 ＋ -0.600 -1.907
0.700 0.150 0.057 *

[1-9] 企業成熟度 -0.005 -0.047 -0.613 -6.766 － -0.608 -6.452
0.963 0.000 *** 0.000 ***

(intercept) -0.314 -0.285 5.614 6.237 5.929 6.311
0.776 0.000 *** 0.000 ***

McFardenR
2

対数尤度

尤度比検定(Pr>χ
2
）

予想
符号

予想
符号

予想
符号

0.000
※有意水準：***…0.01、**…0.05、*…0.10

0.221

-593.4

Pr(>|t|) Pr(>|t|) Pr(>|t|)
t-value t-value t-value

負債 株主資本 株主資本
内部留保 負債

仮説1-5,1-6,1-8は不成立の疑い 



テーマ①「調達手段決定要因」結果 

負債 負債 負債 負債

負債 株主資本 株主資本 負債 株主資本 株主資本 負債 株主資本 株主資本 負債 株主資本 株主資本

[仮説1-1] CF/総資産 － － *** *** *** *** *** ***

有形固定資産保有率 － *** *** ***

負債比率 ＋ *** ***

過去1年リターン ＋ ＋ *** *** * *** *

筆頭株主保有率 － （**） （***）

SAF2002 ＋ － （**） ** （***）

トービンのQ ＋ ＋ *** *** *** *** *** ***

HV ＋ ＋ * （**） （*）

企業成熟度 － *** *** ***

※有意水準：***…0.01、**…0.05、*…0.10、括弧（）は符号条件が不整合ではあるが有意であること示す。

予想符号 通期 2000/4～2005/3 2005/4～2010/3

基準カテゴリー 内部留保 内部留保 内部留保 内部留保

[仮説1-9]

[仮説1-4]

[仮説1-5]

対象カテゴリー

[仮説1-2]

[仮説1-6]

[仮説1-7]

[仮説1-8]

[仮説1-3]



テーマ①「調達手段決定要因」結果 

企業買収における企業の資金調達行動について 

① ペッキング・オーダー理論は成立 
 
② マーケット・タイミング理論は不成立 
 
③ 株主・経営者のエージェンシー問題は不成立 
 
④ 債権者・経営者のエージェンシー問題は成立 



テーマ①「調達手段決定要因」考察 

 国内においては相対的に重要性が低い可能性。 
 成長性指標の企業行動に及ぼす影響が大きい。    三谷（2007） 

 国内企業の経営者の一部には適切なインセンティブが付与されている。 
久保（2004） 蟻川・黒木（2003）  

 国内では同族企業・親子上場が多く、最初から情報の非対称性が小さい。 
吉村（2007） 新田（2010）    

なぜ２理論は企業買収において成立しなかったのか 

マーケット・タイミング仮説 

株主・経営者間エージェンシー問題 

 
 企業買収時には情報の非対称性が小さくなる可能性 

          ⇒企業買収における特別決議・大量保有報告書 



テーマ②イベント・スタディ 

特定の経済的イベントが生じた際に、市場がその情報をどのように反応するかを統
計的に分析する手法。 

推定ウィンドウ イベント・ウィンドウ 

①推定ウィンドウにおけるTOPIXを用いマーケット・モデルにてα・βを推定。 

イベント日 
（＝買収発表日） 

②AR（異常収益率）を算出 

④CAAR（累積異常収益率）を算出 

𝐴𝑅𝑖 = 𝑅𝑖 ,𝑡 −𝛼 𝑖 − 𝛽 𝑖𝑅𝑚,𝑡 

③AAR（累積異常収益率）を算出 

𝐴𝐴𝑅𝑡 =
1

𝑁
 𝐴𝑅𝑖 ,𝑡

𝑁

𝑖=−1

 𝐶𝐴𝐴𝑅 =  𝐴𝐴𝑅𝑡

20

𝑡=−1

 

-300 -61 -1 20 0 



テーマ②「調達手段別評価」結果 
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イベント日（買収発表日） 

イベント日近辺は全グループ有意 

以降は負債のみが有意 
負債との関係においては株主資本も有
意。 



テーマ②「調達手段別評価」結果 

企業買収における企業の資金調達行動について 

① 発表には全て有意にポジティブな反応 
 
② 負債は継続して有意にポジティブな反応 
 
③ 株主資本は負債との関係で有意にネガティブな反応 



テーマ②「調達手段別評価」考察 

銀行経由の調達は銀行の審査を経ていることから、投資家へ
安心をもたらす。 

Leland and Pyle（1977）、Diamond（1984） 

負債調達のポジティブ反応 
 
買収企業自体の過大評価・ピーク懸念 

Myers and Majluf（1984）Baker, et al.（2004） 
被買収企業のバリュエーションが不正確であるシグナル 

Moeller, Schlingemann and Stluz（2004） 

負債調達がポジティブな反応 

株主資本調達は負債に比べネガティブな反応 



本論文で明らかになったこと 

買収時における企業の資金調達は 
 
①ペッキング・オーダー理論と債権者・経営者
間エージェンシー問題によって一定の説明が
可能。 
 
②調達手段に負債を選択することで、市場評
価（≒企業価値）毀損を防ぐことが可能。 



銀行は相対的に他の資金提供者より情報量が多く正確。 
企業の定量的・定性的要因の分析が可能。 
 
昨今の銀行はグループ内に株主資本提供機能を有する。 

総合的な示唆 

銀行は企業に適切な資金提供を行う素地を有する 

銀行の存在意義・役割が問われる 


