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1.はじめに 

2011年 3月 11日に東日本大震災が発生した。地震の規模は、わが国の観測史上最大とな

るマグニチュード 9.0 を記録し、地震とそれに伴う津波によって多くの被害が生じた。今

回の東日本大震災では、精密機器や自動車などの部品メーカーが集積していた東北地方に

おいて特に被害が大きかった。そのため、製造業は直接的な被害だけでなく、サプライチ

ェーン寸断という形で生産停止に追い込まれた。そこで企業は大震災という不測の事態に

直面し、その難局を乗り超えていくことが求められた。 

工場・設備が損壊するなどの直接的な被害を受けた場合、修復や建て替えなどにかかる

費用が発生し、至急の資金需要が生まれる。直接的な被害がなくとも、部品不足で生産停

止になればその分収益を圧迫するので、その後の資金繰りが苦しくなることも考えられる。 

つまり企業は、今回の震災によって直面することになった財務リスク(1)を緩和することを求

められたのである。 

そこで我々が注目したのは、日本的経営を支える企業財務である。中垣(2011)によると、

日本的経営とは、「長期的な維持発展を目指すシステム」であり、「短期利益の最大化を目

指すシステムではない」という。日本的経営を支える一面として終身雇用や年功序列、福

利厚生などが挙げられるが、財務面からみると「メインバンク制」と「豊富な現金保有」

が大きな特徴として挙げられる。 

第 2節で詳しく触れるが、「メインバンク制」と「豊富な現金保有」という日本的企業財

務の特徴が、財務リスクの緩和につながるとする意見が存在している。東日本大震災とい

う、多くの企業が同時にリスクに直面した背景をもとに、日本的企業財務の利点の有無を

実証的に示すことは、日本的な経営そのものの是非を問う議論にも一石を投じることがで

きるという意味で、意義があることだと我々は考えた。 

そこで本稿では、市場が効率的であるという立場をとり、東証 1 部製造業を対象とした

企業の震災直後の株価の動きから、日本的企業財務の特徴である「メインバンク制」と「豊

富な現金保有」が、財務リスクを緩和する役割を担っているのかどうかを検証した。 
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分析を行ったところ、まず、メインバンクとの結びつきの強さと現金保有率の高さが、

それぞれ震災直後の株価に正の影響を与えるという結果を得た。つまり、日本的企業財務

の特徴である「メインバンク制」と「豊富な現金保有」には、財務リスクのヘッジ機能が

あるということである。次の分析では、メインバンクとの結びつきの強さが震災直後の株

価に与える正の影響は、現金保有率が低い企業の方で大きくなるという結果を得た。また、

現金保有率の高さが震災直後の株価に与える正の影響は、メインバンクとの結びつきが弱

い企業の方で大きくなるという結果になった。つまり、「メインバンク制」によるリスクヘ

ッジ機能と「豊富な現金保有」によるリスクヘッジ機能の間には、その一方があまり期待

できない場合には、もう一方の必要性はより大きくなるという関係が認められるというこ

とである。 

本稿の構成は以下の通りである。まず第 2 節で、本研究の背景を述べる。続いて第 3 節

では、検証する仮説を提示する。第 4 節では、分析に用いるデータと推計モデルを示す。

第 5 節、第 6 節では、仮説に対する実証分析を行う。最後に、第 7 節では分析を踏まえて

本稿の総括を述べる。 

 

2.研究の背景 

本稿は、東日本大震災における日本的経営とそれを支えている日本的企業財務に焦点を

当てた研究である。先述の通り、日本的経営とは長期的な維持発展を目指すシステムであ

り、それを支える「メインバンク制」と「豊富な現金保有」が財務面での大きな特徴とし

て挙げられる。この 2 つに関してはそれぞれ数多くの先行研究が存在しているが、ここで

は、本稿と関係が深いと考えられるものに絞って、本研究の背景を示していく。 

まず初めに、メインバンクに関する先行研究に触れていく。メインバンクについて福田

(2002)は「企業のメインバンクに対する主要なニーズは、不測の資金需要への対応である」

と述べている。また、Aoki and Patrick(1994)は「メインバンクは、企業が危機に陥った際に、

多くの救済を行うので、メインバンクが支援するか否かによって、企業が経営危機から脱

するか否かが決まる」と述べている。つまり、企業はメインバンクに対し、有事の際にお

ける融資などの救済を期待しており、その救済機能は、企業が経営危機に陥った際に重要

な役割を担っていると考えられている。 

しかし、メインバンクに対して黒田(2004)は、「大量に発生した不良債権の処理負担によ

ってメインバンクが体力を急速に疲弊していった過程で、メインバンクの取引先企業に対

する救済能力(ひいては、破綻処理能力)も、失われていった」と述べている。さらに、Miyajima 

and Kuroki(2007)の実証分析では、1998年以降、企業と銀行間の持ち合い株式の相互売却が

進み、特に銀行の企業株式の売却が 2000年代に入って急増したことを示しており、従来の

メインバンク制度の有効性は失われていることを示唆している。 

その一方で、広田(2009)は、「1980 年代に進行した金融の自由化・国際化によって、企

業の銀行離れが進み、メインバンクの融資面の重要性は低下したと言われるが、メインバ



3 

 

ンクは、今もなお、企業が直面する二種類の財務リスク(資金調達リスク、倒産リスク)を

ヘッジする役割を果たしていると考えられる」と述べている。 

これらのことから、メインバンクと企業の関係は希薄化し、メインバンク制のリスクを

緩和する機能が失われているという見解がある一方、いまだにメインバンク制はそのよう

な機能を有しているという見解もあり、明確な意見が定まっていないといえる。 

次に、豊富な現金保有に関する先行研究を挙げていく。Dittmar, Mahrt-Smith and 

Servaes(2002)は、45 カ国、11000 社の企業を対象にした調査で、日本企業は純資産に対す

る現金の中央値の割合が 15.49％と先進国の中で一番高く、実際にこの割合の高さはイギリ

スの 2 倍、アメリカ、ドイツの 2 倍以上であると述べている。マスメディアでは、豊富な

現金保有に対し、資金運用効率の低下を通じて、ROA の低下につながるとの批判が多い。

この点から、余剰現金を内部留保せず、配当ないし自社株買いという形で株主に還元すべ

きであると言われている。そのような批判を受けながらも、なぜ日本企業は余剰な手元資

金を持ち続けるのであろうか。その 1 つの答えとして、新美(2011)は「外部ファイナンス

を必要とするという意味で、資金不足状態に陥るという可能性が高まると予想する場合に

これに対する予備的な動機から、現金保有額を増やす」と述べている。つまり、日本企業

は将来の投資機会を逃さないために、あるいは財務リスクを緩和するために、現金保有額

を増やしているのである。 

以上から、「メインバンク制」と「豊富な現金保有」という特徴をもつ日本的企業財務が、

リスクを緩和する役割を担っていると考えられていることがわかる。 

先述したように、多くの企業がリスクに直面した東日本大震災という背景をもとに、賛

否が分かれている日本的企業財務の利点の有無を実証的に示すことには、意義があること

だと我々は考えた。 

そこで本稿では、東日本大震災における至急の資金需要に対し、実際に日本的企業財務

が財務リスクを緩和する役割を果たしたのかを検証するため、東証 1 部製造業を対象とし

て震災直後の株価の動きから実証分析を行った。 

 

3.仮説 

まず、図 1のグラフに注目されたい。これは、東証一部製造業に属する 795社(2)の株価の

平均日次収益率を表したグラフである。期間は、地震の発生した 3月 11日を 0日とした前

後 2 日間である。グラフから明らかなように、製造業全体の株価は地震発生後に大きく下

落しているのがわかる。これは、工場の被災による生産停止やサプライチェーン寸断など

によって収益が悪化するなど様々なリスクが想起された結果、株価が下落したものと考え

られる。また、先述したように、東日本大震災は、企業が財務リスクに直面した出来事と

も捉えることができ、財務リスクの顕在化は企業の存続そのものへの懸念を生じさせるた

め、それが一因となって株価が下落していると考えられる。 
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図 1：3月 11日前後二日間の株価の平均日次収益率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、全ての企業の株価が財務リスクによって一様に下落するということは考えにく

い。なぜなら、企業が財務リスクを緩和できる機能を有しているか否かによって、下落幅

には差が出ると考えられるからである。市場が効率的であるとしたとき、「メインバンク制」

と「豊富な現金保有」に財務リスクのヘッジ機能があるとすれば、メインバンクとの結び

つきが強い企業ほど、あるいは現金保有率が高い企業ほど、財務リスクの緩和が期待でき、

株価の下落幅も小さくなるのではないかと考えられる。このように、メインバンクとの結

びつきの強さ、現金保有率の高さと、震災直後の株価との関係に着目することによって、「メ

インバンク制」「豊富な現金保有」に財務リスクのヘッジ機能があるかどうかを検証できる

と考えた。したがって、以下のように仮説を立てて、分析を進めていく。 

 

【仮説 1】 

「メインバンク制」と「豊富な現金保有」には、財務リスクのヘッジ機能がある。 

 

この【仮説 1】に関して、次の第 4節と第 5節で検証をしていく。 

 

4.データと変数 

4.1.データセット 

本稿では、2010 年 9 月 1 日時点で東証 1 部上場であり製造業である企業を対象とした。

地震発生後、取引が成立せずに値がつかなかったもの、また、株価の単価が低く変動が大

き過ぎるものは異常値(3)として取り除いた。さらに、以下で説明する変数がすべて揃わなか

ったものは、サンプルから除外した。その結果、819社中 495社のデータが集まった。株価

は全て終値をとり、データ元は QUICK 社の「Astra manager」である。 
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4.2.推計モデル・使用する変数について 

 以下では本分析で使用する推計式と、重回帰分析の被説明変数・説明変数について記述

する。 

 

推計式Ⅰ 

Y(CAR[累積超過収益率])＝a0(定数項) 

+bX1(メインバンク持ち株比率) or (メインバンク借入依存度) 

+cX2(現金/総資産比率) or (現金/流動負債比率) 

+dX3(被災地設備保有ダミー) 

+eX4(被災地関係会社保有ダミー) 

+fX5(D/E レシオ) 

+gX6(外国人持ち株比率) 

+hX7(ROA) 

+iX8(log 総資産) 

+ε(撹乱項) 

 

被説明変数 

 

 CAR(Cumulative Abnormal Return：累積超過収益率)は、各企業の AR(Abnormal Return：超

過収益率)を、3 月 11 日の地震発生日を 0 日として、0 日～＋1 日まで累積させたものを用

いた。本稿で用いる AR は対象企業の株式の日次収益率から、業種別の平均日次収益率を引

いたものである。個別株式の収益率は、前日および当日の株価をそれぞれ P-1、P0 とすると

以下の式で表せる。 

1

10





P

PP
日次収益率＝  

また、業種別の平均日次収益率は個別株式の収益率を業種ごとに単純平均して算出した。

被説明変数に 0 日～＋1 日の CAR を用いたのは、地震が発生した時間が取引時間終了の約

15 分前であり、地震発生日である 0 日の AR では地震の影響を株価に反映しきれていない

と考えたためである。 

 

説明変数(カッコ内にはその変数の係数の予想される符号が記されている) 

 

説明変数には、メインバンクとの結びつきの強さと、現金保有率の高さを表す変数を用

いる。しかし、その変数にはいくつかの種類が考えられ、必ずしも絶対的なものは存在し

ない。そのため、変数の選択による分析結果の偶然性を排除し、信憑性を高めるため、メ
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インバンクの結びつきの強さ、現金保有率の高さともに 2 種類ずつ変数を用いることにし

た。 

まず、メインバンクの結びつきの強さを表す変数として、以下の 2つを考える。 

 

メインバンク持ち株比率 (年次データ 単位：%)(＋) 

メインバンクとの結びつきの強さを表す指標である。まず、広田・堀内(2001)にならっ

て、東洋経済新報社の『会社四季報』の【銀行】の欄に筆頭取引銀行として記載されてい

る銀行をメインバンクとして特定した。そして、そのメインバンクが保有している株式が、

企業の発行済み株式数に占める割合を変数とした。 

 

メインバンク借入依存度(年次データ)(＋) 

 企業の借入金・社債合計に対する、メインバンクからの借入金の割合を表す指標である。

メインバンクからの借入金は、メインバンク持ち株比率と同様に、東洋経済新報社の『会

社四季報』の【銀行】の欄に筆頭取引銀行として記載されている銀行をメインバンクとし

て特定し、そのメインバンクからの借入金を用いた。 

社債借入金

メインバンク借入金
度メインバンク借入依存


  

 

 次に、現金保有率の高さを表す変数として、以下の 2つを考える。 

 

現金/総資産比率(年次データ)(＋) 

 企業が保有する現金(現金同等物を含む)の総資産に対する割合を表す指標である。 

総資産

現金
総資産比率＝現金/  

 

現金/流動負債比率(年次データ)(＋) 

 現金/総資産比率と同様で、企業が現金をどのくらい豊富に保有しているかを表す指標で

ある。総資産の代わりに流動負債を用いた理由は、流動負債(1 年以内に返済義務のある負

債)という比較的近いうちに返さねばならない負債額に対する現金保有の量をみることで、

企業の短期的な返済能力を表していると考えたからである。財務安全性という面では、現

金/総資産比率とほぼ同じことを表しているといえる。 

流動負債

現金
流動負債比率現金 /  

 

 以上の 4 つが、メインバンクとの結びつきの強さと現金保有率の高さを表す説明変数で

ある。本稿では、メインバンクとの結びつきの強さと現金保有率の高さが CAR に与える影
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響に注目したいため、CAR に影響を与えうる要因を以下の通り、コントロール変数として

説明変数に加える。設備被災地保有ダミー、関係会社被災地保有ダミーに関するデータは

プロネクサス社の「eol」、それ以外のデータは「日経 NEEDS FINANCIAL QUEST」、「日経 

NEEDS-Cges」から取得している。 

 

① 設備被災地保有ダミー(年次データ)(－) 

 日本の大多数の企業が震災によって影響を受けたが、実際に設備が被災地(4)にある企業は

より大きな被害を受けたと考えられる。そこで、有価証券報告書に記載してある設備のう

ち、所在地が被災地である設備を少なくとも一つ保有する企業を 1、そうでない企業を 0と

するダミー変数を回帰式に加え、係数の符号は負になると予測した。 

 

② 関係会社被災地保有ダミー(年次データ)(－) 

 設備ダミーと同様の理由から、有価証券報告書に記載してある関係会社のうち、所在地

が被災地である関係会社を少なくとも一つ保有する企業を 1、そうでない企業を 0とするダ

ミー変数を回帰式に加え、係数の符号は負になると予測した。 

 

③ D/E レシオ(年次データ)(－) 

 負債が多い企業ほど震災による倒産リスク等が増大しやすく、株式市場での評価に影響

すると考えられるため、資本構成による CAR の差をコントロールし、予測される係数の符

号は負であるという仮説を立てた。 

純資産

負債
レシオ＝ED /  

 

④ 外国人持ち株比率(年次データ 単位：%)(－) 

 外国人投資家は短期的な利益を追求する主体とされており、一時的に高まるリスクを嫌

って、震災直後は積極的に株を売ると考えられる。そのため、外国人持ち株比率が高いほ

ど株価に負の影響を与えると考えられるので、外国人投資家の持ち株数が、企業の発行済

み株式数に占める割合でコントロールし、予測される係数の符号は負であるという仮説を

立てた。 

 

⑤ ROA(年次データ)(＋) 

 収益性の違いによる CAR への影響をコントロールした。また、収益性が高い企業ほど震

災後の収益悪化に対する耐久性も高いと考えられる。そのため、株価にも正の影響を与え

ると考えられるので、係数の符号は正になると予測した。 

 

⑥ log 総資産(年次データ)(＋) 
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 資産規模が大きい企業ほど、設備などの数が多く、他の地域に同様の設備を持っている

可能性がある。仮に被災地の設備が被災しても、被災による減産をある程度補えるかもし

れず、震災のような不測の事態に対する耐久性が高いと考えられる。そのため、企業規模

による CAR への影響をコントロールし、予測される係数の符号は正であるという仮説を立

てた。 

 

以上の被説明変数、説明変数の記述統計量は以下の表 1の通りである。 

 

表 1：記述統計量 

  平均 標準偏差 最大値 最小値 中央値 

メインバンク持ち株比率 

(％) 
2.958  1.275  4.990   0.200  2.910  

メインバンク借入依存度 0.204  0.135  0.663  0.003  0.184  

現金/総資産比率 0.136  0.089  0.642  0.003  0.116  

現金/流動負債比率 0.644  0.796  6.867  0.022  0.365 

設備被災地保有ダミー 0.461  0.498   1 0 0 

関係会社被災地保有ダミー 0.319  0.466  1 0 0 

D/E レシオ 1.251  1.237  10.786  0.062   0.885  

外国人持ち株比率 

(％) 
13.438  10.751  50.590  0.250  10.950  

ROA 0.035  0.042  0.207  -0.112  0.034  

log 総資産 5.098  0.593 7.066  3.892  5.002  

 

5. 実証分析① 

5.1.仮説 

 第 5節では、第 3節で立てた【仮説 1】を、第 4節で示した推計式Ⅰを用いて実証するこ

とを目的とする。 

【仮説 1】を実証するためには、メインバンクとの結びつきが強い企業ほど、あるいは現

金保有率が高い企業ほど、株価の下落幅も小さくなるということを示す必要がある。言い
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換えれば、メインバンクとの結びつきの強さと現金保有率の高さが、震災直後の株価に正

の影響を与えるということを示すことができれば、【仮説 1】が支持されたことになる。 

したがって、推計式Ⅰでいえば、メインバンクとの結びつきの強さを表す「メインバン

ク持ち株比率」「メインバンク借入依存度」と、現金保有率の高さを表す「現金/総資産比

率」「現金/流動負債比率」の各説明変数の係数が正の値で有意であるという結果が得られ

れば、【仮説 1】が支持されたことになる。 

 

5.2.推計方法 

 推計式Ⅰを用いて、最小二乗法による重回帰分析を行った。なお、説明変数は、メイン

バンクとの結びつきの強さと現金保有率の高さにそれぞれ 2つずつある説明変数のうちの、

どちらか 1 つずつを組み合わせて推計式を作る。そのため、推計式が合計で 4 つになり、

組み合わせごとに番号をつけた。番号と組み合わせは以下の通りである。 

(1)「メインバンク持ち株比率」と「現金/総資産比率」 

(2)「メインバンク持ち株比率」と「現金/流動資産比率」 

(3)「メインバンク借入依存度」と「現金/総資産比率」 

(4)「メインバンク借入依存度」と「現金/流動資産比率」 

 

5.3.推計結果・考察 

 推計式Ⅰを用いて、メインバンクとの結びつきの強さと現金保有率の高さが震災直後の

株価に与える影響を見た推計結果は表 2 である。上から 2 行目の(1)～(4)の番号は、前節

5.2の説明変数の組み合わせを表したものである。 
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表 2：推計式Ⅰを用いた回帰分析の結果 

表の数字は、各変数の係数である。また、カッコ内は P 値である。 

***は 1％、**は 5％、*は 10％水準で有意ということを示している。 

被説明変数 CAR 

 
(1) (2) (3) (4) 

メインバンク 

持ち株比率(％) 

0.007(0.000) 

*** 

0.007(0.000) 

*** 
  

メインバンク 

借入依存度 
  

0.031(0.097) 

* 

0.032(0.089) 

* 

現金/総資産比率 
0.064(0.008) 

*** 
 

0.097(0.012) 

** 
 

現金/流動負債比率  
0.007(0.005) 

*** 
 

0.014(0.065) 

* 

被災地設備 

保有ダミー 

-0.007(0.105) 

 

-0.007(0.113) 

 

-0.008(0.132) 

 

-0.009(0.115) 

 

被災地関係会社 

保有ダミー 

0.000(0.996) 

 

0.000(0.951) 

 

0.002(0.755) 

 

0.002(0.683) 

 

D/E レシオ 
-0.008(0.000) 

*** 

-0.008(0.000) 

*** 

-0.009(0.000) 

*** 

-0.009(0.000) 

*** 

外国人 

持ち株比率(％) 

0.000(0.865) 

 

0.000(0.944) 

 

0.000(0.287) 

 

0.000(0.420) 

 

ROA 
0.198(0.000) 

*** 

0.203(0.000) 

*** 

0.166(0.006) 

*** 

0.175(0.004) 

*** 

log 総資産 
0.035(0.000) 

*** 

0.034(0.000) 

*** 

0.040(0.000) 

*** 

0.038(0.000) 

*** 

定数項 
-0.198(0.000) 

*** 

-0.189(0.000) 

*** 

-0.210(0.000) 

*** 

-0.194(0.000) 

*** 

自由度調整済み決定

係数 
0.237 0.239 0.214 0.206 

サンプル数 495 495 311 311 
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まず、メインバンクの結びつきの強さが株価に与える影響を見ていく。メインバンク持

ち株比率の係数は(1)(2)においてともに 0.007と正の値を示し、かつ、1％水準で有意とな

っている。また、メインバンク借入依存度の係数は(3)で 0.031、(4)で 0.032と正の値を示

し、かつ、10%水準で有意である。 

この結果から、メインバンクとの結びつきの強さが、震災直後の株価に正の影響を与え

ていることがわかる。この結果が意味していることは、財務リスクに直面したときに、メ

インバンクとの結びつきが強い企業ほどメインバンクの融資による資金調達が期待でき、

それが財務リスクを緩和することにつながるということである。つまりこの結果は、今も

なおメインバンクがリスクヘッジ機能を有しているということにほかならず、救済機能は

失われたとする見解とは正反対の結果といえる。 

次に、現金保有率の高さが株価に与える影響を見てみる。現金/総資産比率の係数は(1)

で 0.064、(3)で 0.097 と正の値を示し、それぞれ 1%、5%水準で有意である。また、現金/

流動負債比率の係数は(1)で 0.007、(3)で 0.014と正の値を示し、それぞれ 1%、10%水準で

有意である。この結果から、現金保有率の高さもまた、震災直後の株価に正の影響を与え

ていることがわかる。この結果が意味していることは、財務リスクに直面したときに、現

金保有率の高い企業ほど、豊富な手元資金からの資金調達が期待でき、それが財務リスク

を緩和することにつながるということである。この結果は、現金を豊富に保有しているこ

とが、必ずしも株主にとって悪いということではなく、財務リスクのヘッジという観点か

らみれば、むしろ望ましいであるということを示しているといえる。 

以上をまとめると、【仮説 1】は支持される結果となり、「メインバンク制」と「豊富な現

金保有」という日本的企業財務の特徴が、財務リスクを緩和する役割を担っているという

ことが実証された。 

以上が【仮説 1】に対する結果と考察であるが、これらに加えて、各コントロール変

数の係数の結果に関しても触れておきたい。 

まず、設備被災ダミー、関係会社被災ダミー、外国人持ち株比率では有意な係数は得

られず、予想通りにはならなかった。しかし、D/E レシオの係数に関しては、(1)～(4)

全てにおいて予想通り負の値で、かつ、1％水準で有意となっている。D/E レシオは、

企業の財務状態を表している指標である。その D/E レシオの係数が負の値で有意であっ

たということは、負債が多い企業ほど財務リスクが顕在化しやすく、株式市場では財務

状態を考慮して取引がなされているということ意味している。さらに、ROA 、log 総資

産の係数に関しても、(1)～(4)の全てにおいて予想通り正の値で、かつ、1％水準で有

意である。この結果が意味するところとしては、もともと収益性が高い、あるいは資産

規模が大きい企業ほど、震災のような不測の事態に対する耐久性も高いということであ

る。  
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6.実証分析② 

6.1.仮説 

前節の実証分析①では、日本的企業財務の特徴である「メインバンク制」と「豊富な現

金保有」が、東日本大震災という企業が財務リスクに直面した出来事において、その財務

リスクを緩和する役割を担っていることが実証された。本節では、企業の現金保有率が低

い場合に、メインバンクとの結びつきの強さによる財務リスクのヘッジ機能がより強い影

響を与え、また、メインバンクとの結びつきが弱い企業で、現金保有率の高さによる財務

リスクのヘッジ機能がより強い影響を与えることを実証する。 

より詳しく説明すると、至急の資金需要が発生したとき、現金保有率が高い企業では、

手元に使える資金が多く存在しており、「豊富な現金保有」によるリスクヘッジ機能が期待

できるため、メインバンクとの結びつきの強さが株価に与える正の影響はより小さくなる

と考えられる。逆に、現金保有率が低い企業では、そのリスクヘッジ機能が期待できない

ため、メインバンクとの結びつきの強さが重視され、メインバンクとの結びつきの強さが

株価に与える正の影響は大きいと考えられる。 

また、メインバンクとの結びつきが強い企業は、メインバンクの救済機能によるリスク

ヘッジが期待できる。したがって、現金を多く持つことの重要性は低く、現金保有率の高

さが株価に与える正の影響はより小さくなると考えられる。一方、メインバンクとの結び

つきの弱い企業は、相対的にメインバンクによる救済機能が見込めない可能性がある。そ

のため、現金を多く持つことの必要性は高まり、現金保有率の高さが株価に与える正の影

響は大きいと考えられる。 

つまり、「メインバンク制」によるリスクヘッジ機能と「豊富な現金保有」によるリスク

ヘッジ機能には、その一方があまり期待できない場合には、もう一方の必要性がより大き

くなるという関係にあり、株価に与える正の影響にも違いが出てくると考えられるのであ

る。そこで本節では、以下のような 2つの仮説を立てる。 

  

【仮説 2】 

メインバンクとの結びつきの強さが震災直後の株価に与える正の影響は、現金保有率が

低い企業の方で大きくなる。 

 

【仮説 3】 

現金保有率の高さが震災直後の株価に与える正の影響は、メインバンクとの結びつきが

弱い企業の方で大きくなる。 

 それではまず、【仮説 2】の実証分析をしていく。 

 

6.2. 【仮説 2】推計方法 

具体的な推計方法は実証分析①とほぼ同じであるが、ここでは現金/総資産比率の上位
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25%、下位 25%でサンプルを分けて重回帰分析を行った。また、メインバンクとの結びつき

の強さを表す変数としてメインバンク持ち株比率を用い、現金保有率の高さを表す変数と

して現金/総資産比率を用いる。推計式Ⅰの説明変数から、現金/総資産比率の変数を除外

したものを推計式Ⅱとする。 

 

6.3. 【仮説 2】推計結果・考察 

推計式Ⅱを用いて、最小二乗法による重回帰分析を行った推計結果は表 3である。 
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表 3：推計式Ⅱを用いた回帰分析の結果 

被説明変数 CAR 

  現金/総資産比率上位 25％ 現金/総資産比率下位 25％ 

項目 係数 P 値 有意水準 係数 P 値 有意水準 

メインバンク持ち株比率 

(％) 
0.003 0.249 

 
0.011 0.000 *** 

設備被災地保有ダミー 0.001 0.914   -0.018 0.012 ** 

関係会社被災地保有ダミー 0.003 0.784   0.006 0.430   

D/E レシオ -0.017 0.013 ** -0.009 0.000 *** 

外国人持ち株比率 

(％) 
0.000  0.708   0.000 0.786   

ROA 0.165 0.033 ** 026 0.019 ** 

log 総資産 0.017 0.123 
 

0.040 0.000 *** 

定数項 -0.088 0.076 * -035 0.000 *** 

自由度調整済み 

決定係数 
0.117 0.357 

サンプル数 124 124 

***は 1％、**は 5％、*は 10％水準で有意である 
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表 3によると、現金/総資産比率が高い企業において、メインバンク持ち株比率の係数は

0.003であるが、有意ではない。それに対して、現金/総資産比率が低い企業は係数が 0.011

であり、1%水準で有意であった。現金/総資産比率が低い企業のメインバンク持ち株比率の

係数は、現金/総資産比率の高い企業に比べて 3.5倍以上大きな値を示した。また、係数の

差の検定を行ったところ、10％水準で有意であり(t 値は－1.863)、統計的にその差が実証

された。この結果から、現金保有率が低い企業では手元資金によって、財務リスクをヘッ

ジすることが期待できないため、メインバンクによる融資などの救済機能の必要性が大き

くなるということがわかる。 

以上の推計結果から、メインバンクとの結びつきの強さが震災直後の株価に与える正の

影響は、現金保有率が低い企業の方で大きくなることを示すことができたので、【仮説 2】

を支持することができた。 

次に、【仮説 3】に対する実証分析に移る。 

 

6.4. 【仮説 3】推計方法 

推計方法は【仮説 2】とほぼ同じで、今回はメインバンク持ち株比率の上位 25%、下位 25%

でサンプルを分けて重回帰分析を行った。また、メインバンクとの結びつきの強さを表す

変数としてメインバンク持ち株比率を用い、現金保有率を表す変数として現金/総資産を用

いる。推計式Ⅰの説明変数から、メインバンク持ち株比率を除外したものを推計式Ⅲとす

る。 

 

6.5. 【仮説 3】推計結果・考察 

推計式Ⅲを用いて、最小二乗法による重回帰分析を行った推計結果は表 4である。 
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表 4：推計式Ⅲを用いた回帰分析の結果 

被説明変数 CAR 

  
メインバンク持ち株比率 

上位 25％ 

メインバンク持ち株比率 

下位 25％ 

項目 係数 P 値 有意水準 係数 P 値 有意水準 

現金/総資産比率 0.013 0.813    0.084  0.021  ** 

設備被災地 

保有ダミー 
-0.011  0.260    0.005  0.571    

関係会社被災地 

保有ダミー 
-0.015  0.165    0.008  0.394    

D/E レシオ -0.009  0.007  *** -0.015  0.000  *** 

外国人持ち株 

比率(％) 
-0.001  0.331    0.000  0.542    

ROA 0.049  0.645    0.265  0.002  *** 

log 総資産 0.038  0.009  *** 0.039  0.000  *** 

定数項 -0.157  0.017  ** -0.209  0.000  *** 

自由度調整済み 

決定係数 
0.081 0.410  

サンプル数 124 124 

***は 1％、**は 5％、*は 10％水準で有意である 
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表 4によると、メインバンク持ち株比率が高い企業においては、現金/総資産比率の係数

が 0.013で有意ではない。それに対して、メインバンク持ち株比率が低い企業においては、

係数が 0.084であり、5%水準で有意であった。メインバンク持ち株比率が低い企業の現金/

総資産比率の係数は、メインバンク持ち株比率が高い企業に比べて、6倍以上大きな値を示

した。また、係数の差の検定を行ったところ、1％水準で有意であり(t 値は－5.148)、統計

的に係数の差が実証された。この結果から、メインバンクとの結びつきが弱い企業では、

メインバンクからの融資などによる財務リスクのヘッジが期待できないため、現金保有率

の高さによる財務リスクのヘッジ機能の必要性が大きくなるということがわかる。 

以上の推計結果から、現金保有率の高さが震災直後の株価に与える正の影響は、メイン

バンクとの結びつきが弱い企業の方で大きくなることを示すことができたので、【仮説 3】

を支持することができた。 

 

6.6. 実証分析②のまとめ 

 最後に、本節のまとめをする。本節の目的は、企業の現金保有率が低い場合に、メイン

バンクとの結びつきの強さによる財務リスクのヘッジ機能がより強い影響を与え、また、

メインバンクとの結びつきが弱い企業で、現金保有率の高さによる財務リスクのヘッジ機

能がより強い影響を与えることを実証することであった。 

まず、【仮説 2】に対する実証分析から、「豊富な現金保有」によるリスクヘッジ機能があ

まり期待できない企業の場合は、現金保有率が高い企業に比べて、「メインバンク制」によ

るリスクヘッジ機能の必要性がより大きくなっていることがわかった。また、【仮説 3】に

対する実証分析から、「メインバンク制」によるリスクヘッジ機能があまり期待できない企

業の場合は、メインバンクとの結びつきが強い企業に比べて、「豊富な現金保有」によるリ

スクヘッジ機能の必要性がより大きくなっていることがわかった。 

【仮説 2】と【仮説 3】の両方とも仮説通りの推計結果を得ることができたことから、「メ

インバンク制」によるリスクヘッジ機能と「豊富な現金保有」によるリスクヘッジ機能に

は、その一方があまり期待できない場合には、もう一方の必要性がより大きくなるという

関係があるということが考えられる。  

 

7.おわりに 

本稿の目的は、日本的企業財務の特徴である「メインバンク制」と「豊富な現金保有」

に着目し、この 2 つが財務リスクを緩和する役割を果たしているのかどうかを、東日本大

震災を通して検証することであった。 

 2011年 3月 11日に発生した東日本大震災では、被災地に精密機器や自動車などの部品メ

ーカーが集積していたことで、製造業全体に大きな影響を与えた。工場や設備の破損など

の直接的被害による至急の資金需要と、関係会社の被災によるサプライチェーン寸断など

の被害による収益圧迫によって、多くの企業が財務リスクに直面した。そこで、日本的企
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業財務が財務リスクを緩和する役割を果たしているのかを検証するため、東証 1 部製造業

に属する企業を対象に、メインバンクとの結びつきの強さと現金保有率の高さが、震災直

後の株価の動きにどのような影響を与えるかを分析した。 

 分析の結果を以下で振り返る。まず、実証分析①において、メインバンクとの結びつき

の強さと現金保有率の高さが、それぞれ震災直後の株価に正の影響を与えるという結果を

得た。次に、実証分析②においては、現金保有率、メインバンク持ち株比率でサンプル分

けをした上で、それぞれ重回帰分析を行った。現金保有率によってサンプル分けした 1 つ

目の分析では、メインバンクとの結びつきの強さが震災直後の株価に与える正の影響は、

現金保有率が低い企業の方で大きくなるという結果になった。メインバンク持ち株比率で

サンプル分けした 2 つ目の分析では、現金保有率の高さが震災直後の株価に与える正の影

響は、メインバンクとの結びつきが弱い企業の方で大きくなるという結果になった。 

以上の分析結果より、次のことが示唆される。まず、日本的企業財務の特徴である「メ

インバンク制」と「豊富な現金保有」には、財務リスクのヘッジ機能があるということで

ある。さらに、「メインバンク制」によるリスクヘッジ機能と「豊富な現金保有」によるリ

スクヘッジ機能の間には、その一方があまり期待できない場合には、もう一方の必要性は

より大きくなるという関係が認められるということである。 

このように、本稿は、日本的企業財務の特徴である「メインバンク制」と「豊富な現金

保有」による財務リスクのヘッジ機能を、東日本大震災という多くの企業がリスクに直面

した事象を通して実証的に示したという点で先例がなく、企業の財務リスクの管理を考え

る上で有用な示唆を与えた。また、上記のような日本的企業財務の利点の有無を実証的に

示したことで、日本的な経営そのものの是非を問う議論にも一石を投じることができると

いう意味で、本稿は意義があるといえる。 

今後の課題としては、以下のことが挙げられる。まず、本稿では、現金保有は確かに財

務リスクを緩和する役割があることはわかったが、企業によってどのくらいの水準の現金

を保有するべきなのかという点を明らかにすることができなかった。今回取り上げたメイ

ンバンクとの結びつきや、ROA 低下などの豊富な現金保有自体のデメリットなども考慮し

て、企業にとって適切な現金保有の水準を定量的に示すことで、より有用な主張ができる

かもしれない。また、本稿は震災直後の株価を分析しているにとどまっている。震災後の

業績が長期的にどのように推移したのかを分析することで、財務リスクの緩和によって復

旧に影響が出るのかを実証することが今後に期待される。 
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注釈 

 
(1)ここで述べる財務リスクとは、資金調達リスク、倒産リスクのことである。 

(2)東証 1部製造業の中で震災直後の株価がとれた 795社が対象。 
(3)CAR が平均値±(3×標準偏差)に含まれないものを異常値として除外した。 
(4)ここで述べる被災地は、東北６県(青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島)と茨城県の計 

 ７県である。 
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