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コーポレート・ファイナンスのすすめ
―企業価値増大の方策―

Point
❶	 	日本の企業経営ではコーポレート・ファイナンスの考え方が十分に浸透していない。
❷	 	企業の資金調達が間接金融から直接金融へシフトする中で、企業価値の増大を目的とするコーポ

レート・ファイナンスをもっと活用し、財務的意思決定を合理的に行うべきである。
❸	 	グローバル環境下では、リスクを適切に取りつつ効率的に収益性を高める必要がある。意思決定の

柔軟性を考慮したリアルオプションの活用は経営の効率化に有効である。

1．日本におけるファイナンスの認識
“Corporate Finance” という英語を日本語に訳

すとき「経営財務」や「企業財務」が使われるこ
とが多い。財務という語感からか、「ファイナンス」
は会計の延長線上に置いて考えられることが多い
ようである。しかし、「コーポレート・ファイナン
ス」は企業のさまざまな財務的意思決定の局面に
おいて経済的合理性を持って判断を行うための道
具であり、学問的にはミクロ経済学の一分野とし
て捉えられている。

かつて、日本企業の資金調達は、メインバンク
制による間接金融が中心であった。そのため、直
接金融の場である株式市場の評価に基礎を置き、
企業価値の最大化を目指すファイナンスの考え方
は、経営の現場になじまなかった。したがって、

日本企業の財務的意思決定は会計情報を基準とす
ることが多く、今でも金額ベースでの管理が中心
である。日本においてファイナンスの普及は大き
く遅れていると言わざるを得ない。1990 年以降の
バブル崩壊や長期にわたる景気低迷期を経て、日
本企業の資金調達は間接金融から直接金融へと次
第に流れを変えてきた。このような時代の変化の
中で、企業経営も伝統的なやり方を順守するので
はなく、環境のシフトに順応していかなくてはな
らない。

2．日本企業のファイナンス意識
ここに興味深い調査結果がある。青山学院大学

の芹田敏夫教授と中央大学の花枝英樹教授が行っ
た、日本企業のファイナンス実践に関する実態調
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査である。この調査は 2011 年に日本の上場企業
を対象にアンケート形式で行われ、214 社から得
られた回答をもとに結果が集計されている。

図表 1 に示されるのは、企業が普段行う投資決
定においてどのような評価指標（手法）を用いて
いるかという質問に対する回答結果（複数回答可
能）である。これが示す通り、設備投資などの意
思決定の際に日本企業で最も多く使われている手
法は回収期間法（56%）である。この回収期間に
時間割引を考慮して修正を加えた割引回収期間法

（16%）を合わせると合計で 72％となる。両者を
重複して使用する企業は少ないと考えると、大多
数の企業で投資案件は回収期間を使って検討され
ていることが分かる。これは決して驚くことでは
ない。多額の投資を行う際、投下資本がどのよう
に回収されるかは真っ先に気になる点であり、そ
の観点からすると回収期間は非常に素直な評価指
標と考えられる。2 番目に多く用いられている指
標は会計上の収益率（44%）である。会計データ
は経営者が日ごろから見慣れている数値情報であ
り、公正な手続きに基づいて計測された値である
から客観性が高い。会計上の収益率を用いて投資
案件を評価するのも、一理あることである。

ところで、ファイナンスで提唱される標準的な
投資判断の指標は、正味現在価値（Net Present 
Value: NPV）、 内 部 収 益 率（Internal Rate of 
Return: IRR）、そして収益性指数（Profitability 
Index: PI）の三つである。これらはいずれも将来
得られるキャッシュフローの予想値から導かれる
現在価値の考え方を用いて求められる指標で、単
一の投資案件についての評価では、いずれの指標
を用いても投資判断は必ず一致する。そして重要
なのは、これらの指標を元にした意思決定では、
企業価値の増大が担保されることである。すなわ
ち、この三つは合理的な意思決定のための指標で
ある。しかし、残念なことに、アンケート調査の
結果では、これらの指標を使用している企業はい
ずれも 1/3 以下で、それほど多くはない。

アンケート調査で 3 番目に多く回答している収

益性指数（33%）は正味現在価値（NPV）から
派生して作られた指標である。正味現在価値

（25%）に比べ収益性指数の方が多く回答してい
るのは意外である。これは「収益」という言葉に
誘導されて会計上の収益を想起し、回答者が誤っ
て選択してしまったのではないかと推測される。

これまでアンケート結果で見てきたのは、日本
企業の投資判断の仕方であった。しかし、企業に
おいて必要とされる財務的意思決定は実に多種多
様である。今回見てきたのはそのごく一部にすぎ
ない。しかし、そこから見えてくるのは、日本に
おけるファイナンス・リテラシーの低さである。

3．投資決定指標の日米比較
アメリカ・デューク大学のジョン・グラハム教

授と同じくケンブリッジ大学のキャンプベル・ハー
ベイ教授はアメリカの大手企業を対象に同様の調
査を行っている。実は 1999 年に行われたグラハ
ム教授らの調査が大変有名になり、その後、先ほ

図表 1　投資決定の際に用いられる指標、手法

投資判断の基準 日本企業
（2011年）

アメリカ企業
（1999年）

回収期間 56% 57%

割引回収期間 16% 30%

会計上の収益率 44% 20%

正味現在価値
（NPV） 25% 75%

内部収益率
（IRR） 27% 76%

収益性指数
（PI） 33% 12%

ハードルレート 16% 57%

感度分析 11% 52%

シミュレーション分析 9% 14%

修正現在価値 5% 11%

リアルオプション 1% 27%

その他 5% －

出所：		日本企業：Hanaeda	&	Serita（2014）、	
アメリカ企業：Graham	&	Harvey（2001）
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ど示した日本での調査が行われたという経緯があ
る。日米では調査の時期が 10 年以上異なるが、
まったく同様の調査により日米の比較ができるの
は大変ありがたいことである。グラハム教授たち
が行ったアンケート調査は、当時の Fortune 500
で選ばれた全米上位 500 社を中心に 392 社から回
答を得ている。また、調査票はすべて各企業の
CFO（最高財務責任者）に送られ、回収されてい
る。その結果は図表 1 の右側に示されている。

まず目を引くのは、正味現在価値（NPV）と内
部収益率（IRR）の割合の高さである。いずれも
75% 以上の CFO が「常に」あるいは「ほとんど
常に」これらの指標を使っていると回答している。
一方、収益性指数（PI）は 12% にとどまってい
るが、これは先の二つの指標で代替可能であるた
め、使用頻度が低くなったのではないかと推測さ
れる。いずれにせよ、ファイナンスの考え方に整
合的なこれら指標を用いて投資判断することが、
アメリカの経営の現場ではスタンダードとなって
いることは大変印象的である。

これらの指標がアメリカ企業で広く使われてい
るのには理由がある。一つは、アメリカの一流企
業の CFO の多くは MBA ホルダーだということで
ある。MBA 取得のためのビジネススクールでは
徹底したファイナンス教育が行われている。した
がって、これらの指標は CFO にとって大変身近
で標準的なものなのである。もう一つの理由は、
これらの指標を用いれば、企業価値増大に直結す
る合理的な判断ができるということである。その
背景にあるロジックをビジネススクールでしっか
りと学んでいるからこそ、確信をもってこれらの
指標をもとに投資の意思決定が行われているので
ある。これはひとことで言えば、日本とアメリカ
における企業文化の違いなのかもしれない。しか
し、そこには企業経営に対する目的の違い、価値
観の違いが根本にあるように思われる。

アメリカでの調査をもう少し見てみよう。使用
頻度で 3 位グループにあるのが回収期間、ハード
ルレート、感度分析である。回収期間（57%）に

割引回収期間（30%）を加えると 87% となり、こ
れもほとんどの CFO が利用していることにな
る。アメリカの CFO といえども、やはり回収期
間は気になるようである。（グラハムたちの調査に
よれば、CEO（最高経営責任者）が MBA を持っ
ていない場合や、CEO の年齢が高い企業ほど回収
期間を好む傾向がある。）日本とアメリカを比較す
ると、回収期間の使用頻度にそれほど大きな違い
はないが、アメリカでは正味現在価値あるいは内
部収益率が主要な指標であり、回収期間は補助的
に使われている点が異なる。回収期間だけに頼っ
て意思決定を行うと、期せずして企業価値を損な
う可能性がある。また、示された回収期間が投資
に値するか否かの判断は、人によって異なる場合
がある。ファイナンスの立場からすると、回収期
間は大変不十分な指標である。一方、正味現在価
値や内部収益率はそのような非合理性や曖昧さが
一切排除されているので、アメリカ人には好まれ
るのかもしれない。同じく 3 位グループに位置す
るハードルレート（57%）は投資に対する要求収
益率であり、しばしば内部収益率とセットで使わ
れるものである。感度分析（52%）は、ひとたび
計算された正味現在価値や内部収益率に対して、
パラメータを変化させるなどしてその頑健性を確
認するためのものである。より本格的には、数値
シミュレーションを行うなどしてリスク分析を加
える場合もある。

日米比較の最後に、このアンケート調査の回答
者のプロフィールについて述べよう。アメリカの
調査でアンケートに回答したのは基本的に執行役
員の CFO であり、そしてその多くが MBA ホル
ダーと予想される。一方、日本でアンケートに回
答したのは役員クラスが全体の 20%、次長クラス
が 40%、それ以下が 40%。また、学歴に関しては
高校卒が 5%、大学学部卒が 83%、MBA ホルダー
が 4%、それ以外の修士・博士取得者が 6% であっ
た。日本の大学ではまだファイナンス・リテラシー
教育が十分ではなく、さらに実務に耐えうる実践
的なファイナンスの学びが得られるのは MBA レ

マネジメント



2017.4　経営センサー
2727

ベルであることを考えると、今回のアンケート調
査の結果は納得がいくものである。日本のファイ
ナンス普及の遅れは企業側の原因というよりも、
教育システムのあり方に問題があるように思われ
る。先に示した日本のアンケート調査からすでに
6 年がたち、日本企業の現状も少しずつ変化して
いるように思われる。日本でもビジネススクール
でファイナンス教育を受けた MBA ホルダーは着
実に増えつつある。今後彼らが活躍することで状
況が改善されることを期待したい。

4．リアルオプション：待つことの積極的価値
図表 1 にはもう一つ興味深い点がある。それは

図表の一番下の項目にあるリアルオプションであ
る。これに回答した日本企業ではわずか 1% であ
るが、アメリカ企業では 27% と比較的高い頻度で
使われている手法である。リアルオプションとは、
経営上の意思決定の柔軟性（投資判断の変更など）
を将来に残した上で、目の前にある投資案件の評
価を行おうとする新しい考え方である。グローバ
ル化が進み、リスク（不確実性）が高まった現在
の日本経済では、とても重要な考え方である。

リアルオプションの例を一つ示そう。リアルオ
プションの説明でよく用いられるのが天然ガスの
採掘ビジネスである。今から設備投資を行い、地
下に埋蔵された天然ガスを採掘するものとする。
問題は採掘された天然ガスの売却代金が市場価格
に依存して大きく上下することである。現在の市
場価格を元に将来のキャッシュフローを推定し、
この事業の現在価値を計算すると、状況によって
は投資額を下回るかもしれない。その場合、ファ
イナンスの標準的な考え方からすると、このビジ
ネスには投資しないのが合理的な判断となる。し
かし、来年になれば天然ガスの市場価格は上がる
かもしれない。そこで、今年の設備投資は見送る
が、採掘権だけは保持し、来年まで待って天然ガ
ス価格の動向を見ながら採掘を始めるかどうかを
決定することにしよう。つまり、投資判断を 1 年
先延ばしにするのである。もし来年も天然ガス価

格が回復しなければ、再度投資を見送り、2 年後
まで待つことも考えられる。このように、将来の
意思決定に柔軟性を残したまま、現在の投資判断
を行うのがリアルオプションの特徴である。その
イメージを図表 2 に示す。伝統的なファイナンス
理論では 1 通りのキャッシュフローの流れだけを
取り上げ、現在価値を求めるのに対し、リアルオ
プションではさまざまな状況の変化を想定し、そ
の都度意思決定をし直すことを前提に、現時点で
のビジネスの評価を行う。リアルオプションの評
価は大変複雑となるが、現在価値では見落とされ
てしまう「意思決定を先送りすることの価値」あ
るいは「待つことの価値」を定量的に評価できる
ようになる。既定のシナリオ下でのキャッシュフ
ローの価値に加えて、将来の戦略も含めてビジネ
スの価値を評価できるというのがリアルオプショ
ンの強みである。

このようなリアルオプションの考え方がファイ
ナンス理論として論文に登場したのは 1980 年代
半ばである。また、ハーバード・ビジネス・レ
ビューでは 1995 年ごろからオプション理論を用

図表 2　現在価値とリアルオプション価値

現在価値
１年先の
キャッシュ
フロー

２年先の
キャッシュ
フロー

３年先の
キャッシュ
フロー

30 40 60

リアルオプション
価値

１年先の
キャッシュ
フロー

２年先の
キャッシュ
フロー

３年先の
キャッシュ
フロー

出所：筆者作成
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いた経営戦略の記事が掲載されるようになった。
2001 年には過去のハーバード・ビジネス・レビュー
の記事を集めた特集号『金融工学のマネジメント』
も発刊されている。グラハム教授たちがアンケー
ト調査を行ったのは 1999 年のことであるので、
リアルオプションが実務界に紹介された直後から、
アメリカの経営の現場ではすでにリアルオプショ
ンが使われ始めており、この時点で CFO の 4 人
に 1 人が「常に」あるいは「ほとんど常に」使っ
ていると答えているのは驚くべきことである。
ファイナンスの理論研究と経営現場の距離が非常
に近いことが分かる 1 例である。アメリカでアン
ケート調査が行われてから既に 20 年近くの年月
がたっているので、今ではさらに多くの CFO が
リアルオプションの考え方を応用して日々の意思
決定を行っていることは想像に難くない。一方、
日本ではリアルオプションはまだ黎明期である。
実際に使われた事例はまだ少ないが、2006 年には
日本リアルオプション学会が設立され、研究活動
をけん引するとともに、リアルオプションの普及
を目指して実務界への啓発活動を行っている。
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