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Ⅰ. はじめに 
  

新古典派経済学に従えば、企業は利潤を極大化させるべく行動するので、企業集団の形

成もまたグループ内企業の利潤を最大化することが目的と思われる。ところが中谷巌氏が

執筆した「企業集団の経済的意味と銀行の役割」においては、日本の企業集団に属する企

業は、ハイパフォーマンスを上げることよりもむしろ、相互補助的なリスクシェアリング

システムによって安定性を第一とした経営を行い、また、利益の分配先として株主よりも

従業員を重視する日本的経営を行うことを目的としていることが発見された。 
だが論文が執筆された 1983年から 20年以上が経った現在では、三井住友銀やみずほ銀、

明治安田生命や三井住友海上火災に代表されるように、メインバンクや保険会社では企業

集団を越えての合併が行われ「企業集団」や「財閥」といったものの存在が薄らいできた

ように思われる。 
このような背景の中で、旧来からの企業集団系企業は中谷氏が論文を執筆した時のよう

な安定性と従業員を重視するスタイルをいまだ継続させているのだろうか。それとも漠然

と「企業集団の存在の薄まり」というものが感じられるように、企業集団系企業の経営ス

タイルは、産業社会の変化と共に独立系企業のものとの間に差を見せなくなっているので

あろうか。 
本論文ではこの疑問を解決すべく、メインバンクや保険会社の合併が起こり始め、特に

企業集団の内部において何かしらの変化がうまれた可能性のある2001年から直近の４カ年

のデータを用いて調査した。なお、2001 年が IT バブル崩壊直後であったのに対し、地価

の暴落によるバブル崩壊直後の 1991 年から４ヵ年のデータを、一部で比較対象のデータと

して用いることとする。 
 
 
 
 

Ⅱ.『企業集団の経済的意味と銀行の役割』 
(1983 年中谷巌)の要旨 

 
 

 日本の産業構造の大きな特徴として、多くの企業が三井・三菱・住友・芙蓉・三和・一

勧系から成る六大企業集団に属していることが挙げられる。集団内企業は株式持合いや資

金の貸借関係、財の売買などを通じて緊密な相互依存関係を結んでいる。 
では、企業集団を形成する経済的目的はどこにあるのだろうか。古典的な経済論理に従

えば、企業集団内企業の成長率や売上高を最大化することが目的だと思われる。ところが

調査の結果、独立系企業に比べて売上高も成長率も決して高くないことが判明したのであ

る。 
中谷氏の論文ではこれに続き、独立系企業と各企業集団の企業を構成する主体への所得

の分配率、グループ内企業の業績のばらつき具合、資本構成の安定度を 1972 年から 1980
年の期間でデータを取り企業集団を形成する目的を探った。 
 まず企業のステークホルダーへの分配傾向を比較した結果、独立系企業では株主へ分配

する傾向が強く、それに対して、集団内企業では、役員を含めた従業員に対する分配の傾

向が強いことが分かった。ここで考えられるのは、集団内企業は、単に株主の利益を追求

するためではなく、企業構成員全体の効用を重視しているのではないかということである。 
 これに関して、「安定性」という観点から、再び集団内企業と独立系企業の比較をしてみ

ると、利益率・成長率ともに集団内企業は極端に良いわけではないが、極端に悪いことは
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なく、変動が小さい。一方、独立系企業はパフォーマンスの良し悪しに企業ごとで相当な

差が存在した。 
 これらの結果をまとめ、導き出される結論としては、企業集団の形成は「安定性の確保」

のためにあるということである。企業をつぶさないために、業績水準を下げるという保険

金を支払って、事業リスクをカバーしているのである。 
こうした企業集団に属する企業の行動は、銀行がいざというときに系列内企業を救済し

たり、また、従業員を重視する経営に見られるように、安定性を重視し構成員を重視する

日本型の経営スタイルに基づいたものなのである。 
 

   
 
 

Ⅲ. 分析の手法 
 
 

中谷論文と同じ手法を用い、独立系企業集団と企業集団系企業の①パフォーマンスの違

いを利益率と成長率で、グループ内企業間のパフォーマンスのばらつき具合を分散値で、

②所得の分配先としてどのステークホルダーを重視しているかを付加価値の分配率で、③

銀行への依存度や財務ポリシーを資本構成の安定性で、見ていく。また、中谷論文と異な

る結果が見られた場合、10 年前の 1991－94 年ではどうだったかを比較し、年代による移

り変わりを見ることとする。 
 

 
Ⅲ-1 サンプル企業の抽出 
 

同業種から、なるべく同程度の資本規模を持つ６つの企業集団系企業と独立系企業をそ

れぞれ選ぶ。企業集団系企業と独立系企業の分類については明確なものが存在しないため、

この論文内では以下のように定義をした。 
企業集団に属する企業としては第一に、2000 年時に各々の社長会に参加する企業とした。

社長会の参加企業は、社長会を通して、また同じブランド名の下で集団内でのお互いの働

きかけや結びつきを強めていると考えられる。そのため、集団内で資本・取引・人的関係

の強固な関係を持った、その企業集団を代表する企業であるということが言えるためであ

る。また第二に、サンプル企業数を増やす目的から、『系列の研究(2000 年版)』(編：経済

調査会)によって各企業集団に分類された企業も加えた。 
一方、独立系企業の定義は第一に中谷論文に従い、『系列の研究』(2000 年版)より「分

類不明」とされた企業に加えて地方銀行系列の企業とした。いずれかの企業集団に属すと

判断することが困難な企業を独立系とみなすことは無理がないと思われる。第二にサンプ

ル企業数を増やす目的から追加的に『日本経済と六大企業集団』（著：角谷登志夫）内で

独立系に分類されている企業を独立系企業として加えた。 
  

以上の定義に従って本論分では各グループから 29 社を選出し、サンプルとして用いる。

各グループ企業については表１を参照せよ。 
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表 1．グループ別サンプル企業の一覧 
 

 
  三井  三菱 住友 芙蓉 三和 第一勧銀 独立 

商社 三井物産 三菱商事 住友商事 丸紅 双日 兼松 ト－メン 

               

建設 三機工業 戸田建設 住友林業 大成建設 大林組 清水建設 大和ハウス工業

  日揮 協和エクシオ 淺沼組 五洋建設 東洋建設 日本道路 大東建託 

  三井ホーム 九電工 鹿島 西松建設 積水ハウス     

               

百貨店・ イトーヨーカ堂 伊勢丹 フジ 井筒屋 高島屋 西友 青山商事  

小売   大丸 平和堂 松屋 阪急百貨店 パルコ ダイエー  

               

食品 日本製粉 キリンビバレッジ ハウス食品 日清製粉 伊藤ハム カルピス 日本ハム 

  東洋水産 味の素 キューピー ニチレイ 江崎グリコ 明治製菓 日清食品 

               

繊維 東レ 三菱レイヨン 川島織物 日清紡 ユニチカ 市川毛織 東洋紡  

               

製紙 王子製紙 三菱製紙 レンゴー 日本製紙 大王製紙 北越製紙 中越パルプ 

               

化学 三井化学 三菱樹脂 住友化学工業 昭和電工 帝人 日本ゼオン エステー化学 

  富士写真フィルム 三菱瓦斯化学 住友ベークライト 呉羽化学工業 関西ペイント 旭電化工業 
 日本パーカライジン

グ 

  ダイセル化学工業   住友精化 日本油脂 日立化成工業 ライオン 東洋インキ製造

               

鉄鋼 日本製鋼所 三菱製鋼 住友金属工業 日本電工 中山製鋼所 神戸製鋼所 日亜鋼業  

               

機械 ブラザー工業 三菱化工機 住友重機械工業 クボタ NTN 井関農機 アマダ 

  椿本チエイン ホソカワミクロン コマツ 日本精工 島精機製作所 荏原 アマノ 

  東芝機械   ダイキン工業 小森コーポレーション     森精機製作所 
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電気機器 東芝 三菱電機 日本電気 沖電気工業 シャープ 富士電機 ローム 

  東芝テック オムロン 松下電器産業 横河電機 日東電工 安川電機 村田製作所 

    小野測器 三洋電機  京セラ 富士通 日立製作所 

      日本ビクター  ユニデン     

               

精密機械 トプコン ニコン   キヤノン ホーヤ オリンパス リズム時計工業 

  ソキア 島津製作所   東京精密   シチズン ノーリツ鋼機 

               

陸運 相模鉄道 小田急電鉄 京王帝都電鉄 ヤマト運輸 阪急電鉄 トナミ運輸 西濃運輸 

    山九 阪神電気鉄道 東武鉄道 日新 日本通運 東海旅客鉄道 

               

倉庫 三井倉庫 三菱倉庫 住友倉庫    澁澤倉庫 上組 

               

不動産 三井不動産 三菱地所 住友不動産 東京建物 大京   東急不動産 

               

金属製品 中央発條 日本建鐵 
三協アルミニウム工

業 
松尾橋梁 日本橋梁 東京製綱 文化シヤッター 

               

自動車等 アイシン精機 三菱自動車   日産自動車 新明和工業 いすゞ自動車 ヤマハ 

               

医薬品 富山化学工業 ツムラ 第一製薬 科研製薬 藤沢薬品工業 日本ケミファ 武田薬品 

               

その他サービス オリエンタルランド     常磐興産 藤田観光 東京ドーム 吉本興業 

               

海・空運 商船三井 日本郵船 第一中央汽船 昭和海運   川崎汽船 全日本空輸 

               

ガラス窯業 東芝セラミックス 旭硝子 日本板硝子 石塚硝子 日本コンクリート工業 太平洋セメント 黒崎播磨 
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Ⅲ-2 使用する指標 
 

企業のパフォーマンスを測るために利益率と成長率を指標として用いる。利益率につ

いては利払い後事業利益率と ROA（総資産営業利益率）を使用し、成長率については付

加価値の成長率を使用した。中谷氏の論文ではこれに加えて成長率を測る指標として有

形固定資産の成長率を用いていたが、現在においては有形固定資産が以前ほどには重視

されなくなってきている事情から、独立系企業と系列系企業で違いを見いだすことが難

しいと判断し指標として用いないこととした。 
所得の分配先としてどの主体を重視しているかを調べるための指標としては、付加価

値の各主体への分配率を用いる。企業集団内において中心的役割を果たす銀行にどれだ

け依存しているか、また資本構成の安定性を調査するための指標として負債比率と自己

資本比率を使うこととする。算出方法は以下の通りである。 
 
（a）利払い後事業利益率 

  利払後事業利益／資産合計 
 
（b）ROA(総資産営業利益率) 

  営業利益／総資産 
 
（c）付加価値の成長率 
付加価値額 ＝ 人件費・労務費＋賃借料＋租税公課＋減価償却費＋支払い特許料 

＋純金利負担＋法人税等＋株主配当金＋役員賞与＋その他 
付加価値額の成長率 ＝ (当年度の付加価値額／前年度の付加価値額) － １ 

 
（d）付加価値の各主体への分配率 

  従業員への分配率 = （人件費･労務費＋役員報酬）／ 付加価値額 
  株主経営者への分配率 = （利払い後事業利益－法人税等）／付加価値額 
   金融機関への分配率 = 支払利息／付加価値額 
 
（e）負債比率 

   負債合計／資本合計 
   
（f）自己資本比率 

  資本合計／総資産 
 
 
 
 

Ⅳ. 各企業集団と独立系企業の比較結果 
 

Ⅳ-1 利益率および成長率 
 

Ⅳ-1-1 グループ間の利益率・成長率の差 
 

2001 年から 2004 年における利益率と成長率で各企業集団と独立系企業集団のパフォ

ーマンスを平均値で比較したところ表２に見られる結果を得た。また、表には独立系企

業と系列系企業の平均値の差が統計的に有意かどうかを検定した結果も付記している。 
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表から理解できるように、統計的に有意な結果が出なかった三和グループを除いて三

井・三菱・住友・芙蓉・一勧の各グループとも、利払い後事業利益率では１％以上、総

資産営業利益率では１％前後独立系グループよりも低い。 
一方で成長率を見ると、各平均値の差は三和グループと一勧グループでは５％有意水

準で有意差が、三井・三菱・住友・芙蓉グループは 10％水準で有意傾向があり、いずれ

の系列グループも独立系よりも成長率の平均値が低いことが言える。六代企業集団全て

の平均値を独立系グループの付加価値成長率を比べると、独立系では 3.8％程度の成長を

見せているのに対して、系列系は－0.5％減退しているという顕著な違いが見受けられた。 
    
 

表２. 各企業集団系企業と独立系企業のパフォーマンス比較 
（2001－2004 年） 

  

  

利払い後事業利益率

（％） 

総資産営業利益率 

（％） 

付加価値の成長率 

(％) 

独立 4.562  4.275  3.764  

3.056  2.842  0.190  
三井 

 （0.00027）   （0.00036）   （0.06928） 

3.138  2.997  -0.028  
三菱 

 （0.00048）   （0.00126）   （0.05779）  

3.322  3.161  0.709  
住友 

 （0.00227）   （0.00516）   （0.09835）  

3.116  3.292  -0.088  
芙蓉 

 （0.00054）   （0.01056）   （0.05696）  

4.363  4.219  -2.644  
三和 

 （0.34492）   （0.45150）   （0.00778）  

2.999  3.049  -1.206  
一勧 

 （0.00018）   （0.00222）   （0.02934）  

六大企業集団 3.332  3.260  -0.511  
平均値  （0.00177）   （0.00597）   （0.01474）  

注：（）内は独立系との平均値の差が統計的に有意か否かを検定したときの p 値 
網掛けが施されているものは５％水準で有意であり、波線が施されているものは 10％水準で有意傾向にある。 

 
 
 
Ⅳ-1-2 2001－04 年におけるグループ間の安定度の差 
 
 企業グループ内に存在する企業間でどれくらいパフォーマンスにばらつきがあるか、そ

のグループがどの程度安定的であるかをグループ内分散で見ていく。例えば分散値が小さ

いほど、全体で見たときのそのグループの業績は「安定的」であると言える。1983 年時点

に執筆された中谷氏の論文内では、系列系企業の方が独立系の企業よりも分散値が低く、

すなわち安定的であることが発見された。中谷氏は企業集団に属している企業の目的は、

極端に良い業績もあげにくくなるが、極端に悪い業績に陥る危険性をお互いにシェアする

ことで利益率や成長率を多少犠牲にしても安定を確保する点にあると結論づけていた。 
そこで、2001 年から 2004 年平均のパフォーマンスにばらつきがあるかを、独立系の分

散を基準にして示したものが表３である。表から読み取れるように、三和系と一勧系の付

加価値成長率を除き、三井・三菱・住友・芙蓉・一勧の各グループ内でのパフォーマンス

のばらつきは独立系よりも小さい。すなわち三和系を除く各企業集団は独立系よりもグル
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ープ内の安定性を確保していると言うことができる。 
 
 

表 3. 各企業集団系企業と独立系企業の分散値比率 
（2001－2004 年） 

  

  
利払い後事業利益率 総資産営業利益率 付加価値の成長率 

独立 1  1  1 

0.552  0.549  0.612  
三井 

（0.00023） （0.00020） （0.00187） 

0.513  0.540  0.603  
三菱 

（0.00005） （0.00015） （0.00145） 

0.564  0.630  0.550  
住友 

（0.00038） （0.00324） （0.00022） 

0.605  0.585  0.647  
芙蓉 

（0.00148）  （0.00076） （0.00497）  

1.058  0.861  0.929  
三和 

（0.36869） （0.18732） （0.33061）  

0.563  0.610  0.908  
一勧 

（0.00035） （0.00174） （0.28336） 

注：（）内は独立系との分散値の差が統計的に有意か否かを検定したときの p 値 
網掛けが施されているものは５％水準で有意であり、波線が施されているものは 10％水準で有意傾向にある。 

 
 
 
Ⅳ-1-3 考察 
 
 Ⅲ-1-1 とⅢ-1-2 の結果から、系列系の企業は三和系を除いて利益率・成長率はともに低

いが安定度は高い傾向があるということが言える。このことから企業集団に属している企

業は独立系企業よりも堅実な経営を行っているということが、まず言えそうである。 
 また業績は低いが安定性は高い要因については、以下のような仮説が立てられる。2001
年の『企業集団の実態について－第七次報告書－』（公正取引委員会）では、 
 
 
・ 社長会参加企業に加入のメリットを尋ねたところ、30%近くの企業が「長期安定 
的取引の確保」を挙げた。 

・企業集団に属している企業の取引関係を見たとき、総仕入高のうちメンバー企業 
からの仕入高の占める割合は 8.09％と一定の割合を占めている。 

・１割以上の企業が業績悪化時の資金面での救済・支援をメンバー企業から受けた。 
 

  
 
という調査結果を報告している。すなわち、現在においても社長会等の市場の競争原理

とは離れた部分で取引先を見つけ、実際に一定の財の売買など取引を行っている。また経

営悪化時には「同一企業集団のメンバー企業」という、ある種の人情的な要素が根拠にな

り支援等がされリスクシェアが行われている。このことは、最近の事例を取り上げるなら

ば三菱自動車工業のことが想起されよう。2004 年にダイムラー・クライスラーが三菱自動
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車に対して経営追加支援の中止した際に、三菱グループ主導で再建へのりだし、2005 年１

月末には三菱重工業・三菱商事・東京三菱銀行が増資などの追加支援に応えた。また、こ

れによって三菱重工の出資比率が 15%を超えるために連結対象会社となり、同社の傘下で

再建を目指すこととなった。 
このように資本市場の競争原理から離れた部分での取引関係や助け合いなど、効率性を

犠牲にしても安定性を取るために企業集団が存在するということが言えそうである。逆を

いうならば、縛りの要素が少ない独立系企業の方が企業集団に属す企業よりも効率のよい

経営を行うことができるであろうことはこれまでの本稿の結果が示すとおりである。 
 

 次に三和グループだけがパフォーマンス・安定度共にほかの企業集団と異なる結果を出

したことについて考察を試みる。独立系企業との利払い後事業利益率と総資産営業利益率

の平均値、総資産営業利益率と付加価値の成長率の分散に有意な差が認められず、利払い

後事業利益の分散にいたっては独立系よりも大きいという結果を見せた。つまり、現在に

おいては三和グループに属する企業は独立系の企業と性格が似ていると言えるのである。 
 しかし 1983 年当時に執筆された中谷氏の論文では、三和グループも業績は低いものの安

定性は高いという他の企業集団と同様の結果を出していた。表４は 1991－94 年の独立系企

業と三和グループの比較であるが、90 年代初頭においてもまだ三和グループには企業集団

の特徴が見られる。 
 

 表４. 1991-94 年における独立系と三和系の比較 
 

  利払い後事業利益率 総資産営業利益率 付加価値の成長率 

  平均値 分散値比 平均値 分散値比 平均値 分散値比

独立 9.690  1.000  4.427  1.000  4.339  1.000  

3.779  0.136  3.453  0.330  0.997  0.214  
三和 

(0.00140)  (0.00000) (0.00555) (0.00000) (0.09097)  (0.00000) 

注：（）内は独立系との分散値の差が統計的に有意か否かを検定したときの p 値 
網掛けが施されているものは５％水準で有意であり、波線が施されているものは 10％水準で有意傾向にある。 

 
 ではなぜこの 10 年間で、三和グループが独立系の性格を見せてきたのだろうか。これに

対しては、そもそも三和グループがもともと三菱グループなどと比較して、社長会に参加

する際の敷居の低さに表れるようにグループ間の結束力が弱いことを念頭に置く必要があ

るだろう。それが、外資企業の参入による競争の激化によって既存の企業集団の特徴的な

経営を行っていてはグループ自体が競争から取り残されるという懸念や、企業集団の核と

なる銀行が合併することで(2002 年１月に三和銀行は東海銀行と合併、UFJ 銀行に)企業集

団としての輪郭がぼやけたこと等により顕在化してきたのではないか。そのため、企業間

や銀行を通した助け合い等は生まれにくくなり、その結果が本調査で数字となって表れた

と思われる。また、これらの要因は他の企業集団にも当てはまることであるため、三和グ

ループの変化は今後他の企業手段にも見られるかもしれない。 
それではリスクシェアのメリットがないのに関わらず、三和グループは企業集団を形成

しているのであろうか。それには系列に属すことで企業集団名を冠したブランドを獲得で

きることや、グループ内企業同士の社長会・副社長以下の役員会・部長会などでの情報交

換による情報コストの削減のメリットがあるからだと考えられる。 
そのため、今後三和グループと同様に他の企業集団も系列内でのリスクシェア機能が薄

れていったとしても、ブランドや情報コスト削減等のメリットから、結びつきが弱くなる

にしろ企業集団というものがなくなるとは考えにくいと言えるだろう。 
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Ⅳ-2 従業員への分配様式 
 

Ⅳ-2-1 2001-04 年の従業員への分配様式 
 

表５は 2001 年から 2004 年にかけて、企業集団と独立系の各ステークホルダー（従業員

／株主・経営者／金融機関）へどのように所得が分配されているかを示している。 
 単純に平均値を見る限りでは三和グループを除いて、企業集団に属している企業は相対的

に従業員と金融機関への分配率が高く、独立系企業は株主・経営者への分配率が高い。と

ころが、この系列グループと独立系グループの平均値の差が統計的に有意かを検定したと

ころ、三菱グループと芙蓉・一勧の金融機関への分配率を除き有意差がないということが

確認された。つまり現在において、三菱グループと芙蓉・一勧の金融機関への分配率を除

いて、各企業集団の分配様式は独立系企業のそれと違いがないと言えるのである。 
 
 

表５. 付加価値の分配比率の比較(2001-2004 年) 
 

  各ステークホルダーの分配率(％) 

  従業員 株主・経営者 金融機関 

独立 53.671  16.136  3.544  

56.620  13.034  3.620  
三井 

（0.12719）  （0.08385） （0.36555）  

59.534  11.169  5.717  
三菱 

（0.04044）  （0.02825）  （0.02860）  

56.247  13.505  3.760  
住友 

（0.19319）  （0.11179）  （0.29774）  

57.022  15.713  5.403  
芙蓉 

（0.11345）  （0.40906）  （0.02322）  

51.587  21.162  4.122  
三和 

（0.27670）  （0.14775）  （0.37610）  

57.313  13.285  5.330  
一勧 

（0.10082）  （0.11054）  （0.03226）  

六大企業集団 56.387  14.645  4.659  
平均値 （0.12904）  （0.24594）  （0.09313）  

注：（）内は独立系との平均値の差が統計的に有意か否かを検定したときの p 値 
網掛けが施されているものは５％水準で有意であり、波線が施されているものは 10％水準で有意傾向にある。 
 
 
 
Ⅳ-2-2 1991-94 年の従業員への分配様式 
 

1991-94 年の所得の分配率を見たものが表６である。この時点では企業集団に属している

企業は所得の分配先として相対的に従業員と金融機関を、独立系企業は株主・経営者を重

視していることが統計的にも確認できる。つまり、1990 年代の前半においては中谷論文で

述べられているように、企業集団に属している企業は独立系に比べて「利益は従業員のも

の」と言う考え方や金融機関との取引を強めていたようである。 
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表６. 付加価値の分配比率の比較(1991-1994 年) 

 
  各ステークホルダーへの分配率(％) 

  従業員 株主・経営者 金融機関 

独立 51.769  11.728  7.094  

56.528  7.611  7.762  
三井 

（0.02855） （0.02105） （0.29964）  

57.73759  4.60479  11.84282  
三菱 

（0.00994） （0.00044） （0.00084） 

55.172  7.404  9.848  
住友 

（0.06699） （0.01282） （0.01519） 

59.477  5.337  10.205  
芙蓉 

（0.00026） （0.00052） （0.00690） 

55.114  8.777  10.788  
三和 

（0.05821） （0.07074） （0.01522） 

58.120  3.863  9.938  
一勧 

（0.00258） （0.00002） （0.01104） 

六大企業集団 57.025  6.266  10.064  
平均値 （0.00264） （0.00167） （0.00681） 

注：（）内は独立系との平均値の差が統計的に有意か否かを検定したときの p 値 
網掛けが施されているものは５％水準で有意であり、波線が施されているものは 10％水準で有意傾向にある。 
 
 

 
Ⅳ-2-3 考察 
 
この 10 年の間に、三菱を除く企業集団と独立系企業の所得分配様式の変化についてどの

ように考えればよいのであろうか。表７は 2001- 04 年平均と 1991-94 年平均の差の値を求

め、その差が統計的に有意かどうかを表したものである。 
表７から、この 10 年間で株主・経営者への分配率が増加、金融機関への分配率が低下し、

従業員への分配率については有意な差が生じていないことが分かる。金融機関への分配率

が低下したことについては、10 年間の間に大きく利率が変化したことが原因であろう。 
一方株主・経営社への分配率が上昇したことは、企業集団系企業も独立系企業も以前より

株主を重視せざるを得なくなったことに因ると思われる。特に企業集団系企業においては、

企業グループ内にいても株式持ち合いの解消が進み、新たに出現した機関投資家や外国人

投資家に対しての配慮のために増配するなどした結果、独立系企業と変わらない所得分配

になったのだろう。 
次に三菱グループだけが依然として、独立系企業に比べ従業員と金融機関への分配率を

重視している点に言及する。先に触れた三和グループの結束力が弱いことと対照的に、三

菱グループは「組織の三菱」と言われるように他企業集団よりも結束力が非常に強いこと

が知られている。それは社長会に参加する企業は他グループとの重複参加がないことや、

同じ三菱グループ内での企業合併（三菱化学と三菱マテリアル、東京三菱と三菱信託など）

にも表れている。このことが三菱系の企業にも企業文化として根を下ろし、現在でも企業

の内側にいるステークホルダーを重視する所得分配を行う原因となっているのではないか。 
ただし、2006 年１月に東京三菱銀行とＵＦＪ銀行が合併することによって、これまでの

三菱グループの主義にも綻びがみられるようになった。今後三菱グループも他の５グルー
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プと同様に、独立系と違いを見せない所得分配を行うかもしれない。 
 

 
表７ 2001- 04 年と 1991-94 年の所得分配率の差 

 
  ［2001- 04 年平均］ － ［1991-94 年平均］ 

  従業員 株主・経営者 金融機関 

独立  
＋1.978  

（0.479）  

＋4.384  

（0.059） 

-3.867  

（0.016）  

＋0.429  ＋5.178  -4.231  
三井 

（0.528）  （0.001）  （0.000）  

＋1.657  ＋6.276  -6.256  
三菱 

（0.366）  （0.004） （0.000） 

＋0.964  ＋6.014  -6.147  
住友 

（0.600）  （0.000）  （0.000）  

-2.495  ＋10.206  -5.051  
芙蓉 

（0.284）  （0.000）  （0.001）  

-3.286  ＋8.348  -7.125  
三和 

（0.174）  （0.000） （0.002）  

-0.756  ＋9.271  -4.931  
一勧 

（0.711）  （0.000）  （0.001）  

六大 

企業集団平均 

-0.581 

（0.23068） 

7.549 

（0.000） 

-5.623 

(0.000) 

注：（）内は 2001-04 年と 1991-94 年の平均値の差が統計的に有意か否かを検定したときの p 値 
網掛けが施されているものは５％水準で有意であり、波線が施されているものは 10％水準で有意傾向にある 

 
 
 
Ⅳ-３ 資本構成 
 
 資本の構成率の４カ年平均を求めたものが表８である。系列系企業は独立系企業に比べ、

自己資本比率が著しく低く、負債比率は三井グループを除いて顕著に高い。このことから

相対的に系列系企業は他人資本に依存する傾向があり、一方独立系企業では借り入れに頼

らない安定したコーポレートファイナンスを展開していることが見て取れる。中谷論文が

報告したのと同様に、依然として企業集団に属する企業は資金の借入先として銀行を重視

し、それに依存していると言える。 
 ここで独立系企業と系列系企業の資本構成に関して考察を試みる。MM の無関連命題に

従えば企業価値は資本構成と無関連である。しかし法人税とデフォルトコストを考慮に入

れると、資本構成は企業価値に影響を与えることが知られている。 
企業の負債は減税の対象資産となるため、内容とキャッシュフローが等しくても負債が

ある企業の税引き後キャッシュフローは、負債がない企業より大きくなる。すなわち、負

債比率が高いほど、負債の税効果は大きくなり、税引き後キャッシュフローは増加し，企

業価値も高まる。そのため企業は負債による資金調達にインセンティブを見いだすが、現

実的には負債比率を大きくしすぎると問題が生まれる。元本や利子の払えなくなるデフォ

ルトリスクの発生や、銀行借り入れの条件が厳しくなるため、企業は負債比率を一定水準

以上に高めないように最適資本構成を決定する。 
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 このことを前提にすると、企業集団系企業は同系列のメインバンクとの長期間に渡る依

存関係から、ある程度負債比率を高めても変わらぬ融資条件が期待できる。銀行側も同系

列の企業が顧客であれば長期で安定的な取引が望め、またモニター機能を強めることがで

きるから多少のデフォルトリスクには目をつぶるであろう。そのため、系列系企業は負債

の税効果を享受し易くなり、負債比率を高めていると考えられる。 
 
 

表８ 企業集団系企業と独立系企業の資本構成の平均値の比較 
(2001-04 年平均) 

  負債比率 自己資本比率 

  (％) (％) 

独立 160.457  52.205  

151.733  44.535  
三井 

（0.36749）  （0.00428）  

247.065  34.066  
三菱 

（0.00243）  （0.00000）  

216.486  39.675  
住友 

（0.03003）  （0.00003）  

259.229  35.668  
芙蓉 

（0.00159）  （0.00000）  

271.195  41.667  
三和 

（0.00808）  （0.00140）  

225.63  35.933  
一勧 

（0.01096）  （0.00000）  

六大企業集団 228.557 38.591  
平均値 （0.01356）  （0.00002）  

注：（）内は独立系との平均値の差が統計的に有意か否かを検定したときの p 値 
網掛けがされているのは５％水準で有意な結果を得たものである 

 
 
 

Ⅴ. まとめ 
 
 
企業集団に属している企業は、三和グループを除いて現在においても業績は高くないが

安定性の高い経営を行っていると言える。三和グループは様々な要因が考えられるが、こ

の 10 年間で安定性を捨てて高い業績を追求するようになった。所得の分配様式を見ると、

1991－94 年は系列企業は従業員・金融機関を重視した所得分配を行っていた。しかし現在

では、独立系・系列系共にモノ言う株主の増加から株主・経営者への分配率が増え、三菱

グループを除いて分配様式に差が見られなくなってきている。三菱グループはグループ内

の結束力の高さが企業文化にも根を張っているため、依然としてグループの内側にいるス

テークホルダー(従業員や金融機関)への所得分配を重視していると思われる。資本構成を見

ると企業集団に属している企業は他人資本に頼っており、依然として同系列銀行との結び

つき・依存性が高いと見られる。 
 中谷氏の論文が執筆された時代と比較すると、企業集団に属している企業は安定性を重
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視し銀行との結びつきを強めた経営を行っているが、所得の分配様式において大きく変化

した。中谷氏の論文で観察された企業集団の経営スタイル、すなわち「安定性重視」・「従

業員主権」・「金融機関との強固な結びつき」という特徴全てが見られるのは、現在では三

菱グループただ一つである。 
 
 
 

Ⅳ. 終わりに ～今後の系列系企業の展望～ 
 
  

最後に以上のような現状を把握した上で、今後の企業集団系の経営スタイルはどのよう

に向かっていくと予想されるだろうか。所得の分配様式においては既に５つの企業集団で

独立系企業と違いが見られなくなっていることを述べた。これは系列系企業も株主に対す

る利益配分を行わなくてはならなくなったことに起因するものであるため、今後も系列系

企業と独立系企業の間に違いが見られないだろう。 
現在５つの系列で見られる系列系企業の安定性重視の経営スタイルはどうか。三和グル

ープが独立系の経営スタイルと違いを見せなくなったことは先に述べた。これが三和グル

ープの一時だけの動きなのか、それとも他の企業集団も日本的経営を捨てていく過程での

先駆けの姿であるのかは本稿では明らかにはできなかった。 
しかし、もし仮に三和グループの経営スタイルの変化が他の企業集団に先駆けてのもの

とするならば、安定性を重視する余り企業グループ全体が競争から取り残される懸念から、

他の企業集団も高い業績を目指す効率性重視の経営にシフトするかもしれない。それを考

えたとき、以下のような予測が立てられるのではないか。系列系企業は今後徐々にでも、

ある程度の安定性を残しつつも企業集団に属することによる非効率性を排除し、企業集団

に属していることのメリットのみを享受する。系列内の企業は、これまで多くの取引を行

ってきた歴史による相互理解から「お互いを得意先」とした関係は継続していくが、大き

な負担を強いられるような場合は必ずしもこだわりを持つことはなくなるだろう。 
そのとき企業集団は日本的経営の拠り所としての存在意義から、企業にとっては利用す

べきひとつの経営手段であり、独立系との経営による違いは殆ど見られない単なる同ブラ

ンド企業の集合体といった意味合いになってゆくのかもしれない。本稿では取り上げられ

なかったが、終身雇用や年功序列に代表される雇用制度や賃金形態にも変化がもたらされ

得る可能性も大いにあるだろう。 
戦後の日本資本主義をひっぱったのは、三井、三菱、住友、富士、三和、第一勧業など

六つの銀行を頂点にかたちづくられた六大企業集団の日本的経営であった。それぞれの企

業集団は六大銀行をメインバンクとして、総合商社、鉄鋼、造船、自動車、化学、繊維、

食品などの基幹産業をそろえ、グループ内各社で株を相互に持ち合い、いわば「同族」的

な結束を誇ってきた。「ケーレツ」ということばがそのまま英語にもなったように、まさに

日本の産業組織を象徴づけるものであった。 
しかし本論文で明らかになったように、その産業組織も現在においては綻びを見せ始め

ている。また最近では住友金属、新日本製鉄、神戸製鋼が買収防衛のために資本提携をし

ているように、縦方向の同系列による繋がりではなく、同業種間の横の繋がりを強化する

という新しい動きも見せている。このように企業集団系の企業は、その経営スタイルにお

いてこれまでの日本的経営色を薄め、または見えなくさせている。今後も従業員や株主の

視点から企業集団に属する企業の経営スタイルを、マクロの視点から「ケーレツ」という

産業組織の行く末を注視したい。 
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