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要旨要旨要旨要旨  

本稿では、2000 年代の日本において、コーポレートガバナンスが有効に機能

していたのか、そうであるならばどのようなメカニズムが働いていたのかを実

証的に検討する。様々な議論がなされてはいるものの、日本企業の 2000 年代

を対象にしたガバナンスの実証分析はまだほとんど存在せず、未だ明確な結論

がえられていないのが現状である。この問題を明らかにすることが我々の研究

の目的である。  

1980 年代までの日本では、メインバンクがガバナンスにおいて重要な役割を

果たしていたと言われる。メインバンクは、企業の投資プロジェクトを評価し、

その実行をモニタリングし、また企業の業績が悪化した時には役員派遣などを

行うことによって、企業に効率的な経営を促し、企業価値の上昇に寄与してい

た。1980 年代後半のエクイティファイナンスの隆盛等で、日本の金融システ

ムは、銀行中心から市場を中心としたものへとシフトする傾向が見られた。そ

れにつれて、1990 年代にはメインバンクのガバナンスの機能も低下し、日本が

ガバナンスは空白の時期を迎えたという見解が生まれた。ところが 2000 年代

の日本経済は好調で、2002 年からは「いざなぎ景気」を上回る戦後最長の景気

回復期にあったとされている。そして、企業の当期利益も毎年増え続け、2007

年度には多くの企業が史上最高益を達成した。業績が好調であるのは、企業に

なんらかのガバナンスが作用していると考えるのは妥当である。我々はこの時

期の日本企業のガバナンスの実態を三つの分析を通じて迫る。  

我々の結論は、次のようなものである。外国人投資家は、業績悪化企業に資

産売却、人員削減を行わせる確率が高い。一方、メインバンクは、業績悪化企

業の設備投資を促進している。そして、企業業績の回復につながるのは設備投

資の促進で、リストラチャリングはパフォーマンスの改善に寄与していない。

つまり日本の 2000 年代において、メインバンクによるガバナンスが企業の業

績回復に重要な役割を果たしており、外国人投資家等の市場型ガバナンスは必

ずしも有効に機能していないことを示唆しているのである。また、日本のガバ

ナンスは、アメリカとは異なったメカニズムをもっている可能性を示す。この

ように本稿は 2000 年代のガバナンスの一端を解き明かすことができたのであ

る。
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1. 1. 1. 1. はじめにはじめにはじめにはじめに     

本稿では、2000 年代の日本において、コーポレートガバナンスが有効に

機能していたのか、もしそうだとすればどのようなメカニズムが働いていた

のかを実証的に検討する。なお、本稿でのコーポレートガバナンスとは、企

業の経営者に企業価値を最大化させる仕組みであると定義する。  

 1980 年代までの日本では、メインバンクがコーポレートガバナンスにお

いて重要な役割を果たしていたと言われる。青木  (1996) によると、メイン

バンクは、企業の投資プロジェクトを評価し、その実行をモニタリングする。

さら企業の業績が悪化した時には役員派遣などを行うことによって、企業に

効率的な経営を促し、企業価値の上昇に寄与していた。しかしながら、1980  

年代後半のエクイティファイナンスの隆盛、金融の自由化等で、日本の金融

システムは、銀行を中心としたものから市場を中心としたものへとシフトす

る傾向が見られた。それにつれて、1990 年代にはメインバンクのガバナン

スの機能も低下し（広田・宮島  (2001)）、経済企画庁  (1998)は、1990 年

代には「企業経営を外部から規律づけるメカニズムが機能せず、日本のコー

ポレートガバナンスは空白の時期を迎えていた可能性がある」という見解を

述べている。このコーポレートガバナンスの不在は、1990 年代の景気低迷、

いわゆる失われた 10 年の１つの大きな原因だとされた。  

一方、2000 年代の日本経済を見ると、少なくとも世界金融危機の前まで

は、おおむね順調であったといえよう。内閣府政策統括官  (2006)によると、

2000 年代の日本経済は好調で、2002 年からは「いざなぎ景気」を上回る戦

後最長の景気回復期にあったとされている。そして、企業の当期利益も毎年

増え続け、2007 年度には多くの企業が史上最高益を達成した。それでは、

この 2000 年代の日本企業のコーポレートガバナンスはどのようになってい

たのか。この時期の企業業績の好調ぶりからすると、企業に何らかのガバナ

ンスのメカニズムが働いていたと考えても不思議ではない。ただ、この点に

関しては、マスメディア等では様々な議論がなされているものの、日本企業

の 2000 年代を対象にしたガバナンスの実証分析はまだほとんど存在せず、

未だ明確な結論が得られていないのが現状である。そこで本稿では、上場企

業の 2000 年度から 2008 年度までのデータを用いて、日本の 2000 年代のコ
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ーポレートガバナンスを実証的に分析する。  

本稿では、Kang and Shivdasani (1997) と同様、コーポレートガバナン

スは企業の業績が悪化した場合に最も重要な機能を発揮すると考え、2000

年度から 2005 年度の間に業績が悪化した企業をサンプルとして用いる。そ

してまず、予備分析として、業績悪化サンプルのその後（1,2,3 年後）のパ

フォーマンスの動向を確認した。そこで明らかになったのは、業績悪化企業

のその後のパフォーマンス（産業調整済み ROA）が回復していることであ

る。  

そこで、このパフォーマンスの回復に、コーポレートガバナンスがいかに

寄与したのかを実証的に考察する。まず、コーポレートガバナンスの担い手

と見られる主体（外国人投資家、大株主、メインバンク等）が、企業の業績

の改善のための行動（資産売却、人員削減、将来への投資等）を引き起こし

ているかどうかを検討する。そして次に、それらの行動が実際に企業のパフ

ォーマンスの回復につながっているかどうかを考察する。  

この実証分析から得られた結論は、次のようなものである。外国人投資家

は、業績悪化企業に資産売却・人員削減というリストラクチャリングを行わ

せる確率が高い。それとは対照的に、メインバンクは、業績悪化企業の設備

投資を促進している。そしてこのうち、その後の企業業績の回復につながっ

ているのは設備投資の促進であり、リストラチャリングは企業のパフォーマ

ンスの改善に寄与していない。これらの結論は、日本の 2000 年代において、    

メインバンクによるガバナンスが企業の業績回復に重要な役割を果たして

おり、外国人投資家等の市場型ガバナンスは必ずしも有効に機能していない

ことを示唆する。また、このことは、日本のコーポレートガバナンスの有効

性が、アメリカとは異なったメカニズムをもっている可能性を示している。 

本稿の構成は以下の通りである。まず、2 節で、日本のコーポレートガバ

ナンスに関する実証研究を紹介し、それらが 1990 年代までのデータを用い

たものが中心であったことを述べる。そして、3 節では、本稿の実証分析の

サンプル（業績悪化企業）について説明する。4 節では、それらの企業の業

績悪化後のパフォーマンスの回復を確認する。そして 5 節では、コーポレー

トガバナンスの担い手と見られる主体が、各種の業績改善行動を引き起こし
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た可能性についてプロビットモデルを用いて分析する。続いて 6 節では、そ

れらの業績改善のための行動が、実際に各企業のパフォーマンスの回復につ

ながっているかどうかを検討する。そして最後の 7 節では、本稿の結論がま

とめられる。  

    

2. 2. 2. 2. 先行研究先行研究先行研究先行研究     

Kang and Shivdasani (1997)は、1980 年代に業績が大きく悪化した日本

企業をサンプルとして、いかなるガバナンスの主体が業績改善のための行動

(1 )を引き起しているのかを実証的に分析した。その結果、日本においては、

大株主比率やメインバンクの株式所有比率が高い企業ほど、資産圧縮・人員

削減等の業績改善行動を起こす可能性が高まることを見出した。このことか

ら、米国ではテークオーバーがガバナンスの主要なメカニズムであるのに対

し、日本では系列企業やメインバンクがガバナンスの担い手となっていると

主張した。また、Hoshi, Kashyap and Scharfstein (1990) も、80 年代に財

務危機に陥った企業を対象に実証分析を行い、メインバンクとの関係が密接

な企業ほど、財務危機後の投資が活発となることを示している。すなわち、

1980 年代までの日本においては、メインバンクが企業の業績悪化時に、企

業に必要に応じたリストラクチャリングを行わせたり、企業の投資案件を選

別、モニターしたりして業績改善を図っていたと言える。  

しかしながら、広田・宮島  (2001)は、このメインバンクによるガバナン

スが、1990 年代に入ってその役割を低下させていることを主張する。そこ

では、企業が財務危機 (2 )に陥った際メインバンクが経営に介入する確率が、

1990 年代には石油ショック後に比べて低下していることを明らかにされた。

また、たとえメインバンクが介入したとしても、経営者交代の時期が遅れる

など、ガバナンスの実効性が弱まっているとの結果も得られている。そして、

宮島・青木  (2001)も、1990 年代以降メインバンクの企業に対する影響力が

薄れ、企業統治が空白化している可能性を指摘している。  

さらに 1990 年代以降には、株式の保有構造は大きく変化し、株主とガバ

ナンスとの関係にも変化が生じてきた。川北  (2004)は、安定株主の持株比

率の低下が進む一方で、投資の収益を目的とした外国人投資家および年金信
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託、投資信託などの国内機関投資家が増加していることを述べている。こう

した投資収益を目的とした株主は、議決権の行使 (Voice)や株式を売却する権

利（Exit）を行使する可能性が高く、これらの企業を規律付ける行動は企業

経営に大きな影響を与えると考えられる。また、これらの権利（Voice や

Exit）は実際に行使されなくとも、株主がその権利をもっていること自体が

企業にとっては脅威となるから、ガバナンスのメカニズムとして機能する。

事実、宮島・青木・新田  (2002)は、こうした株主によるガバナンスが、経

営者の交代に直接的に影響を与えていることを明らかにした。具体的には、

機関投資家、大株主、負債比率、取締役会規模、社外取締比率が高い企業群

では経営者の交代確率が上昇し、逆に経営者の持ち株比率が高い企業群では

経営者の交代確率が低下することを示している。  

このように、日本のコーポレートガバナンスに関しては、これまでにも

様々な研究の蓄積がある。しかしながら、それらはいずれも 1980 年代以前

並び 1990 年代の日本企業を対象としているものがほとんどである。2000

年代の日本企業を対象とした論文は、我々の知る限り存在しない。ところが、

先述した通り、2000 年代の日本企業は、少なくとも世界金融危機前までは、

極めて良好はパフォーマンスを示しており、その好調な業績を実現するに当

たっては、何らかのガバナンスのメカニズムが寄与していた可能性があると

考えられる。そこで、次節では、2000 年代に業績が悪化した日本企業のデ

ータを用いて、その時期にコーポレートガバナンスが機能していたのか、も

しそうだとすればどのようなメカニズムが働いていたのか、またそれは企業

の業績の改善に寄与していたのかについて、実証的に検討する。  

    

3.3.3.3.サンプルサンプルサンプルサンプル     

本稿の研究対象は、2000 年から 2005 年の間に、健全状態の翌年に大きく業

績が悪化した企業である。これらの企業を選んだ理由は、企業は業績悪化時に

危機を打開すべく効率改善を図るので、ガバナンスの効力が最も観察されやす

いからである。  

本研究では東京証券取引所の一部上場企業で、日本標準産業分類の大分類に

当たる製造業企業から対象を抽出する。業績悪化に陥った企業には先行研究で
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ある Kang and Shivdasani (1997)にならい、二つの条件を設けた。一つは業績

が健全であること、次に健全であった年の翌年に大幅な業績悪化が起きている

ことである。まず、ROA が業界の中央値以上の企業を抽出し、これを健全な企

業とする。そして、企業が健全であった翌年に、その年度の営業利益が 50％以

上減少した企業を選定する。これらの条件を満たした企業を業績悪化企業と定

義し、本稿のサンプルとした。また、業績悪化が前年の財務危機によって引き

起こされている企業を除くため、業績悪化の前年のインタレスト・カバレッジ・

レシオ (3 )が 1 未満の企業は除外した。加えて、期間内に同一企業が２度以上出

てきた場合、2 度目以降のものを除外した。  

この手順でサンプルを選定した結果、サンプルサイズは 70 となった。  

なお、これ以降は業績が悪化した年度を t 年、その前年度を t－1 年、 t 年以

降を順に t＋1 年、 t＋2 年、 t+3 年とする。     

また失われた 10 年と呼ばれる 1990 年代の不景気の原因を、銀行の不適

切な融資によって全要素生産性の低い企業 (4 )が市場から撤退することもなく

存続し続けるためとの見方が有力であった。  

    

4.4.4.4.    業績悪化企業の業績推移－業績悪化企業の業績推移－業績悪化企業の業績推移－業績悪化企業の業績推移－1111 次分析－次分析－次分析－次分析－     

2000 年代の日本において、業績悪化した企業はどうなったのであろうか。

米カリフォルニア大学サンディエゴ校教授の星岳雄氏は、2009 年 8 月 25

日付けの日本新聞朝刊にて、バブル崩壊後の 1990 年代において、銀行は不

適切な融資によって立ち直る見込みのない企業を多く延命させていたと指

摘する。また、これらの企業が健全な企業と競合するのは、健全な企業の活

動や新規参入を阻害するとしている。星氏は同記事において、このような企

業に実にユニークな名称を与え、映画『ゾンビ』にちなんで「ゾンビ企業」

と呼んだのである。現在の日本でもゾンビ企業と思われる企業が存在し、経

済を停滞させていることに星は懸念を示す。では、このような指摘は真実な

のであろうか。果たして 2000 年代も 1990 年代同様にゾンビ企業が存在し、

依然として銀行に依存した状態を続けているのであろうか。我々が抽出した

企業は、業績が前年比 50%以上落下した企業であり、急激な業績悪化によ

ってゾンビ企業に成り変ってしまう可能性を内包している。業績悪化後も回
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復することもなく生き延びることだけが目的なるということも起こり得る。

そこで、本分析では業績悪化後に企業の業績がどのように推移しているのを

確認するところから始める。  

図表 1 ROA の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1 は業績悪化の前年から業績悪化後の 3 年までの ROA の推移を表し

ている。ROA の V 字回復が簡単に読み取れる。 t-1 年の 70 社の平均 ROA

は約 8%であったが、t 年には約 3%まで低下している。しかし業績悪化後の

3 年目には約 6%まで回復しているのである。  

この ROA の上昇は統計的に有意な伸び幅であるかどうか確かめる必要が

ある。業績悪化年の ROA と業績悪化の 3 年後の ROA とを、平均値の差の

検定にかけた。この結果は図表 2 上で示されている。マクロ要因を取り除く

ため、業種調整済み ROA を用いて同じ分析を行ったが、その結果も図 2 上

に示している。  

 

図表 2 1 次分析結果  
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tttt ｔｔｔｔ+3+3+3+3

ROAROAROAROA 0.03 0.063
伸び幅伸び幅伸び幅伸び幅

************

調整済み調整済み調整済み調整済みROAROAROAROA 5E-04 0.019
伸び幅伸び幅伸び幅伸び幅

********

***,**,*はそれぞれ1％、5％、10％水準で有意であることを示す。

（　）内はP値（両側検定）である。

ROAROAROAROAの伸び幅の伸び幅の伸び幅の伸び幅

(0.020)

(0.000)

0.018

0.033

 

 

ROA、産業調整済み ROA の伸び幅はそれぞれ 1%,5%水準で有意な差があ

ることがわかった。業績悪化年から 3 年後には確実に業績が回復していると

いうことが言える。ゾンビとまで言われた企業が、再生し好業績をたたき出

しているのである。1980 年代にガバナンスの主体であったメインバンクが、

1990 年代では不適切な融資を行い、ガバナンスの空白化が起きたとの見解

が多い。2000 年代のガバナンスに関してはまだ定説が定まらないが、少な

くともガバナンスなくして業績が回復するとは考えられない。本稿ではこれ

からガバナンスが存在しているのではないかとの推測のもとで分析を進め

ていく。  

 

5.5.5.5.    業績改善行動の決定要因業績改善行動の決定要因業績改善行動の決定要因業績改善行動の決定要因－－－－2222 次分析－次分析－次分析－次分析－     

5.15.15.15.1 プロビットプロビットプロビットプロビット分析分析分析分析     

本稿では業績の改善を図るための行動として、資産圧縮、人員削減、社長

交代、設備投資、新規事業参入の５つの行動を想定した。業績の改善を図る

ための行動に対して、どの主体がどの程度の影響を持っているのかを明らか

にすべく、先述した Kang and Shivdasani (1997)の論文を参考にして、プ

ロビット分析を行った。本分析で用いるプロビットモデルは以下のように導

出される。  

    

PPPP＝＝＝＝F(F(F(F(外国人持株比率外国人持株比率外国人持株比率外国人持株比率 ,,,,メインバンク持株比率メインバンク持株比率メインバンク持株比率メインバンク持株比率 , , , , 借入金比率借入金比率借入金比率借入金比率 , , , , 負債比率負債比率負債比率負債比率 ,,,,役員役員役員役員



 10

持株比率持株比率持株比率持株比率 ,,,,上位十大持株比率上位十大持株比率上位十大持株比率上位十大持株比率 ,,,,外部取締役比率外部取締役比率外部取締役比率外部取締役比率 ,,,,ROA, logROA, logROA, logROA, log 総資産総資産総資産総資産 ))))     

    

P に資産圧縮、人員削減、社長交代、設備投資、新規事業参入、の 1,0 を

それぞれ代入し、プロビット分析を行う。   

ここで、P は、企業が業績改善行動を実施した確率を表しており、推計に

用いるデータとしては、業績改善行動を実施した場合に 1、実施しなかった

場合に 0 の離散量が与えられる。各説明変数は、業績が悪化した年度の一年

度前の数値を使用し、健全であった時期の状況にある各主体が、業績改善行

動に与える影響を説明しようとしている。  

    

5.25.25.25.2 仮説仮説仮説仮説  

1980 年代にはメインバンク (5 )と大株主がガバナンスの役割を担っていた

が、1990 年代にはその機能も薄れ、ガバナンスの空白の時代を迎えている

と言われていた。しかし 1 次分析の結果からわかるように、現在も何らかの

ガバナンスが存在することが推測できる。よって以下では、被説明変数とし

て５つの行動を、企業価値最大化を実現するための企業行動として選択した。

またガバナンスの主体と考えられる 9 つの変数を説明変数として挙げ、本分

析の対象とした。  

    (  )内は各説明変数の予想される符号である。     

〈被説明変数〉〈被説明変数〉〈被説明変数〉〈被説明変数〉  

①①①①資産圧縮資産圧縮資産圧縮資産圧縮     

資産圧縮には資産売却、工場閉鎖、製品の撤退、製造ラインの停止、事業

撤退などが含まれる。Kang and Shivdasani (1997)によれば、企業の業績悪

化は事業のパフォーマンスの低下、投資機会を見誤ることに起因し、資産圧

縮によって事業の集中度を高めることで業績の改善ができる。そのため、本

稿では業績改善行動として資産圧縮を選択した。  

②②②②人員削減人員削減人員削減人員削減     

欧米において、企業の業績悪化に伴う雇用削減政策は一般的な対応策であ

ると考えられている。余剰な人員を削減することで、人件費を圧縮し、コス

トの削減につながる。そこで我々も業績改善行動の一つとして人員削減策を
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選択した。  

③③③③社長交代社長交代社長交代社長交代     

Kang and Shivdasani (1997)は経営者 ( 6 )交代を「支配権の変化」と位置づ

けている。業績悪化が企業のトップに立つ経営者に起因するならば、根本的

な戦略や方針の変更が為されなければ業績は改善できない。そのため、業績

悪化の際に経営者である社長が交代されていることが、企業の業績改善行動

であると考えられる。  

④設備投資④設備投資④設備投資④設備投資     

業績悪化した際に設備投資を怠ると、肝心の本業が疎かにされ、結果とし

て状況がより悪化するスパイラルに陥る可能性がある。そのため、業績悪化

時でも設備投資を実施することは企業としての体力を蓄え、経営基盤を安定

させることにつながる。つまり設備投資額を増加させる行動は企業価値の増

大につながると予想される。なお、Kikutani, Itoh and Hayashida (2007)

の報告においても、業績悪化時に規模縮小を好む米国企業と比較する形で、

業績悪化時の拡大行動が日本固有の特徴として紹介されている。  

⑤⑤⑤⑤  新規事業参入新規事業参入新規事業参入新規事業参入     

Kikutani, Itoh and Hayashida (2007)は、上述の設備投資の増大に加え

て新規事業の参入を企業が業績悪化時にとる日本固有の行動の一つとして

挙げている。新たなビジネスチャンスを求めて、未だ着手していない市場に

参入する事で企業価値の増大を図るのである。  

以上の①②③の変数は欧米型ガバナンスによって引き起こされる典型的

な行動である。選択と集中を必要とし、今までの企業体質を改革することで、

企業の業績改善を促している。一方で④⑤は日本型ガバナンスによって引き

起こされる行動である。終身雇用が基本的である日本企業ではリストラなど

の削減行動を好まない。また星  (1995)はメインバンクとの繋がりが強い企

業ほど、財務的危機を起こした後も投資を拡大させているという実証分析を

残している。つまり、縮小させて企業価値の最大化を図るか、拡大させて企

業価値を向上させるかによってガバナンスの性質の違いを分別することが

できる。     

〈説明変数〉〈説明変数〉〈説明変数〉〈説明変数〉     
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①①①①     外国人持株比率（＋）外国人持株比率（＋）外国人持株比率（＋）外国人持株比率（＋）  

外国人投資家の持株比率の上昇を背景に、外国人投資家が新たなガバナン

ス主体であると想定した。彼らの多くが成果主義の報酬体系であり、投資収

益率の低い企業を直ちに売却するという伝統的なウォール・ストリート・ル

ールに則っていることが多いので、Voice や Exit を行う強いインセンティ

ブを持つ。そのため外国人投資家の存在は企業に脅威を与える。欧米的ガバ

ナンスでは業績悪化の際、まず企業の規模縮小に着手する傾向が強い。その

ため業績改善行動の中でも、特に資産圧縮、人員削減、社長交代に対して正

に有意であることが想定できる。  

②②②②     メインバンク持株比率（＋）メインバンク持株比率（＋）メインバンク持株比率（＋）メインバンク持株比率（＋）  

先行研究では、メインバンクによるガバナンスが低下している結果が得ら

れている。もしメインバンクが現在ガバナンスの主体としての地位を取り戻

しているならば、業績改善のための行動に対して、メインバンク持株比率は

正に働くと考えられる。Kang and Shivdasani (1997)によれば、1980 年代

のメインバンクは資産圧縮、人員削減を行わせていた。一方で、星  (1995)

によれば、メインバンクは企業が財務危機を起こした後も投資活動を活発に

行わせていたことがわかっている。よってメインバンクは資産圧縮、人員削

減、設備投資、新規事業参入に対して正の影響を持つと予想される。  

③③③③     借入金比率（＋）借入金比率（＋）借入金比率（＋）借入金比率（＋）     

メインバンクとの繋がりを表す代理変数である。本来であれば、メインバ

ンクからの借入金を用いるべきであるが、メインバンクの借入金は現在公表

されていないため、金融機関からの借入金比率を代理変数として使用した。 

メインバンクは株主であると同時に債権者であり、デフォルトの回避そし

て業績改善に対し強いインセンティブを持つ。メインバンク持株比率と同様

に全ての行動に対して正の影響を持つと考えられる。  

④④④④     負債比率（＋負債比率（＋負債比率（＋負債比率（＋－－－－））））  

負債比率が高ければ、倒産危機が高まる。そのため、経営者はより積極的

に業績改善行動を行うようになると考えられる。特に規模縮小やコスト削減

が倒産危機を回避することに直結していると考えられるので、資産圧縮、人

員削減に正の影響があると想定した。一方、できる限り倒産を防ぐために、
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保守的になり新たな投資を行わないとも考えられる。そのため設備投資、新

規事業参入には負に働くとの予想を立てた。  

⑤⑤⑤⑤     役員持株比率（＋－）役員持株比率（＋－）役員持株比率（＋－）役員持株比率（＋－）     

経営者持株比率の代理変数である。経営者が株式を所有することで、経営

者自身も株主という立場になる。したがって自ずと企業価値最大化のインセ

ンティブを持ち、適切にガバナンスが行われるアラインメント効果が期待で

きる。その点では資産圧縮と人員削減に正の影響を持つ。しかしその一方、

経営者の株式の大量保有は怠慢の原因となり、上述した機能とは全く反対の

効果、いわゆるエントレンチメント効果も考えられる。そのため、資産圧縮

と人員削減には負に働くとも考えられる。設備投資と新規事業参入に関して

は、業績向上のためインセンティブの点、怠慢から収益性のない投資機会に

対して無駄な投資を行ってしまう点の 2 つの理由から正の影響があると考

える。  

⑥⑥⑥⑥     上位十大株主持株比率（＋）上位十大株主持株比率（＋）上位十大株主持株比率（＋）上位十大株主持株比率（＋） (7 )     

欧米的な大株主によるガバナンスを示す代理変数である一方、日本には持

ち合い習慣も残るために持ち合いの代理変数とも考えられる。大株主であれ

ば、voice や exit を行うことで得られる利益がコストを上回ることで、ガバ

ナンスに対するインセンティブを持つ。つまり、株式の集中度が高いと、資

産圧縮、人員削減、社長交代に正の影響を与えると考える。持ち合いの場合

であれば、株主に対して経営の自由度を保てる点から、設備投資や新規事業

参入に正の働きが考えられる。  

⑦⑦⑦⑦社外取締役比率社外取締役比率社外取締役比率社外取締役比率（＋）（＋）（＋）（＋）  

社外取締役は欧米的なガバナンスの一指標である。取締役に占める社外取

締役比率が高いほど経営にプレッシャーをかけることができる点から、欧米

的な業績改善行動である資産圧縮、人員削減、社長交代に正に働くと考える。 

⑧⑧⑧⑧ROAROAROAROA 

パフォーマンスを表す変数として、ROA を用いる。50%以上の利益減少

後も相対的に高パフォーマンスを維持していれば、業績改善行動を行う必要

性は少ない。一方、パフォーマンスが低くなるほど必要性は増してくる。こ

のようなパフォーマンスによる業績改善行動の必要性の違いから、ROA を
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コントロール変数として使用した。  

⑨⑨⑨⑨ log log log log 総資産総資産総資産総資産  

総資産が大きい企業であれば、より多くの工場や従業員を所有している。

よって、企業規模が大きければ大きいほど、資産圧縮や人員削減を行う余地

があると考えられる。このような規模の差によって生じる行動の違いを排除

するため、コントロール変数として使用した。     

    

5555.3.3.3.3 記述統計量記述統計量記述統計量記述統計量     

    

図表４ 記述統計量  

 

平均平均平均平均 中央値 中央値 中央値 中央値 標準偏差標準偏差標準偏差標準偏差 最小値最小値最小値最小値 最大値最大値最大値最大値 標本数標本数標本数標本数

0.214 0.200

0.090 700.030 0.028 0.023 -0.011

上位十大持株比率上位十大持株比率上位十大持株比率上位十大持株比率

ROAROAROAROA

Log総資産Log総資産Log総資産Log総資産

外部役員比率外部役員比率外部役員比率外部役員比率

0 0.487外国人持株比率外国人持株比率外国人持株比率外国人持株比率

メインバンク持株比率メインバンク持株比率メインバンク持株比率メインバンク持株比率

70

0.032 0.036 0.015 0 0.052 70

0.113 0.077 0.114

借入比率借入比率借入比率借入比率 0.225 0.218 0.149

負債比率負債比率負債比率負債比率 0.466 0.471 0.156

0.089 0.000 0.543

70

0.127 0.809 70

0 0.547

70役員持株比率役員持株比率役員持株比率役員持株比率

0.340 0.313 0.154 0.094 0.743 70

0.046 0.011

0 0.857 70

11.416 11.117 1.317 8.945 14.909 70

0.243

    

図表４は、本稿で使用した説明変数の記述統計量を示している。これらの

説明変数は我々が想定するガバナンスの主体を選定したものである。  

 

5.5.5.5.4444 分析結果・考察分析結果・考察分析結果・考察分析結果・考察     

 

図表 5  2 次分析結果  
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資産圧縮資産圧縮資産圧縮資産圧縮 人員削減人員削減人員削減人員削減 社長交代社長交代社長交代社長交代 設備投資設備投資設備投資設備投資
新規事業新規事業新規事業新規事業
参入参入参入参入

切片切片切片切片 -4.066 -3.785 -1.141 -5.220 -9.194
(0.172) (0.225) (0.685) (0.106) (0.005) ************
［-0.990］ ［-0.839］ ［-0.330］ ［-1.194］ ［-1.980］

外国人持株比率外国人持株比率外国人持株比率外国人持株比率 4.878 5.384 -0.393 -1.135 3.173
(0.094) **** (0.071) **** (0.880) (0.696) (0.283)
［1.188］ ［1.193］ ［-0.114］ ［-0.260］ ［0.683］

メインバンク持株比率メインバンク持株比率メインバンク持株比率メインバンク持株比率 -13.795 -1.279 -0.508 -6.132 -3.168
(0.365) (0.932) (0.970) (0.675) (0.839)
［-3.360］ ［-0.284］ ［-0.147］ ［-1.403］ ［-0.682］

借入比率借入比率借入比率借入比率 -0.133 -0.805 -2.767 2.786 -0.880
(0.933) (0.645) (0.072) **** (0.099) **** (0.614)
［-0.032］ ［-0.179］ ［-0.801］ ［0.638］ ［-0.190］

負債比率負債比率負債比率負債比率 1.801 2.455 1.525 -2.068 0.852
(0.252) (0.136) (0.293) (0.190) (0.581)
［0.439］ ［0.544］ ［0.441］ ［-0.473］ ［0.183］

役員持株比率役員持株比率役員持株比率役員持株比率 2.478 -0.375 3.651 2.718 5.118
(0.352) (0.935) (0.185) (0.328) (0.068) ****
［0.604］ ［-0.083］ ［1.057］ ［0.622］ ［1.102］

上位十大持株比率上位十大持株比率上位十大持株比率上位十大持株比率 -2.166 1.245 2.278 -1.279 -0.525
(0.204) (0.479) (0.134) (0.426) (0.763)
［-0.528］ ［0.276］ ［0.660］ ［-0.293］ ［-0.113］

外部役員比率外部役員比率外部役員比率外部役員比率 -0.771 -0.743 -1.039 1.219 1.402
(0.541) (0.591) (0.365) (0.285) (0.271)
［0.188］ ［-0.165］ ［-0.301］ ［0.279］ ［0.302］

ROAROAROAROA 0.987 -7.106 -13.484 -1.725 -3.179
(0.923) (0.521) (0.165) (0.860) (0.765)
［0.241］ ［-1.575］ ［-3.904］ ［-0.395］ ［-0.685］

Log総資産Log総資産Log総資産Log総資産 0.290 0.113 0.013 0.430 0.663
(0.230) (0.655) (0.954) (0.109) (0.014) ********
［0.071］ ［0.025］ ［0.004］ ［0.098］ ［0.143］

決定係数決定係数決定係数決定係数 0.345 0.336 0.138 0.132

***,**,*はそれぞれ1％、5％、10％水準で有意であることを示す。
（　）内はP値（両側検定）、[　]内は限界効果である。  

 

プロビット分析を行った結果は図表 5 に示されている。ここから次のこと

が言える。  

まず、外国人投資家によるガバナンスの可能性が考えられる。資産圧縮と

人員削減の項目を見ると、外国人持株比率は 10%水準で有意に正の影響を

与えることがわかる。また、それぞれの限界効果は 1.18 と 1.19 となってお

り、これは外国人持株比率が１％増えたときに、資産圧縮、人員削減を行う
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確率がそれぞれ 1.18%、1.19%高まることを意味している。外国人投資家は

業績を改善させるために規模を縮小させる行動を取らせていることがわか

る。3 次分析において、この資産圧縮と人員削減が業績の改善に寄与してい

れば、外国人投資家はガバナンスの主体であると考えられる。  

次に、メインバンクによるガバナンスの可能性である。設備投資の項目で

は、借入金比率は 10％水準で有意に正の影響を与えている。その限界効果

は 0.63 で、１％の借入金比率の上昇に対し、設備投資を増加する確率が

0.63％高まる。この結果から、銀行との繋がりが強いことによって、企業は

業績悪化後も継続的に投資を行っているということわかる。つまり、メイン

バンクはモニタリングにより情報の非対称性を解消することで、企業にとっ

て適切な投資活動を支える存在になっていると考えられる。しかし、メイン

バンクには追い貸しなど過剰投資を促進してしまうという指摘もある。また、

借入金比率は社長交代に 10%水準で有意に負の影響を与えている。限界効

果は -0.80 であり、1%の借入金比率の上昇に対して、社長交代を行う確率が

0.80%低下する。つまりメインバンクとの繋がりの強さが社長を続任させる

のである。これはモラルハザードに繋がる可能性を示唆する。メインバンク

に対する否定的な主張と、肯定的な主張のどちらが妥当な主張であるのかを

3 次分析で明らかにする。  

新規事業参入で経営者持株比率の代理変数である役員持ち株比率が 10%

水準で有意に正に働いている。限界効果は 1.102 で、役員持ち株比率の 1%

の上昇に対して、1.10％新規事業に参入する確率が上昇する。上述の通り業

績向上のためインセンティブ、怠慢から収益性のない投資機会に対して無駄

な投資を行ってしまうエントレンチメント効果の 2 点の理由から正負両面

の影響があると考える。3 次分析によって新規事業が業績改善に正の影響を

与えていれば、アラインメント効果により、収益性のある事業に投資をして

いると考えられる。一方で負の影響を与えていればエントレンチメント効果

により、無駄な投資を行ってしまっているということがわかる。  

 

6.6.6.6.    業績改善行動の効果を探る－業績改善行動の効果を探る－業績改善行動の効果を探る－業績改善行動の効果を探る－3333 次分析－次分析－次分析－次分析－     

6.6.6.6.1111 平均値の差の検定平均値の差の検定平均値の差の検定平均値の差の検定     
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業績改善行動が起きた企業と起きていない企業の産業調整済み ROA (8 )を

比べることで、行動が ROA にどのような影響をもたらしているのかを分析

する。資産圧縮、人員削減、社長交代、設備投資、新規事業参入  の 5 つの

行動は業績改善行動であるため、ROA の上昇幅に正の影響を与えることが

予想される。資産圧縮と人員削減は企業の規模を縮小させることで、無駄な

コストや遊休資産を削減し、企業価値を表す ROA の向上に結びつくと考え

られる。一方、設備投資と新規事業参入は安定的な収益、新たな収益を獲得

するために必要な行動である。ゆえにこれらの行動によって ROA は向上す

ると想定される。社長交代は経営の根幹を変革していくことで、企業価値を

高めるような経営システムを作ることができると考えられる。また、これら

の変数が ROA の上昇幅に有意に働くことで、日本企業のガバナンスの主体

が明らかになる。  

設備投資以外の全ての行動において、行動をとらない企業の産業調整済み

ROA が向上していることがわかった。この分析を踏まえ、重回帰分析を行うこ

とで、行動同士の影響をコントロールし ROA の改善要因を検討する。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 6 平均値の差の検定  
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　ｔ　ｔ　ｔ　ｔ 　　　　t+1t+1t+1t+1 　　　　tttt 　　　　t+2t+2t+2t+2 　　　　tttt 　　　　t+3t+3t+3t+3

資産圧縮資産圧縮資産圧縮資産圧縮 ありありありあり 0.006 0.007 0.006 0.012 0.006 0.020

なしなしなしなし -0.002 0.002 -0.002 0.018 -0.002 0.018
******** ********

人員削減人員削減人員削減人員削減 ありありありあり 0.002 -0.004 0.002 0.012 0.002 0.024

なしなしなしなし 0.000 0.006 0.000 0.017 0.000 0.017
**** ****

社長交代社長交代社長交代社長交代 ありありありあり -0.008 0.000 -0.0083 0.015 -0.008 0.013

なしなしなしなし 0.004 0.005 0.004 0.016 0.004 0.017
****

設備投資設備投資設備投資設備投資 ありありありあり -0.005 0.004 -0.007 0.014 -0.007 0.038
********

なしなしなしなし 0.002 0.004 0.002 0.016 0.002 0.014
****

新規事業参入新規事業参入新規事業参入新規事業参入 ありありありあり -0.008 0.000 -0.008 0.015 -0.008 0.013

なしなしなしなし 0.004 0.005 0.004 0.016 0.004 0.017
****

***,**,*はそれぞれ1％、5％、10％水準で有意であることを示す。

（　）内はP値（両側検定）である。

調整済み調整済み調整済み調整済みROAROAROAROA

(0.950) (0.665) (0.339)

(0.572) (0.026) (0.018)

(0.674) (0.502) (0.168)

(0.425) (0.053) (0.059)

(0.451) (0.102) (0.210)

(0.862) (0.162) (0.090)

(0.647) (0.226) (0.022)

(0.813) (0.094) (0.154)

(0.862) (0.162) (0.090)

(0.451) (0.102) (0.210)

 

    

6.6.6.6.2222 仮説仮説仮説仮説     

2 次分析では、企業の業績悪化に際して、3 つの行動が取られることが明

らかになった。第一に外国人投資家が資産圧縮、人員削減に対して影響力を

持っていること。第二にメインバンクとの繋がりをあらわす代理変数である

借入金比率が高い企業ほど設備投資を増加させ、社長が交代しなくなること。

第三に役員持ち株比率が高いほど、新規事業に参入するということである。 

では、この ROA の上昇に寄与した業績改善行動とは何なのであろうか。

図表 6 からもわかるように設備投資の行動は ROA の上昇幅に正の影響を与

えることが予想される。設備投資とは安定的な収益、新たな収益を獲得する

ために必要な行動である。ゆえにこの行動によって ROA は向上すると想定

される。また、この変数が ROA の上昇幅に有意に働くことで、日本企業の
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ガバナンスの主体が明らかにすることができる。  

    

6.6.6.6.3333 重回帰分析重回帰分析重回帰分析重回帰分析     

図表 6 によれば、設備投資を行うことで、業績が改善していると見ること

ができる。これを他の行動と同時に分析することで、純粋な設備投資の影響

を見られるのである。設備投資が ROA の向上に寄与していることが示され

れば、借入金比率が高いと、銀行からのモニタリングが働くことで設備投資

を引き起こし、経営効率につながるという業績改善の流れが示唆される。こ

のように、3 次分析でいかなる業績改善行動が企業価値向上に結びついてい

るかを調べることで、外国人投資家、銀行のいずれの主体によるガバナンス

が企業価値向上に寄与しているかを知ることができる。この点を明らかにす

るべく、資産圧縮、人員削減、社長交代、設備投資、新規事業参入のいずれ

の業績改善行動が ROA の上昇に影響を与えているのかを重回帰分析によっ

て実証する。  

 

推計式  

産業調整済み産業調整済み産業調整済み産業調整済み ROA(t+ROA(t+ROA(t+ROA(t+3333 年年年年 )))) ----     産業調整済み産業調整済み産業調整済み産業調整済み ROA(tROA(tROA(tROA(t 年年年年 )=)=)=)=切片切片切片切片     ++++    aaaa 資産圧縮ダ資産圧縮ダ資産圧縮ダ資産圧縮ダ

ミーミーミーミー     + b+ b+ b+ b 人員削減ダ人員削減ダ人員削減ダ人員削減ダミーミーミーミー     + c+ c+ c+ c 社長交代ダミー社長交代ダミー社長交代ダミー社長交代ダミー     + d+ d+ d+ d 設備投資ダミー設備投資ダミー設備投資ダミー設備投資ダミー     ++++    eeee 新規新規新規新規

事業参入ダミー事業参入ダミー事業参入ダミー事業参入ダミー+ f+ f+ f+ f     loglogloglog 総資産総資産総資産総資産     

 

6.6.6.6.4444 分析結果・考察分析結果・考察分析結果・考察分析結果・考察     

分析結果は図表 7 に示されている。産業調整済み ROA の上昇幅に対して、

設備投資ダミーが 5%水準で有意という結果が得られた。つまり、業績が悪

化したとしても企業が工場の新設や改築などの設備投資を増やすことで、製

造工程の効率化や新たな収益源を生み出しているのである。この設備投資の

変数に対して、メインバンクとの繋がりの強さの代理変数である借入金比率

が 10%水準で正に有意であるという結果を 2 次分析で得ている。つまり、

以下のような業績改善の流れが推測される。投資をすることで、収益を拡大

する機会があったとしても、急激な業績悪化によって資金面の問題から企業

は投資を手控えがちである。しかし、メインバンクはモニタリングによって、
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情報の非対称性を緩和するので、収益につながるような投資に対しては資金

が提供される。企業はメインバンクから継続的に資金提供を受けることで、

収益を生む設備に新たな投資することができ、業績を向上させていくのであ

る。このことから、メインバンクは日本企業に対してガバナンスの主体であ

ると考えられる。これに対し欧米的な考えでは、無駄なものを削減すること

で、業績を回復させようとすることが一般的である。この考えは 2 次分析に

おいて、外国人投資家が資産圧縮と人員削減に有意な影響を与えている点か

らも伺える。しかし、日本企業を分析対象とした本稿では資産圧縮と人員削

減は少なくとも業績悪化後 3 年間の ROA の上昇幅に有意な影響をもたらさ

なかった。つまり、日本企業に対して、外国人投資家は資産圧縮や人員削減

をもたらすが、業績を向上させないという点からガバナンスの主体とは言え

ないと考えることができる。また、新規事業参入ダミーも業績改善に有意な

影響を与えなかった。アラインメントとエントレンチメントの両効果を肯定

できるような結果を得ることができなかった。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 7  重回帰分析結果  
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補正 補正 補正 補正 R2R2R2R2 0.059
観測数観測数観測数観測数 70

係数係数係数係数

切片切片切片切片 0.081
(0.144)

資産売却資産売却資産売却資産売却 -0.016
(0.252)

人員削減人員削減人員削減人員削減 0.019
(0.245)

社長交代社長交代社長交代社長交代 0.009
(0.494)

設備投資設備投資設備投資設備投資 0.038
(0.009) ***

新規事業参入新規事業参入新規事業参入新規事業参入 0.013
(0.364)

log総資産log総資産log総資産log総資産 -0.007
(0.199)

***,**,*はそれぞれ1％、5％、10％水準で有意で
あることを示す。

（　）内はP値（両側検定）、[　]内は限界効果で
ある。  

    

7777....終わりに終わりに終わりに終わりに     

本稿では、2000 年代の日本において、コーポレートガバナンスが有効に

機能していたのか、そうであるならばどのようなメカニズムが働いていたの

かを実証的に検討する。我々は業績改善行動や業績悪化後の ROA の伸び幅、

そして様々な主体を分析した。その結果、メインバンクが企業の設備投資を

増加させることで、業績を改善させていることが明らかになった。我々は

2000 年代において、ガバナンスは存在し、その主体はメインバンクである

と結論付けた。この結論を出すために、我々は三つの分析を行った。  

まず 1 次分析では、業績悪化年の ROA と業績悪化から 3 年目の ROA と

で差の検定を行った。この結果、ROA は有意に回復していることが示され

た。また産業調整済み ROA を使用しても、有意に回復するという同様の結
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果を得た。業績悪化後に業績が改善している点から、コーポレートガバナン

スの存在を示唆できた。  

続いて 2 次分析では 3 つの欧米的ガバナンスの特徴的な業績改善行動と 2

つの日本的ガバナンスの特徴的な業績改善行動に、7 つのガバナンス主体を

想定し、どのような主体が業績改善行動を引き起こさせているのかを分析し

た。この分析から各業績改善行動を引き起こす 3 つの主体が明らかになった。

第一の主体は外国人投資家で、欧米的な業績改善行動である資産圧縮と人員

削減を引き起こす。第二の主体はメインバンクで、日本的な業績改善行動で

ある企業の設備投資を増加させ、欧米的な業績改善行動である社長交代に対

しては負に働く。第三の主体は経営者で、日本的な業績改善行動である新規

事業参入を引き起こしているということが明らかになった。  

3 次分析では業績改善行動が本当に業績改善に寄与しているのかを分析

した。この結果、設備投資を増やすことが業績改善の要因となっていること

が明らかになった。一方で他の業績改善行動は ROA の伸び幅に影響を与え

ないこともわかった。設備投資を行った企業が、行わなかった企業と比較し

て ROA の上昇幅が有意に大きいことがわかった。  

以上の結果を踏まえ、我々は次のストーリーのもとで、メインバンクがガ

バナンスの主体であると結論付けた。外国人投資家は、業績悪化企業に資産

売却、人員削減を行わせる確率が高い。一方、メインバンクは、業績悪化企

業の設備投資を促進している。そして、企業業績の回復につながるのは設備

投資の促進で、リストラチャリングはパフォーマンスの改善に寄与していな

い。つまり日本の 2000 年代において、メインバンクによるガバナンスが企

業の業績回復に重要な役割を果たしており、外国人投資家等の市場型ガバナ

ンスは必ずしも有効に機能していないことを示唆しているのである。また、

日本のガバナンスは、アメリカとは異なったメカニズムをもっている可能性

を示す。  

2000 年代におけるガバナンスの輪郭がぼやける中、本稿はガバナンスの

一端を解き明かすことができた。しかし、我々の想定した業績改善行動やガ

バナンス主体以外にも、様々な行動と主体が存在するであろう。今後の研究

によって、これら我々が想定に入れなかったガバナンスの仕組みや、業績良
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好時のガバナンスの存在が解明されることを期待したい。  

 

注注注注     

(1 )資産圧縮、人員削減、社長交代、外部取締役の登用の四つの行動を指す。    

(2 )広田・宮島  (2001)は財務危機に陥った企業を「2 年連続インタレスト・カバ

レッジ・レシオが 2 未満の企業」と定義している。  

(3 ) インタレスト・カバレッジ・レシオとは財務危機の指標であり、営業利

益 /支払利子で計算される。この指標が 1 未満の企業は財務危機に陥ってい

ると定義する。  

(4 )ゾンビ企業と呼ばれる、星 (2009)。  

(5 )本分析で、メインバンクとは企業の株式を最も多く所有している企業を指す。 

(6 )社長を指す。  

(7 )大株主のガバナンスを観察するために、上位十大株主から役員持株、経営

者の親族、経営者と同じ住所の財団など、観察対象として不適切であると考

えられる株主は除外した。さらに、メインバンクが上位十大株主と重複して

いる場合も除外した。  

(8 )経済状況などマクロの影響を取り除くため。  
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