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要旨  

本稿の目的は、不景気時のリスクテイクは好景気時より有効であることを明

らかにすることである。  

近年日本企業は、従来存在する６重苦に加え、2008 年のリーマンショックを

始め、2011 年の東日本大震災などにより厳しい経営環境にさらされており、資

金を抱え込む保守的な経営を行う企業も少なくない。しかし、企業が将来発展、

存続するために、そのような行動は適切であるといえるのだろうか。   

一般に、将来収益を得るために企業の取るべき行動として、リスクテイクの

必要性が唱えられることが多い。しかし、通説のリスクテイク指標には不十分

な点が考えられること、厳しい経営環境にさらされる企業であっても、リスク

テイクは収益を上げる有効な手段であると実証した先行研究がないことから、

我々はリスクテイク指標を新たに定義し、分析を景気ごとに分けることで、企

業が取るべき行動に一つの見解を示すことを試みた。  

なお、我々は企業の「価値創造」「成長」に注目し、リスクテイクとは「将

来収益のための先行投資を行うこと」と定義した。この先行投資として、我々

は研究開発費および設備投資額に注目した。  

本稿の分析では、まず、我々の定義するリスクテイクと収益の相関を実証し

た。東証一部上場会社の製造業のうち、 1997 年から 2012 年の期間を取り企業

のリスクテイクと将来収益を用いて重回帰分析を行った結果、我々の定義する

リスクテイクは将来収益に結びつくことが確認された。  

続いて、今後厳しい経営環境下であってもリスクテイクを行う意義を検証す

るため、分析期間を経営環境が悪化する不景気時、経営環境が良好な好景気時

に分け、重回帰分析、係数の差の検定を行った。この結果、リスクテイクは好

景気時よりも不景気時の方が収益に結び付くことが示された。  

本稿は、通説のリスクテイク指標と異なるリスクテイク指標を用いても、リ

スクテイクは収益につながるという新たな実証結果を加えられた点、さらに

我々の定義するリスク指標、研究開発費と設備投資額に関する多様な先行研究

に一つの実証を示した点、及び厳しい経営環境をも考慮したリスクテイクと収

益に関する検証を行い、企業が取るべき行動にひとつの見解を示すことができ

る点で重要な意義を持つと言える。  
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1. はじめに  

 本稿の目的は、不景気時におけるリスクテイクと将来収益の関係

を検証することである。  

昨今、日本企業を取り巻く経営環境は厳しい。従来「６重苦」と呼ばれる、

円高、高い法人税、厳しい労働規制、温暖化ガス排出抑制、外国との経済連携

の遅れ、電力不足を抱えていることに加え、IT バブル崩壊やリーマンショック、

昨年日本を襲った東日本大震災による相次ぐサプライチェーン寸断、新興国の

台頭による競争激化なども経営環境に影を落としている。加えて、平成２５年

度経済産業政策の重点（経済産業省  H24）によると、「日本経済は、従来から

抱えていた財政危機や長引くデフレ等の内なる構造的課題に加え、原子力事

故・震災、円高、欧州危機等の外的要因が重なり、かつてない危機に直面して

いる。」来年以降についても企業を取り巻く状況は警戒されている。このよう

な不透明な先行きや苦しい経営環境のせいか、日本企業の中には資金を抱え込

み保守的な経営になる企業も少なくない。しかし、企業の成長存続にとって、

このような行動は適切であると言えるだろうか。  

 一般に、企業が収益を上げ成長するためにはリスクテイクが重要であると言

われる。多くが平成 20 年度年次経済財政報告を根拠としたものであり、リスク

テイクする企業ほど収益率が高いと報告されている。ただし、この報告に用い

られている ROA 標準偏差をリスクテイクの指標とすることには考える余地があ

るという意見もある。我々は、ROA 標準偏差では成熟企業の多くが ROA 標準偏

差は低くなり、成長企業の多くが ROA 標準偏差は高くなるとも考えられること

から、通説とは異なるリスクテイクの指標を用いることとした。  

我々が新たにリスクテイク指標として注目したものは研究開発費、設備投資

額である。これらは企業が成長存続のために新事業への投資や技術革新を行い、

高付加価値の製品を生み出す過程で必要不可欠な投資であると同時に、先行投

資である特性から、投資時点では現実に収益と結びつくか分からないリスク（＊）

を負っており、リスクテイク指標として適切であると考える。  

本稿では、まず我々の定義するリスクテイクが収益に結びつくことを過去 10

年のデータを用いて実証した。次いで、分析期間を景気で分けることにより厳

しい経営環境下の企業がリスクテイクすべきかを探り、不景気時は好景気時よ
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り収益に結びつくことが示された。  

 本稿の構成は以下の通りである。  

まず、第 2 節で本研究に関する先行研究に触れる。次いで第 3 節で我々の定

義するリスクテイクと収益の実証分析を行った。第 4 節で期間を分けた実証分

析を行い、リスクテイクを行う企業がより収益を上げるという仮説を置き、検

証を行った。最後に第 5 節で本稿の総括を述べる。  

 

 

＊リスクの定義：リスクの変遷と定義について述べた田尾（ 2012）によると「企

業が抱えるリスクは大きく 2 種類存在する」と言われる。  

 

リスクには  2 種類のリスクが存在する。ひとつは、リスクはネガ

ティブな側面のみを持つゼロ  or ロス型リスクである。この例としては、

システムダウンや開示資料の誤謬、法令順守違反といったリスクがある。

ゼロ or ロス型リスクにおいてはリスクが顕在化しないのが通常の状態

であり、いわゆるゼロの状態であるが、リスクが顕在化すると組織体に

マイナスの影響が生じるというものである。（中略）  

ひとつのリスクはポジティブな面とネガティブな面の両面が存在

するプロフィット  or ロス型リスクである。（後略）  

 

 本稿において我々は後者をリスクと定義する。前者は企業にポジティブな影

響を与えず、企業の将来収益に貢献するとは考えにくいためである。また、企

業の価値創造という点においても、後者のリスクがより寄与すると判断したた

め、以降の分析では「将来収益のための先行投資」をリスクとしその指標とし

て「研究開発費」「設備投資額」を用いる。以後、「将来収益のために研究開発

費、設備投資額を投資すること」とリスクテイクを同義として扱う。  
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2. 研究背景・先行研究 

 本稿は、不景気時のリスクテイクと将来収益との相関を検証することを目的

とする。先述の通り、本稿で述べる企業のリスクテイクとは先行投資を行うこ

とであり、その内訳として「研究開発費」と「設備投資額」に注目した。    

 本節ではまず、一般に言われるリスクテイクと収益について述べた先行研究

に触れる。次に、我々の定義するリスクテイクである研究開発費、設備投資額

それぞれの必要性、重要性について先行研究を通して触れ、不景気時に見られ

る企業行動に関する先行研究、および現状について述べ、本稿の意義を提示す

る。 

 まず、リスクテイクと収益の関連について述べた先行研究として内閣府（平

成２０年度年次経済財政報告）は、「ROA が年によって大きく変動する企業が、

結果的にみて、よりリスクを取っていると考え」た場合、「「ハイリスク企業」

は「ハイリターン」、「ローリスク企業」は「ローリターン」であることが確認

された」と発表している。しかし、「一つの方法ではあると思いますが、これで

十分かというとまだ考える余地があり、その意味では、結果は含みをもって考

える必要がある」ESP（2008）ともあることや、ROA 標準偏差をリスクテイクの

指標とした場合、成熟企業と成長企業それぞれのリスクテイク度合いを図るこ

とが難しいと判断したことから、我々は新たにリスクテイクの指標を定義した。 

続いて、我々が定義したリスクテイクの指標、研究開発費、設備投資額の重

要性、収益との関連について述べた先行研究に触れる。  

研究開発費に関しては、「わが国企業が 21世紀においても成長を維持していく

ためには、研究開発活動を積極的に行い、基礎研究や技術革新に特化していく

しか道はないであろう。（中略） 21世紀においては、技術革新なくしてわが国

企業の存在価値はない。技術革新は企業価値の向上に繋がる。」中井（ 2010）

と言われるように、研究開発の重要性、必要性を述べる研究がある一方、日本

企業は「研究開発の成果を生産活動に結びつけるのが難しくなった」榊原・辻

本（2003）と述べる研究もあり、日本企業が研究開発費をかけることの意義に

対して、賛否が分かれている。  

また、設備投資額に関して、設備投資は「企業の成長に不可欠なものであり、

経営者にとって特に重要な意思決定の１つであると考えられている」黄  渥美 
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村上（2011）、「不確実性や不可逆性を踏まえると、企業が設備投資額と手控え

た後一気に設備投資を実行した場合には断続性が生じ、設備投資に大きな

investment spike（以後インベストメント・スパイクと表示）が生まれる可能

性がある。」宮川・田中（ 2009）とあるように、企業にとって設備投資は不可欠

であり、一定の投資を継続する必要があると述べる研究がある一方、企業の設

備投資額は、時期によって大きく変動し、不景気時には手控える企業も見られ

る。 

最後に、不景気時に日本企業がとる行動に関連した先行研究に触れる。不景

気時の企業の行動の傾向として、帝国データバンク（2011）は「長期不況にさ

らされている企業は保守的経営の一環で資金を抱えこむよう」になりがちであ

ることを、田中・倉田（ 2011）は「景気の先行き不透明感などから長期的視点

での積極的な投資を行い難く、企業防衛を意識し保守的な経営となっているこ

とも事実である」ことを指摘している。実際、企業に行った調査でも、「研究

開発費については減額すると回答した企業が増額すると回答した企業を大きく

上回っている」五十川・大橋（2012.10）との結果が得られている。しかし、

企業全体に上記の傾向がみられても、研究開発費を据え置く経営者や、「 5年で

6000億円という大型投資を実施し、 5年後に営業利益を実に 3倍の 1000億円にす

る」週刊ダイヤモンド（ 2012）等と、不景気時に積極的にリスクテイクに乗り

出す企業は存在する。昨今の厳しい経営環境にあって、保守的な経営に走りリ

スクテイクを控える企業、反ってリスクテイクに力を入れる企業と乱立する中、

各々事例はあるもののそれらリスクテイクが収益に結び付いているか実証され

てはいない。  

以上から、通説のリスクテイクの指標に疑問があがること、我々の定義する

リスクテイクと収益の相関に関する多様な意見、及び厳しい経営環境をも考慮

したリスクテイクと収益に関する検証は未だなされていないことがわかる。  

我々は本稿において、不景気時のリスクテイクは好景気時のリスクテイクよ

りも将来の収益につながるかを検証し、厳しい経営環境下の日本企業が取るべ

き行動に見解を示すことを試みる。  
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3.一次分析  重回帰分析（リスクテイクの実証分析）  

3.1 仮説  

本節では、“リスクテイクは将来の収益につながる”という  一般的に言われ

ている事実を実証していきたい。近年、先ほど述べたように、日本企業はリス

クテイクに対して消極的になっている。リスクテイクは収益につながるという

意見はあるものの、リスクテイクを行うことは、果たして本当に収益性を高め

るのか。実証分析がないため、本節では設備投資額と研究開発費が収益性を高

めるということを検証する。  

 

我々は本節において、リスクテイクは収益率を高めるというと仮説を置き検

証する。  

【仮説１】：設備投資額と研究開発費は収益率を高める。  

 

3.2 サンプル・データ  

サンプルは、QUICK 社の「Astra Manager」から取得可能であった 1998 年度

から 2011 年度における東証一部上場製造業に属する企業とする。なお、総資産

研究開発費比率また、総資産設備投資額比率および以下の分析に使用したすべ

てのデータが揃っている企業に限定した。その結果、研究開発費においては

5247 社、設備投資額においては 4060 社のサンプル数を得た。  

 以下では変数のデータの収集元を記述する。  

QUICK 社の「Astra Manager」から総資産事業利益率 (ROA)、研究開発費、

設備投資額、総資産、広告宣伝、人的資産を取得した。  

 

3.3 分析方法  

 設備投資額と研究開発費が収益率を高めることを、重回帰分析を用いて検

証した。重回帰分析を行う目的は、収益率に影響を与えると予想されるコント

ロール変数を用い、リスクテイクが収益率に与える影響を正確に実証するため

である。被説明変数に、収益率を表す総資産事業利益率 (ROA)をおき、説明変

数にはリスクテイクを示す指標である総資産研究開発費比率、または総資産設

備投資額比率をおきその効果を見る。  
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総資産研究開発費比率または総資産設備投資額比率が収益に結び付けること

を過去 10 年間のデータを使い分析を行う。  

 

推計式  

Y（総資産事業利益率 [ROA]）＝a 

                      +bX1(総資産研究開発費比率 ) 

または（総資産設備投資額比率）  

+cX2(LOG 総資産) 

              +dX3(広告宣伝費) 

              +eX5(人的資産 ) 

              +fX6（年度ダミー）  

 

〈被説明変数〉  

 被説明変数には、総資産事業利益率（ ROA）の伸び率を用いる。研究開発費に

おいては各年度の向こう 5 年間の ROA 伸び率を用い、設備投資額においては向

こう４年間の ROA 伸び率を用いた。榊原・辻本（ 2003）によると、研究開発費

は 5 年以内に収益に結び付くという。また、設備投資額においては、我々が検

証した結果 4 年以内に収益に結び付くという結果が得られた。  

 

〈説明変数〉  

①  総資産研究開発費比率（年次データ  単位：％）  

1 つ目のリスクテイクの指標として、各企業の研究開発費を総資産で除した

総資産研究開発費比率を用いる。各企業による規模の大きさに左右されないよ

うにするため総資産で除する。我々の仮説が正しければ、この変数の係数は正

となると推測される。  

 

総資産設備投資額比率（年次データ  単位：％）  

2 つ目のリスクテイクの指標として、各企業の設備投資額を総資産で除した

総資産設備投資額比率を用いる。総資産研究開発費比率と同様、各企業による

規模の大きさに左右されないようにするため総資産で除する。我々の仮説が正
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しければ、この変数の係数は正となると推測される。  

 

②  広告宣伝費（年次データ  単位％）  

山口（2009）によると、広告宣伝費が収益率に影響を与えるという。また、

企業の存在や製品を消費者に知らせ、売上を伸ばし、 ROA を上げていると考え

られる。そのため、我々は収益率に影響を与える変数として各企業の広告宣伝

費を売上高で除した売上高広告宣伝費を用いた。  

 

③  人的資産（年次データ  単位％）  

山口（2009）によると、人的資産が収益率に影響を与えるという。一人当た

りの人件費が高いほど、高付加価値製品を生み出す可能性があり、 ROA を上げ

ていると考えられる。そのため、我々は収益率に影響を与える変数として各企

業の人的資産を売上高で除した売上高人的資産比率を用いた。  

 

④  LOG 総資産（年次データ）  

総資産は一般に会社の規模を表すものである。規模の大きい企業はスケール

メリットから一般的に収益率が高いと考えられている。そのような会社規模に

よる収益率の差をコントロールするため変数に加える。  

 

記述統計量（総資産研究開発費比率）図 3-1 
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 記述統計量（総資産設備投資額）図 3-2 

 

 

3.4 分析結果  

回帰分析結果（研究開発費）図 3-3
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回帰分析結果（設備投資額）図 3-4 

 

3.5 一次分析考察  

 総資産研究開発費比率は 5 年後の収益に、総資産設備投資額比率においては

4 年後の収益につながるという結果が得られた。総資産研究開発費比率に関し

ては 5％水準で有意であった。また、総資産設備投資額比率は 1％水準で有意

であった。つまり、私たちがリスクテイクとおいた研究開発費と設備投資額は

収益率を高める要因であることが分かった。ただし、リスクテイクを行うこと

に対して消極的な企業が多いことが現状である。  

 

 

4.二次分析―重回帰分析―  

4.1 仮説  

一次分析では、リスクテイクが収益につながるという結果が得られた。本節

では景気に注目し、好景気時よりも不景気時のリスクテイクの方が収益率に効

果的であることを示すために、係数の差の検定を行った。好景気時よりも不景

気時の方が収益率に効果的であると考えた理由は、不景気時には多くの企業が

リスクテイクを回避する傾向があるので、このような状況の中でリスクテイク
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を行えば、長期的には優位に立つことができると考えたからである。  

好景気時と不景気時の係数の差の検定を行うために、まずは好景気時と不景

気時それぞれにおいて、リスクテイクが収益に結び付くのかを検証した。そし

て、その結果を用いて好景気時と不景気時の係数の差の検定を行った。  

 

【仮説 2】：好景気時よりも不景気時にリスクテイクを行った方が収益を高める  

 

4.2 サンプル・データ  

サンプルは、QUICK 社の「Astra Manager」から取得可能であった 1997 年度

から 2011 年度のうち景気動向指数（ CI）（下図）から好景気であると判断した

2000 年、2007 年における東証一部上場企業の中の製造業に属する企業とする。

不景気時に関しては年度を 1999 年、2002 年とした以外同様にした。なお、使

用する説明変数がすべて揃ったものを対象とした。  

 以下では変数のデータの収集元を記述する。  

QUICK 社の「Astra Manager」から総資産事業利益率 (ROA)、研究開発費、

設備投資額、総資産、広告宣伝費、人的資産費、売上高を取得した。  

図 4-1 
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4.3 分析方法  

収益率を表す総資産事業利益率 (ROA)を被説明変数におき、リスクテイクを

示す指標である総資産研究開発費比率または総資産設備投資額比率を説明変数

において、重回帰分析を行った。重回帰分析を行う目的は、収益率に影響を与

えると予想されるコントロール変数を用いることで、リスクテイクが収益率に

与える影響を正確に実証するためである。好景気時を 2000 年及び 2007 年、不

景気時を 1999 年、 2002 年とし分析を行った。 

 重回帰分析のモデルは一次分析と同様である。  

 

記述統計量  

説明変数の記述統計は以下の通りである。  

          

記述統計量（好景気・総資産設備投資費比率）図 4-2 
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記述統計量（好景気・総資産研究開発費比率）図 4-3 

 

 

記述統計量（不景気・総資産設備投資額比率）図 4-4 

 

 

 

 

記述統計量（不景気・総資産研究開発費比率）図 4-5 
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4.4 分析結果  

回帰分析結果（好景気）図 4-6 

 

 

***は 1％、**は 5％、*は 10％水準で有意である。   

 

 

回帰分析結果（不景気）図 4-7 

***は 1％、**は 5％、*は 10％水準で有意である。   
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好景気時、不景気時どちらにおいても、リスクテイクが収益率に結び付くこ

とが分かった。そこで次に、この結果を用いて係数の差の検定を行った。  

 

係数の差の検定（研究開発費）図 4-8 

 

 

 

 

係数の差の検定（設備投資）図 4-9 

 

 

 

上記の結果より、すべての係数の t 値の絶対値が、 1%水準での t 両側境界値

より大きな値を取っている。したがって、上記におけるリスクテイクの指標は

統計的に有意である。この結果より、不景気時における企業のリスクテイクは

好景気時よりも有効であるということが明らかになり、【仮説２】を支持するこ

とができた。  
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最後に２次分析の結果をまとめる。重回帰分析では、不景気時と好景気時そ

れぞれにおいてリスクテイクが収益率に結び付くことが示された。不景気時に

おけるリスクテイクが好景気時よりも有効であることを実証するために、重回

帰分析で算出したリスクテイクの係数を基に係数の差の検定を行った。その結

果、研究開発と設備投資ともに不景気時の係数の方が好景気時よりも高く統計

的に有意であることが実証された。  

よって不景気時のリスクテイクは好景気時のリスクテイクより有効であるこ

とが示されたと言える。  

 

  

5．おわりに  

本稿の目的は、積極的なリスクテイクが不景気時にあっても将来の収益に結

びつくかを明らかにすることであった。  

そこで我々は、リスクテイクを研究開発費、設備投資額への投資と定義し、

分析を行った。先行投資として費やされる研究開発費や設備投資額が、技術革

新や新事業開発など、企業が将来にわたって成長し存続するために必要な投資

である。しかし、その効率性に対する反論や、現状の日本において有効な投資

であるか実証した研究はなかった。  

そのため、本稿ではまず、我々の定義したリスクテイクと収益が関連するこ

とを実証した。東証一部上場会社の製造業のうち、 1997 年から 2011 年の期間

を取り企業のリスクテイク度と将来の収益を用いて分析を行った結果、リスク

テイクは将来収益に結びつくことが確認された。  

続いて、一次分析で得られた結果を経営環境の厳しい不景気時、経営環境の

良好な好景気時で重回帰分析を行った。その結果、どの時期であってもリスク

テイクは収益を上げることが確認された。最後に、リスクテイクは不景気時が

好景気時より、多くの収益と結び付くという仮説を立て、時期による係数の差

の検定を行った。結果、不景気時と好景気時とで係数の差に有意が得られ、リ

スクテイクは不景気時が好景気時より収益に結びつくことを確認することがで

きた。  

よって、リスクテイクを不景気や厳しい経営環境を理由にリスクテイクを控
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えるという選択は、収益を得られる機会を逃している状況であるといえる。  

本稿は、異なるリスクテイク指標を用いてもリスクテイクは収益につながる

という新たな実証結果を示せた。また不景気時においてもリスクテイクは収益

につながることを示し、さらに、不景気時はより収益と結びつくことを示した

ことにより、今後厳しい経営環境が続くと見込まれる中であっても企業が持続

的に成長存続する方法を示した点において、重要な意義をもたらすといえる。  

今後の課題としては以下のことが考えられる。本稿では企業が存続発展する

ために研究開発費、設備投資額に投資することをリスクテイクとし、実証分析

を行った。しかし、企業の中には自社で研究開発費、設備投資額に投資する代

わりに M&A を行う企業も存在するだろう。また M&A に限らず、その他のリスク

テイク指標を用いても同様の結果が得られることを期待する。  

 今後これらの課題を考慮した企業のリスクテイクの研究が進むことが望まれ

る。 

 

6.補論  

二次分析の補論について説明していく。  

説明変数には基準年に発表した翌年の予想売上高営業利益率をおき、被説明

変数には基準年のリスクテイク指標である総資産研究開発費比率または総資産

設備投資額比率をおいて、重回帰分析を行った。この分析は、「将来収益が上が

ると見込んでいる企業ほど、リスクテイクを行っている」という仮説を棄却す

ることが目的である。  

 

推計式  

 

Y(総資産研究開発費比率 )または（総資産設備投資額比率）  

＝a 

                         +bX1(予想売上高営業利益率 ) 

             + cX2(年度ダミー ) 
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回帰分析（研究開発費）図 6-1 

 

***は 1％、**は 5％、*は 10％水準で有意である。  

 

回帰分析（研究開発費）図 6-2 

 

***は 1％、**は 5％、*は 10％水準で有意である。   

 

 

以上より、有意な結果を得ることが出来なかったため、「将来収益が上がると見

込んでいる企業ほど、リスクテイクを行っている」という仮説を棄却できた。

このことから、仮説１の結果により根拠を持たせたと言える。  
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