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要　　旨

　企業倒産の予知モデルで用いられる指標として、AltmanのZ値がある。Z値が小さければ、倒産の
危険があるとされる。財務上問題がある企業の株価は大きく変動する可能性がある。企業に関する
ニュースが事前に株価に十分に織り込まれない場合、株価の予測値は実際の値と一致しない。この
ニュースとして「将来の配当に関するニュース」と「将来の株価のリターンに関するニュース」があ
る。Eisdorferによれば、財務面で危機的状況にある企業にとっては前者が重要になる。本論文では、
この結論が日本の製造業に当てはまるかどうかを調べた。日本の非倒産企業合わせて81社を対象にし
て、連結財務諸表のデータを分析した。第１に、これらの企業の2008年３月期の配当利回り、ROE、
ROAなどの指標を求めた。Z値の大きさによって、全81社を３つのグループに分けて各グループご
とに配当利回り、ROE、ROAのデータの標準偏差と平均値の比を求めた。第２に、全81社の最近数
年間の配当の時系列データの標準偏差と平均値の比を求め、３つのグループごとに平均を求めた。Z
値が小さくなるとこれらの比は大きくなる。配当の標準偏差と平均値の比が大きいことは、財務的に
困難な状況にある日本の企業においても配当に関するニュースが重要になることを示唆し、Eisdorfer
の結論と矛盾しない。また、倒産企業の配当の時系列データのばらつきは非倒産企業のものより大き
い。さらに、中間配当を実施している非倒産企業の配当利回り、配当の時系列データの標準偏差と平
均値の比、Z値や石川・桜井の11個の指標のうちの９指標は中間配当を実施していない非倒産企業よ
りも良好な値を示し、配当データは倒産予知のための他の指標と関連性をもつ。これより、従来用い
られてきた財務指標に、配当の時系列データの標準偏差と平均値の比を組み合わせることで企業の財
務状況をより正確に判断でき、倒産を予知できる可能性が示された。
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英文要旨

Altman’s Z-score is well-known as an index for prediction of bankruptcy. With the decreasing Z-score, 
risk for bankruptcy increases. The stock price for financially distressed firms can change drastically. When  
information on firms does not spread enough in a stock market, an expected stock value is not consistent with 
an actual stock value. According to Eisdorfer, cash-flow news, i.e., news about future dividend, is important 
for financially distressed firms. In this paper, it is investigated whether Eisdorfer’s conclusion also applies to 
Japanese firms, by using financial statements (balance sheets and income statements) of individual firms. Eighty-
one firms were divided into 3 groups, according to Z-scores. First, ratios of standard deviation to mean were 
calculated on dividend yield, ROE, and ROA for each group. Second, ratios of standard deviation to mean on 
time series data of dividend were also calculated for 81 firms. Mean for each group was found. It is showed 
that ratios of standard deviation to mean on these indexes increase with the decreasing Z-score. It is implied 
that  news on dividend is important for Japanese financially distressed firms. When nine Sakurai et al.’s indexes 
improve, an index on dividend improves. It is also implied that financial condition can be judged more accurately 
by combining various indexes and time series data on dividend.
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１．まえがき

　企業倒産１）の予知の研究として、財務的アプ

ローチによるものがある。これは財務諸表の様々

な数値から指標（判別式）の値を計算し、指標

の値によって企業の倒産、非倒産を予測するも

のである（白田、1999）。その指標として最も有

名なものがAltman（1968）の用いたZ値２）であ

る。Altmanによれば、Z値が2.99より大きい場合
（Z>2.99）には、企業の倒産の恐れはなく、財務
面で健全である。1.81<Z<2.99の場合には直ちに
倒産する危険はないが、倒産を警戒する必要があ

る。Z<1.81の場合には、財務上困難に直面して
いて倒産に向かっている。

　倒産予知に用いられる指標は、Z値だけでは

ない。倒産判別の多変量判別関数モデルが盛ん

に研究されてきた（Deakin 1972; Edmister 1972; 
Blum1974; Altman et al. 1977; 戸田　1984; 後藤　
1989）。桜井・石川（1999）は、計11個の財務指

標の各々が企業倒産が近づくにつれて大きく変化

することを示した。すなわち、企業倒産を予測す

る上で、これらの財務指標を用いることができる

可能性が示唆された。

　財務上問題を抱える企業の株価は大きく変動す

る可能性がある。割引配当モデルによれば、株

価の現在価値は将来受け取る配当を現在に割り

引いたものに等しい。しかし、将来の配当を予

測するのは難しく、割引率の選択には注意が必

要である。従って、株価の予測値と将来の実際

の値には差が生じるのが一般的である。この差

を「予測できない株価のリターン３）（unexpected 
stock returns）」と呼ぶ。ある企業について、そ
の企業に関する情報が決算日より前に発表され

ると、その情報により企業の株価が上下に変化

する。株価の変動に影響を与える情報の例とし

て「将来のキャッシュフローに関するニュース

（cash-flow news）」と「将来の株価のリターンに
関するニュース（expected-return news）」を考え
るモデルが提唱された（Campbell 1991）４）。言い

換えれば、前者は「将来の配当に関するニュース」

であり、後者は「将来の割引率に関するニュース」

を意味する。これらの情報が100％決算日以前に

株価に織り込まれると、決算日の株価は予測値と

一致する。しかし、情報を100%織り込むことは
難しいので、株価の実際の値は予測値からずれる

（桜井、2003）。すなわち、投資家がこれらのニュー

スを100%事前に入手しないため、将来の株価が
予測値からずれる。Campbell（1991）が提唱した
数学モデルでは、次の量が導入された５）。

株価のリターンの予測値からのずれ：

　 )( 111, +++ −= ttttr hEhU  （1）
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すると、次式が成り立つ。

　　 1,1,1, +++ −= tertcftr NNU   （4）
　式（1）～（4）の各変数は時系列データであり、

式（1）の 1+th は t期の期末から )1( +t 期の期末

の間のリターンの自然対数をとったものであり、

式（2）の 1++ jtd は )1( ++ jt 期間中に支払われ

た配当の自然対数をとったものであり、 ∆は差
分を表す（ jtjtjt ddd +++++ −=∆ 11 ）。 )(aEi 　は

期間 iにおける変数 aの期待値を表わし、 ρ は割
引率で１よりわずかに小さい値である。式（1）

の右辺は、 t期の期末から )1( +t 期の期末にかけ

ての株価のリターンと t期の期末時点でのその期
待値（予測値）との差である。式（4）は、株価

のリターンとその予測値の差が将来のキャッシュ

フロー（配当）及びリターン（割引率）のニュー

スの差により決定されることを表わす。式（2）、

（3）は、キャッシュフロー及びリターンに関する

ニュースを数値により表現している。数値が大き

い方がニュースとしての重要性が増す、と考え

る。式（2）では将来のキャッシュフローに関す

るニュースを、 )1( +t 期以降の配当を )1( +t 期
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の期末時点に割り引いたものの )1( +t 期の期末

時点の期待値と t期の期末時点の期待値の差に等
しいと考えた。また、式（3）では将来の株価の

リターンに関するニュースを、 )2( +t 期以降の

株価のリターンを )1( +t 期の期末時点に割り引

いたものの )1( +t 期の期末時点の期待値と t期の
期末時点での期待値の差に等しいとした。式（4）

から次式が成り立つ。

),(2
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++
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（5）

ここで、変数 aの分散を )(aVar 、変数 a、bの
共分散を ),( baCov 　と表わした。式（5）によ

り株価のリターンの予測値からのずれの分散を３

つの項に分解できる。

　Eisdorfer（2007） は、Z値 に よ り 企 業 を ３
つのグループに分けて（Z<1.81、1.81<Z<2.99、
Z>2.99）、各グループごとに、式（5）に従って株
価のリターンの予測値からのずれの分散を３つの

項に分解した６）。その結果、財務上困難にある企

業（Z<1.81）では、キャッシュ・フローに関する
項 )( 1, +tcfNVar の寄与が他の２項よりもかなり大

きいことを見出した。これより財務状況の厳しく

倒産の危険がある企業では、株価のリターンに関

するニュースよりも将来のキャッシュフローに関

するニュースの方が重要になると結論した。

　本論文ではEisdorferの研究成果が日本の企業
の場合にも当てはまるか否かを調べるために、日

本の企業の連結財務諸表（連結貸借対照表、連結

損益計算書、2008年３月期）より、各企業のZ値
や桜井・石川（1999）の用いた11個の財務指標を

求めた。また、これに加えて2008年３月期の配当

利回りや過去数年間の配当の時系列データを求め

た。本論文では、まずいくつかの指標の間の関

連性を調べるために、指標間の相関係数を求め

た。次に、配当利回りや配当の時系列データ、及

びROE、ROAなどの指標が、Z値の３つの領域
（Z<1.81、1.81<Z<2.99、Z>2.99）ごとにどのくら
いのばらつき（標準偏差）を生じるかを調べた。

配当はキャッシュフローと関係の深い量であり、

一方、ROE、ROAは株価のリターンと関係の深
い量である。配当利回り、ROEはEisdorferが行っ
た分析でも利用された。各指標の標準偏差と平均

値の比が大きい方が各指標の時系列データに変動

が生じる可能性も高く、キャッシュフローやリ

ターンに関するニュース性が強まると仮定した。

また、配当データを企業倒産の予知のための財務

指標として用いることの妥当性を明らかにするた

めに、非倒産企業の配当データを倒産企業のもの

と比較した。さらに、配当データとZ値や桜井・

石川（1999）の用いた11個の財務指標の関連性を

論じた。

２．データ

　本論文で分析の対象としたのは自動車製造企業

（自動車完成メーカー及び部品メーカー）39社と

電機・電気機器製造企業42社、計81社である。自

動車製造、電機・電気機器製造の業界は日本を代

表する製造業であるので選んだ。なお、これら非

倒産企業との比較を行うために、2005年５月から

2008年９月までに上場廃止を行った企業（全業

種）の中から20社を選び、データを得た（東洋経

済新報社、2008）。上場廃止の理由は民事再生法

申請、会社更生法申請、自己破産のいずれかであ

る。

　金融庁がインターネット上に公開している有価

証券報告書７）を用いて、分析用のサンプルを無

作為に選んだ。各企業の最新の有価証券報告書

（多くの場合、2008年６月に発表したもの）から

各種財務指標を計算した。まず、Z値は次式によ

り求めた（Eisdorfer 2007）。

　
54

321

00999.0006.0
033.0014.0012.0

XX
XXXZ

++
++=

（6）

ここで、

　　 3211 /)( bbbX −= 　　　　　　（7）

1b 、 2b 、 3b はそれぞれ流動資産、流動負債、総
資産である。次に、
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　　 342 / bbX = 　　　　　　　　 （8）

が成り立つ。 4b は利益剰余金である。次に、

　　 353 / bbX = 　　　　　　　　 （9）

が成り立つ。 5b は税金等調整前純利益に支払利
息を加えたものである。次に、

　　 764 / bbX = 　　　　　　　　 （10）
が成り立つ。 6b 、 7b はそれぞれ株式時価総額、
負債合計である。株式時価総額は東洋経済新報社

（2008）のデータを用いた。次に、

　　 385 / bbX = 　　　　　　　　 （11）
が成り立つ。 8b は売上高である。
　次に、配当利回りは )/(2 11109 bbb +  によって
求めた。ここで、 9b は2007年度（2007年４月１
日から2008年３月31日まで）の１株当たりの年間

配当金（中間配当がある場合は中間配当と期末

配当の和）であり、 10b  、 11b  はそれぞれ2008年
３月の株価の最高値と最低値である。以下のよ

うに、桜井・石川（1999）の11個の指標を求め

た。流動比率は流動資産 1b と流動負債 2b の比率

21 / bb である。当座比率は当座資産 12b と流動負
債 2b の比 212 / bb である。ここで、当座資産 12b  
は流動資産のうちの現金・預金、受取手形、売掛

金、有価証券の和である。負債比率は負債合計

7b と自己資本 13b の比 137 / bb である。固定長期

適合率は固定資産（総資産－流動資産： 13 bb − ）

と自己資本、少数株主持分、固定負債の和 14b の
比 1413 /)( bbb − である。自己資本比率は自己資本

13b と総資産 3b の比 313 / bb である。固定比率は固

定資産 )( 13 bb − と自己資本 13b の比 1313 /)( bbb −
である。インタレスト・カバレッジ・レシオは事業

利益 15b （営業利益、受取利息、配当金、持分法
利益の和）と支払利息 16b の比 1615 / bb である８）。

また、経常利益 17b と総資産 3b の比 317 / bb を求め

た。さらに、純利益（支払利息や税金を控除した

もの） 18b と総資産 3b の比 318 / bb を求めた。ROA
は事業利益 15b 、期首（2007年３月31日）の総資
産 19b と期末（2008年３月31日）の総資産 3b を用
いて、 )/(2 19315 bbb + によって求めた９）。ROE

は純利益 18b と期首の自己資本 20b と期末の自己

資本 13b を用いて、 )/(2 201318 bbb + によって求

めた９）。

　次に、各企業の配当の時系列データを得た（東

洋経済新報社 2008）。中間配当がなく期末配当の

みを実施している非倒産企業（26社）について

2008年３月まで３～６期（１期：１年）にわた

るデータを用いた。期末配当のみを実施していた

倒産企業（15社）については、倒産までの５～７

期のデータを用いた。一方で、中間配当と期末配

当を実施している非倒産企業（49社）については、

2008年３月までの３～５期にわたるデータ（１

期：半年）を用いた。中間配当、期末配当を実施

した倒産企業（５社）については、倒産までの

５～７期のデータを用いた。中間配当を実施した

年と実施しない年がある企業については、中間配

当を実施した年の期末配当に中間配当を加えて通

年の配当として、分析に用いた。 tn 期にわたる
配当の時系列データ )1(, tti ntx ≤≤ の平均値 tix ,

と標準偏差 ti,σ を次のように求めた。すなわち、

　　 ∑
=

−=
tn

i
titi

t
ti xx

n 1

2
,,, )(1σ 　　（12）

であり、ここで tix , は平均であり、

　　 ∑
=

=
tn

i
ti

t
ti x

n
x

1
,,

1
　　　（13）

と書ける。

３．結　　果

　６つの指標（Z値、配当利回り、ROE、ROA、
配当の時系列データの標準偏差と平均値の比

titi x ,, /σ 、流動比率10））の相互の間の相関係数を

表1に示した。ROA、ROEはそれぞれ分子に事
業利益、純利益を用いる。また、Z値を求める際

に必要な 3X の値は分子に利子・税金の控除前利

益を用いる。これら３種類の利益は損益計算書に

おいて、各項目を加減することによりお互いから
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導出できる。従って、ROA、ROE、Z値には正

の相関関係が存在することが予想される。表１よ

り自動車製造の企業、電機・電気機器製造の企業

ともに、これらの３つの指標の間の相関係数は

0.2 ～ 0.7であり他の場合より高い値を示す。ま
た、Z値を求める際に計算する 1X の値や流動比

率は流動資産が増えればともに増え、流動負債が

増えればともに減る。従って、流動比率とZ値の

間に正の相関関係が存在することが予想される。

実際、表１より両者の相関係数は0.2 ～ 0.5であ
り、他の場合より高い。

　財務状況が悪化すると、配当の時系列データの

標準偏差と平均値の比 titi x ,, /σ は高くなり、配当

利回りは低下すると予想される。実際、表１より

両者の間の相関係数は負になっている。一方、表

１の指標のうち、Z値、ROA、ROEは財務状況
の悪化とともに低下すると考えられる。従って、

これらZ値、ROA、ROEと配当の時系列データ
の標準偏差と平均値の比 titi x ,, /σ の間には負の相

関関係が存在すると予想される。実際、表１のこ

れらの指標間の相関係数は負か小さな正の値を示

し、予想と異ならない。また、流動比率は財務状

況が悪化すると低下すると考えられる。流動比率

とZ値、配当利回り、ROA、ROEの間には正の
相関関係があることが予想される。表１では、流

動比率とZ値の間の相関係数は正になっている

が、配当利回り、ROA、ROEと流動比率の間の

相関係数は負、あるいは非常に小さい正の値であ

り、予想と異なる。最後に、流動比率と配当の時

系列データの標準偏差と平均値の比 titi x ,, /σ の間

には負の相関関係があると予想されるが、表1で

はこれらの指標の間の相関係数は正になっていて

予想と異なる。つまり、流動比率と他の指標の相

関係数は予想と異なっている。

　自動車製造及び電機・電気機器製造のそれぞれ

の場合について、各指標の平均値と標準偏差を求

めた（表２）。２つの業種の間の各指標の平均値

の差が有意であるか否かをウェルチの検定（両側

検定）により調べた（東京大学教養学部統計学教

室 1991）。表２に２標本 t統計量（t値）と５パー
セント点の値（括弧内）を示した。その結果、５

%の有意水準でZ値と配当利回りの平均値の差異

は有意でないが、他の４つの指標の差異は有意で

あると分かった。しかし、データ数が十分でない

ため、差異が有意であるかどうかは結論できない

と考え、以下の議論では２つの業種のデータを一

緒にして論じる。

　Z値の３つの領域（Z<1.81, 1.81<Z<2.99, Z>2.99）
それぞれで、自動車製造及び電機・電気機器製造

の企業のデータを一緒にして、各指標（配当利

回り、またはROE、またはROA）の平均値、標
準偏差を求めた。Z値が1.81より小さい（Z<1.81）
企業数を )17(1 =n とする。Z<1.81を満たす企業
の各指標の値を )1( 1niyi ≤≤ とし、各指標の
Z<1.81の領域での平均値を 1y とする。すなわち、

ROE ROA

Z 0.018
0.0005

0.366
0.258

0.497
0.240

0.364
0.235

0.186
0.540

0.032
0.285

0.014
0.329

0.155
0.564

0.059
0.280

ROE 0.703
0.425

0.073
0.424

0.152
0.079

ROA 0.033
0.558

0.051
0.621

0.069
0.316

1

tixti ,/,

tixti ,/,

表１　各指標間の相関係数
（上下の数値はそれぞれ自動車製造、及び電機・電気機
器製造の企業を対象にしたもの。）

t 5

Z 2.49(0.80) 2.55(1.83) 0.191(2.00)

0.019(0.011) 0.016(0.012) 1.21(2.00)

ROE 0.099(0.091) 0.019(0.32) 2.30(2.02)

ROA 0.071(0.033) 0.043(0.057) 2.70(2.00)

/
0.19(0.19) 0.36(0.46) 2.06(2.02)

1.20(0.38) 3.44(6.92) 2.07(2.02)

2

titi x ,, /

表２　業種別の各指標の平均値と標準偏差
（括弧内が標準偏差）
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　 ∑
=

=
1

11
1

1 n

i
iy

n
y 　　　（14）

Z<1.81の条件を満たす企業の各指標の（不偏分散
から求めた）標準偏差 1s は次式で与えられる。

　 ∑
=

−
−

=
1

1

2
1

1
1 )(

1
1 n

i
i yy

n
s 　　　（15）

　同様にして、1.81<Z<2.99、及びZ>2.99の領域
での各指標の平均値 2y 、 3y と標準偏差 2s 、 3s
を求めることができる。Z値の３つの領域におい

て、３つの指標（配当利回り、ROA、ROE）に
対する値 )3,2,1(/ =iys ii を図１に示した。Z値

が大きくなると ii ys / の値が小さくなる。Z<1.81

の領域における値 2
1

2
1 / ys と1.81<Z<2.99におけ

る値 2
2

2
2 / ys の間に有意な差があるか否かを

調べるためにF検定（片側検定）を行った（表

３）。これは２つの正規母集団の母分散の比を

検定するものである（東京大学教養学部統計

学教室 1991）。不偏分散 2
1s 、

2
2s を用いて、F

統計量
2

1
2

2
2

2
2

1
2

2
2

1 /),( ysysssF = は自由度

)1,1( 21 −− nn のF分布に従うと考えた（ 2n

（=47）は1.81<Z<2.99におけるサンプル数）。３つ
の指標（配当利回り、ROA、ROE）について、
これらのF統計量の値は５パーセント点より大き

く、
2

1
2

1 / ys と
2

2
2

2 / ys の差は有意である。同

様に、1.81<Z<2.99とZ>2.99の領域におけるROA、
ROE、配当利回りの値

2
2

2
2 / ys と

2
3

2
3 / ys に有

意な差があるか調べた（ )17(3 =n はZ>2.99にお
けるサンプル数）。その結果、ROEについては差
は有意であったが、配当利回りとROAについて
は差は有意でなかった。これらのことから、配

当利回りと収益性の指標であるROA、ROEは
Z<1.81の領域でそのばらつきが大きくなることが
確認された。Z<1.81の条件を満たす企業の中には、
Z>2.99の条件を満たす企業と同様に、高い配当利
回りを示したり、ROE、ROAが正の値を示すと
ころもある。一方で、無配であったり、ROEや
ROAが負の値を示す企業も含まれている。これ
がZ<1.81の領域で各指標の標準偏差が大きい理
由と思われる。Z<1.81の条件下の企業は財務面で
困難を抱えていて、倒産の危険がある企業が多い

ことと矛盾しない。

　次に、配当の時系列データの標準偏差 ti,σ と

平均値 tix , の比 titi x ,, /σ とZ値の関係を図２に

示した。 0, =tix の場合は時系列データが全て
)1,0(0 , tti ntx ≤≤= の場合になる。この場合に

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

ROE

ROA

1 Z /

Z<1.81       1.81<Z<2.99 Z>2.99

図１　Z値と標準偏差／平均値

3.41(1.89) 0.86(2.15)

ROE 10.3(1.89) 2.97(2.15)

ROA 86.5(1.89) 0.74(2.15)

2
1

2
2

2
2

2
1 / ysys 2

2
2

3
2

3
2

2 / ysys

2
3

2
2

2
1 sss

表３　�各指標のF統計量（括弧内は５パーセ
ント点）（s12、s22、s32はそれぞれZ<1.81、
1.81<Z<2.99、Z>2.99の領域における各指標
の不偏分散）

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Z
2 Z /図２　Z値と配当の時系列データの標準偏差／平均値
（□自動車、◇電機・電気機器）
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対応するデータは図２から省いた。図２から、Z

値が小さい方が配当の時系列データの標準偏差

と平均値の比 titi x ,, /σ のばらつきは大きい。Z値

が３より小さい領域（Z<3）で titi x ,, /σ が0.4よ
り大きい企業が14見られるが、Z値が３より大

きい領域（Z>3）では titi x ,, /σ が0.4より大きい
企業は見られない。一方で、 0/ ,, =titi xσ （配

当が時系列的に同じ）の企業についても、Z>3を
満たす企業は１社であり、Z<3を満たす企業は10
社である。さらに、Z値の３つの領域（Z<1.81, 
1.81<Z<2.99, Z>2.99）における titi x ,, /σ の平均値

を求め、表４に示した。Z値が大きくなるととも

に、配当の時系列データの titi x ,, /σ 比の平均値

の値が小さくなっていることが分かる。Z<1.81、
1.81<Z<2.99の各領域における配当の時系列デー
タの titi x ,, /σ 比の平均値の差が有意であるか調べ

るために、ウェルチの検定（片側検定）を行っ

た（表４）。同様に、1.81<Z<2.99とZ>2.99の領域
における titi x ,, /σ 比の平均値の差が有意である

かどうかをウェルチの検定により調べた。その

結果、Z<1.81と1.81<Z<2.99の差は有意でなかっ
た（t=0.67）が、1.81<Z<2.99とZ>2.99の差は有意
であった（t=2.31）。これらのことから、おおま

かな傾向としてZ値が小さい領域で配当の時系列

データの標準偏差と平均値の比 titi x ,, /σ の平均値

が有意に大きくなる。

　倒産企業のZ値と配当の時系列データの標準

偏差と平均値の比 titi x ,, /σ の関係を図３に示し

た。AltmanによればZ<2.675であれば企業は倒
産する。図３にはZ=2.675の直線を点線で示し
た。Altmanの基準は、図３の全16社11）のデー

タのうち、14社について倒産を正しく予測して

おり（88%）、モデルが作られた当時の高い判別
率（96%、白田 1999）には及ばないものの、現
在でも高い判別力を持つことが分かる。一方で、
Z>2.675となり、正しく倒産を予測できなかった
企業が２社ある。図３より、この２社の titi x ,, /σ
比（0.57及び1.00）は非倒産企業の平均（0.27）
より高い。従って、Z値と titi x ,, /σ 比を組み合わ

せることにより、より精度の高い倒産予知が可能

になることが示唆される。

　また、表５には中間配当を行っている場合と

行っていない場合それぞれについて、倒産企業と

非倒産企業の配当の時系列データの titi x ,, /σ 比の

平均値と標準偏差を示した。中間配当を実施し

ている場合及び実施していない場合それぞれに

ついて、倒産企業の titi x ,, /σ 比は非倒産企業の

titi x ,, /σ 比よりも大きくなっている。有意水準５

%のウェルチの検定（片側検定）によって、その
差は有意であった。前段落で述べたことと合わせ

て、配当の時系列データを倒産予知の指標として

利用できる可能性が示唆された。

　中間配当を実施している非倒産企業（全49社）

と中間配当を実施していない非倒産企業（全26

社）の間で各種指標の平均値と標準偏差を求めた

（表６）。指標としてZ値と配当利回り、配当の時

/

3 Z /図３　�倒産企業のZ値と配当の時系列データの標
準偏差／平均値

t 5

Z<1.81 13 0.38(0.39)

1.81<Z<2.99 46 0.29(0.41) 0.67(1.73)

Z>2.99 16 0.14(0.071) 2.31(1.67)

4
/ Ztixti ,/,

tixti ,/,

表４　�非倒産企業の配当の時系列データの標準偏
差／平均値σi,t /x- i,tのZ値に対する依存度

t 5

49 0.13(0.11)

5 0.40(0.20) 2.70(2.13)

26 0.54(0.51)

15 0.89(0.54) 2.00(1.70)

5
/

tixti ,/,

tixti ,/,

表５　�非倒産企業と倒産企業の配当の時系列データ
の標準偏差／平均値σi,t /x- i,t
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系列データの標準偏差と平均値の比（ titi x ,, /σ ）、

及び桜井・石川（1999）が用いた倒産判別のため

の11個の指標、合わせて14個を用いた。中間配当

を行っている企業の方が財務状況が良く、財務指

標の値が良好であることが予想される。流動比率

と当座比率を除く12個の指標については、予想通

りの結果を得た。中間配当を行っている場合と

行っていない場合について14指標それぞれの値の

差異が有意であるか否かを調べるために、ウェル

チの検定（片側検定）を行った。表６より、流

動比率と当座比率の t値は負となり、固定長期適
合率の t値は0.20とかなり小さい。しかし、これ
ら３指標を除く11指標の t値は１より大きく、５
パーセント点（1.7）を超えるものも多い（図４）。
　表６の指標のうち、インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ、経常利益 /総資産、純利益 /総資産、
ROA、ROEは、各種利益を分子にして計算して

いる。従って、これらの５指標は正の相関を持つ

と期待される。実際、表６よりこれらの５指標の

値は中間配当がある場合の方が中間配当のない場

合よりも高く、その差は有意で予想と一致する。

同様に、当座資産は流動資産の一部である。従っ

て、流動比率と当座比率は正の相関を持つことが

予想される。実際に、これらの比はともに中間配

当を実施している企業で低くなっている。また、

負債比率、自己資本比率、固定比率、固定長期適

合率のうち、自己資本比率は自己資本を分子に用

いているが、残りの３つの指標は自己資本を分母

に算入している。従って、負債比率、固定比率、

固定長期適合率の３指標は正の相関を持ち、自己

資本比率はこれら３指標と負の相関を持つことが

予想される。実際、表６から負債比率、固定比率、

固定長期適合率の値は、中間配当を行っていない

企業で高く、自己資本比率は中間配当を実施して

いる企業で大きく、予想と一致する。一方で、表

６より配当データ（配当利回り、及び配当の時系

列データの標準偏差と平均値の比 titi x ,, /σ ）は流

動比率と当座比率を除く他の10個の財務指標が良

好な場合に良好な値を示し、悪化した場合に悪化

した値を示す。このことから、企業の財務状況を

論じる上で、配当データをZ値や桜井・石川の指

標など他の指標と合わせて用いることの妥当性が

示された。ただし、流動比率と当座比率について

は、配当データを含む他の指標と一緒に論じるこ

とに問題があることが分かった。

　最後に、桜井・石川（1999）の用いた11個の財

務指標と配当データとの関連性を以下のように確

認した。11個の財務指標の取る値によって全81社

を２つのグループに分けた。各財務指標の値が小

さい順に40社、各財務指標の値の大きい残りの41

社の２つに分けた。流動比率と当座比率と固定長

期適合比率の場合を除く８個の財務指標につい

て、良好な値を示すグループの方が、配当の時系

列データの標準偏差と平均値の比 titi x ,, /σ も小さ

い（良好な値を示す）。これは図４、表６から得

られるのと同様の結果である。

t 5%

0.13(0.11) 0.54(0.51) 3.88(1.71)

0.021(0.010) 0.013(0.012) 3.13(1.67)

Z 2.74(0.85) 2.18(1.97) 1.50(1.68)

1.59(0.73) 3.56(7.94) 1.38(1.70)

1.01(0.57) 2.11(5.92) 1.03(1.70)

1.43(0.89) 6.59(21.2) 1.36(1.70)

0.46(0.15) 0.34(0.20) 2.94(1.67)

1.18(0.58) 3.15(7.76) 1.41(1.70)

0.79(0.26) 0.80(0.31) 0.20(1.67)

88.0(195.4) 9.2(37.2) 2.67(1.67)

/ 0.062(0.035) 0.021(0.069) 3.04(1.68)

/ 0.032(0.028) 0.0037(0.076) 2.50(1.68)

ROA 0.072(0.029) 0.034(0.062) 3.26(1.68)

ROE 0.080(0.060) 0.028(0.37) 1.62(1.70)

6

tixti ,/,

表６　各指標の平均値と標準偏差（括弧内が標準偏差）

4 t 5図４　各指標の t値と５パーセント点の比
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４．考　　察

　表１よりいくつかの指標の間の相関係数に関し

ては、予想通りの正または負の相関が見られた。

しかし、流動比率と他の指標の間には予想と逆の

相関が見られた。また、図４及び表６から流動比

率や当座比率と他の指標の間には予想と逆の相関

が見られた。このことから、企業倒産の予知のた

めに流動比率や当座比率を他の指標と一緒にして

論じる際には注意が必要なことが分かった。

　３つのZ値の領域によって各指標の標準偏差
)3,2,1( =iiσ と平均値 )3,2,1( =iyi の比を求め

て議論した。2008年３月期の製造業企業の配当

利回りについて見ると、Z値の小さいときに、標

準偏差と平均値の比 )3,2,1(/ =iyiiσ は大きく

なる（図１）。また、Z値が小さい方が配当の時

系列データの標準偏差 ti,σ と平均値 tix , との比

titi x ,, /σ は大きくなる。すなわち、財務状況が厳

しくZ値が小さい企業において配当のばらつきが
大きくなるのは、配当の時系列データ及び2008年

３月期の配当利回りについて成り立つ。これは、

投資家にとってキャッシュ・フロー（配当）の

ニュースが重要になることを示唆する。従って、

Eisdorferの導いた、財務的に問題を抱える企業で
はキャッシュ・フローのニュースが重要になると

いう結論と矛盾しない。

　図３、図４は、企業の財務状況の良し悪しを判

別する指標として、Z値や各種財務指標に加えて

配当データの標準偏差と平均値の比を組み合わせ

て用いることができる可能性を示唆している。桜

井・石川（1999）の分析では、配当などキャッ

シュフローに関する指標は用いられなかった。本

論文では、彼らの用いた指標に加えて配当データ

を用いて倒産の危険のある企業の財務状況を議論

できることを示したのが新しい点である。

５．む す び

　本論文では、AltmanのZ値が小さくなると配

当データのばらつきが大きくなることを日本の企

業について示した。これはEisdorferが導いた結
論と矛盾しない。また、倒産企業のうちZ値によ
り正しく予知ができなかった企業２社の titi x ,, /σ
比は非倒産企業の平均値より大きい。さらに、中

間配当を行っている場合、及び行っていない場合

それぞれについて、倒産企業の配当の時系列デー

タの標準偏差と平均値の比 titi x ,, /σ は非倒産企業

より有意に高かった。最後に、配当の時系列デー

タの標準偏差と平均値の比はZ値や桜井・石川

（1999）の財務指標と関連がある。これらの財務

指標が良好な値を示す場合には、おおむね配当の

時系列データの標準偏差と平均値の比が小さくな

る。これらのことから、企業倒産を予測する上で、

配当の時系列データの標準偏差と平均値の比を、

他の財務指標を補完する新たな財務指標として用

いることができる可能性が示唆された。

　配当データと各指標の相関係数を論じるために

は、本研究のデータ数は十分でない。今後はサン

プル数を増やして、相関係数についての議論など

を行いたい。
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（注）

１） 企業倒産（bankruptcy）とは、経営実務上は「支払手
形の決済ができずに不渡りとなり、銀行から取引停止
処分という経済的制裁を受けたり、会社再生など法的
整理手続や私的整理手続に入ること」を指す。ただし、
国内・海外の研究者による企業倒産の定義は必ずしも
一致しておらず、違いが存在する（白田、1999）。
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２） ５つの財務指標から求めたZ値が2.675より小さい企業
は倒産するものと予測される。このモデルは倒産した
会社25社のうち、24社を倒産するものとして正しく予
測できていた。その後、多くの研究者がこのモデルを
基礎にして倒産予測の研究を行ってきた。

３） リターンは、[配当＋期末の株価－期首の株価 ]/[期首
の株価 ]と表わせる。

４） Campbell（1991）は、株価は主に「将来の株価のリター
ンに関するニュース」によって変動すると主張した。
Campbell and Ammer（1993）も同様の結論を導いた。
一方で、Vuolteenaho（2002）は、一企業のレベルでは
「キャッシュフローに関するニュース」が株価の変動
を支配することを見出した。その他に、Priestley（2001）、
Lamont and Polk（2001）、Campbell and Vuolteenaho
（2004）らがこの問題を論じている。

５） 式（1）～（4）の導出の詳細はCampbell and Shiller（1989）
及びCampbell（1991）に述べられている。

６） vector autoregressive （VAR） systemと呼ばれる数学モデ
ルが用いられている。

７） 証券市場の一般投資家を保護するために、企業の財務
データは開示されている。インターネット上で有価証
券報告書を開示するシステムをEDINET 

 （http://info.edinet-fsa.go.jp/）という。ここでは、2007
年度（2007年４月１日～ 2008年３月31日）の財務数値
を利用した。

８） 桜井（2003）の示した式によれば、分母は支払利息・
社債利息等となっているが、ここでは、連結損益計算
書の支払利息の値のみを用いた。

９） 桜井（2003）の示した式に基づいて求めた。
10） 流動比率は短期的な債務返済能力を表わす指標であ
る。流動比率は高い方が望ましく、２以上あれば理想
的と言われる。しかし、流動比率の上場企業（全業種）
の平均値は1.2強くらい、製造業企業の平均値は1.7く
らいであるので、２はやや高い目標である

 （http://www.jusnet.co.jp/business/kessan41.html）。
11） 配当の時系列データの標準偏差と平均値の比を求めた
倒産企業20社のうち、16社についてZ値を算出できた。
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