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研究成果の概要（和文）：金融環境が企業ダイナミクスに与える効果を分析した結果、金融市場の寡占化は、情
報の非対称性が高い産業で開廃業を低下させるが、その効果は、ゾンビ企業が多い産業で小さくなることが判明
した。公的資金による流動性供給は、市場の寡占化の負の影響を相殺することも分かった。次に、成長期にある
企業の銀行関係が、企業の内部資金の蓄積に与える影響について分析した。分析から、長期的排他的銀行関係を
持つ企業では、現金保有比率が低く資金制約が緩和されるが、小規模企業では、メインバンク依存度が高いほど
現金保有比率が高く、ホールドアップ問題が示唆された。これらの結果は、企業ダイナミクスが金融環境に影響
されることを示唆する。

研究成果の概要（英文）：We first investigate the effect of bank concentration and misallocation of 
credit on firm start-up and exit. We find that bank concentration negatively affects start-up and 
exit rates in informational opaque industries. We also find the effect of bank concentration on 
start-up and exit rates is weakened by the presence of financially unhealthy firms. Firm entry in 
informational opaque industries is encouraged in a market where government capital injected banks 
operate, offsetting the negative effects of bank concentration. 
 Next, we investigate how firm-bank relationships affect corporate cash-holdings. We find that 
emerging firms (smaller firms) with concentrated bank loan structures and long-term main bank 
relationships hold lower (higher) level of cash. Our findings suggest that concentrated bank 
relationships affect cash holdings driven by precautionary motives, but such relationships entail 
hold-up problems among smaller firms without alternative sources of liquidity.

研究分野： 金融論、企業金融

キーワード： 企業ダイナミクス　企業金融　情報の非対称性　資金制約　企業・銀行間関係　銀行間競争　銀行の資
金再配分機能
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１． 研究開始当初の背景 
 

企業の創出と成長は、経済成長の要である。
日本の開業率は、過去 10年でみると、5％台
で、欧米に比較しかなり低い状態にある。企
業創出、成長、退出等の企業ダイナミクスは、
産業組織要因のみならず、金融環境にも影響
されることが近年指摘されている。   
創業期には当該企業に関する公開情報が

少なく、企業は資金制約に陥りやすい。他方、
銀行によるモニタリングは、企業の資金制約
を緩和することはよく知られている。良質な
企業であれば継続融資を通じて、市場での名
声の獲得や市場からの資金調達が可能にな
り、成長による内部留保の蓄積を通じて外部
資金依存度が低くなると予想される。他方、
質の悪い企業は資金制約に陥ったまま、市場
から退出することが予想される。 
資金制約と企業ダイナミクスに関する実

証研究は、大きく二通りに分類される。第一
は、企業の全数調査データによる企業規模分
布の分析で、金融制約の有無により規模分布
の変化に違いが見られるかを検証するもの
である。第二は、企業のパフォーマンスと資
金制約指標や銀行関係の相関を見るもので
ある。これらの分析は、資金制約を外生扱い
にしており、企業成長による内部留保の蓄積
を通じた資金制約の緩和と金融契約の変化
が、企業ダイナミクスに与える影響を勘案し
ていない。 
 
２． 研究の目的 

 
本研究の目的は、企業をとりまく金融環境

が開業、成長、退出等の企業ダイナミクスに
与える影響について、実証的に解明すること
にある。先行研究の多くは、資金制約が金融
契約に影響を受けるという内生性の問題を
考慮しておらず、企業の実像とは乖離がある。     
本研究では資金制約を内生化し、金融契約

の選択と企業ダイナミクスの同時決定問題
を考察することにより、成長企業と退出企業
が存在する理由を金融側面から解明するこ
とを目指す。 
そのため、具体的には以下の３つの課題に

取り組む。 
まず、金融環境の初期条件が、開業や廃業

に与える効果を検証する。金融環境要因とし
ては、金融市場の競争条件の他、金融機関の
資金配分機能や、公的資金供給の影響を考慮
する。次に、成長段階にある企業の銀行関係
と企業の資金制約の問題について、資産サイ
ドからの分析を行う。すなわち、成長期にあ
る企業の銀行関係が、企業の内部資金の蓄積
にどのような影響をもたらすか、企業の現金
保有行動に着目して分析を行う。最後に、成
熟企業の大型の設備投資時の資金調達とそ
のタイミングが企業の資本構成に与える効
果について、考察する。 

 

３． 研究の方法 
研究の方法は、次の３つである。 
 
(1) 金融機関の集中度と資金再分配機能が、

開廃業に与える効果の分析 
 
 リレーションシップ・バンキングに関する
理論研究によれば、金融市場の集中度が開廃
業に与える影響は、正と負の双方があり得る。 
銀行関係が集中しているほど、リレーション
シップ・バンキングが形成されやすい（にく
い）場合は、市場の寡占化は、情報の非対称
性が高い産業で開業に正（負）の効果をもた
らすと予想される。 
他方、銀行との緊密な関係は、企業の予算

制約をソフト化する問題を引き起こす。特に、
1997－98 年の金融危機以降、不良債権化を恐
れた銀行による退出が望ましい企業への追
い貸し行動は、ゾンビ企業を生み、新規参入
を抑制すると考えられる。 
 また、金融機関への公的資金援助は、流動
性供給の増大を通じて、開業に正の効果をも
たらすことが予想される。 
 本研究では、Rajan and Zingales (1998)
のモデルを踏襲し、内生性を考慮した分析を
行う。 
 
(2) 成長企業の現金保有行動と銀行関係に関

する分析 
 
 企業は、将来の設備投資需要に備え、現金
を保有する（予備的動機）。先行研究からは、
資金制約にある企業ほど、現金保有比率が高
いという結果を得ている。他方、金融仲介理
論によれば、緊密な銀行関係は、企業の資金
制約を緩和し、現金保有比率にも影響を与え
ることが予想される。緊密な銀行関係と企業
の資金制約の問題については、負債サイドの
分析が多いが、資産サイドに着目した研究は、
それほど多くない。 
本研究では、銀行関係と企業の資金制約の

関係について、現金保有行動を見ることによ
り検証する。 
 具体的には、以下の仮説を検証する。 
仮説 1：排他的、長期的銀行関係は、企業の
資金制約を緩和し、企業の現金保有比率を低
下させる。 
仮説 2：小規模企業では、銀行関係が集中し
ている場合、資金制約は緩和されるが、ホー
ルドアップ問題により、現金保有比率は高く
なる。 
 分析対象は、投資機会はあるが、資金制約
に陥りやすいと考えられる成長期の新興企
業である。 
分析に際し、企業の個別金融機関からの借

入金情報を用いて、銀行関係の変遷データを
作成する。具体的には、銀行関係の集中度を
表す指標として、ハーフィンダール指数、メ
インバンク借入依存度、取引金融機関数、取
引関係の長さを表す指標として、メインバン



クとの取引年数、メインバンク変更ダミー変
数を作成した。さらにこれらのデータを企業
の財務データとマッチングさせたデータベ
ースを構築した。 
 企業の銀行関係の内生性の問題を考慮し、
企業固定効果モデルを採用し、さらに、操作
変数法を用いた分析や、金融危機を利用した
分析を行う。 
 
(3) 成熟期にある企業の資本構成の調整と設

備投資のタイミングに関する分析 
 
 企業は、資金調達に関わる取引費用と資本
構成の調整費用を考慮し、大型の設備投資需
要があるときに、資本構成を調整すると予想
される。よって、資本構成の調整は、連続で
はなく、不連続であることが予想されるが、
先行研究では、部分調整モデルによる連続的
な調整を想定した分析が行われている。 
 本研究では、大型の設備投資行動として、
投資スパイクに着目する。用いるデータは、
1978-2008 年度の上場企業の財務データであ
る。 
資本構成の調整手段として、負債発行や株
式発行に着目し、プロビット分析を行う。ま
た、投資スパイクの効果が、企業の資金制約
や成長機会等の企業属性によっても異なる
か、分析を行う。 
 
 
４． 研究成果 

 
（1） 金融機関の集中度と資金再分配機能

が、開廃業に与える効果の分析 
 

 地域金融市場の寡占化は、情報の非対称性
が高い産業で開廃業を低下させるという結
果を得た。さらに、これら金融市場の競争要
因が開廃業に及ぼす効果は、ゾンビ企業が多
いと考えられる産業では、小さくなることが
判明した。また、公的資金の注入を受けた金
融機関がある市場では、金融市場の寡占化の
負の影響が相殺され、開業率が高くなるとい
う結果を得た。ゾンビ企業の存在は、寡占市
場で廃業を抑制するという結果も得られた。 
これらの結果は、金融市場の競争条件以外

に、不良債権化を恐れた金融機関の追い貸し
行動や、公的資金注入による流動性供給の増
大が、開業に少なからず影響を与えることを
意味する。金融機関が、誕生が望ましい企業
への資金供与を行わず、退出が望ましい企業
への資金供与を行い、ゾンビ企業を発生させ
た問題は、開業率の低迷を通じて健全な経済
成長に負の影響をもたらすことが示唆され
る。他方、金融危機後の政府による大規模な
公的資金注入は、一定の効果を奏したと評価
できよう。 
初期の金融環境が企業ダイナミクスに与

える影響が大きいことから、金融市場の歪み
を調整するような、資金配分のあり方が模索

される。 
 

（2） 成長企業の現金保有行動と銀行関係
に関する分析 
 

 新興企業では銀行取引関係の集中度が高
く、メインバンク関係が長いほど、現金保有
比率が低下し、資金制約が緩和されることが
発見された。他方、小規模の企業では、メイ
ンバンク依存度が高いほど、現金保有比率が
高い一方で、資金制約が緩和されていた。こ
うした銀行関係の効果は、社債市場へのアク
セスがある企業では見られなかったことか
ら、小規模企業では、ホールドアップ問題が
起こっていることが示唆された。 
 これらの結果は、内生性の問題を考慮して
も変わらなかった。また、2008 年の世界金融
危機時にも、銀行関係の効果は、平常時と変
わらなかった。 
本分析から、成長期にある企業では、排他

的長期的な銀行関係が企業の資金制約を緩
和することが、資産サイドからも確認された。
内部資金の蓄積を通じた成長経路以外にも、
銀行関係の構築維持が、成長期には依然重要
であることが示唆される。 
他方、特定の金融機関との排他的取引関係

は、機会費用が高い現金保有を高めることか
ら、成長の阻害要因にもなりうることが示唆
される。 
社債市場へのアクセスがある企業では、銀

行関係の効果は企業の現金保有行動に有意
な影響を与えなかったことから、ホールドア
ップ問題の回避策として、他の資金調達手段
の獲得が重要であることが示唆された。 
 
（3） 成熟期にある企業の資本構成の調整

と設備投資のタイミングに関する分
析 

 
 分析から、企業は大型の設備投資を行う際、
株式発行よりも負債による調達を行なって
いることが発見された。こうした投資スパイ
クの効果は、負債比率が過少である場合のほ
うが、過剰である場合よりも大きく、過少債
務にある企業では、投資スパイク時に資本構
成の調整が行われやすいことがわかった。他
方、過剰債務時に投資スパイクがあった場合、
企業の資本構成は、最適資本構成よりさらに
乖離することも判明した。 
さらに、資金制約に陥っている企業では、
そうでない企業に比較し、投資スパイク時に
資本構成の調整が行われやすく、調整のタイ
ミングを投資スパイクに連動させることで、
調整費用の節約を図っていることが示唆さ
れた。 
 これらの結果は、大企業においても、資金
制約の問題に影響されるとともに、資金調達
に際し、負債の重要性と負債発行のキャパシ
ティーの確保が重要であることが示唆され
た。 
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