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1 はじめに

㈱東芝（証券コード：6502）によって、2016年12月期（第3四半期）における四半期財務諸

表に継続企業の前提に関する注記が付され、監査人であるPwCあらた有限責任監査法人によっ

て、四半期レビュー報告書に継続企業の前提に関する追記が付されたことは記憶に新しい1）。

当該四半期財務諸表における注記および四半期レビュー報告書における追記はいずれもゴーイ

ング・コンサーン（GoingConcern:GC）情報に該当する。ゴーイング・コンサーン情報は

企業の存続にかんして、経営者（および監査人）の判断を介して開示される情報であるという

点において、資金提供者をはじめとした利害関係者にとって非常に重要な情報であるといえる。

平成21年監査基準改訂（2009年3月末日決算期以降適用）によってわが国のゴーイング・

コンサーン情報の開示制度は大きく変化した。監査基準改訂前においては、ゴーイング・コン

サーンにかんする特定の事象又は状況が存在する場合に財務諸表への注記および監査報告書へ

の追記が行われていた。一方、監査基準改訂後においては、「その不確実性の程度に応じて、

1）有価証券報告書における『事業等のリスク』および『財政状態、経営成績及びキャッシュ・

フローの状況の分析』において開示するレベル、および、2）上述の開示に加え、財務諸表に

たいして注記するとともに、監査人が監査報告書における強調事項として追記を行うレベル、

という段階的な開示制度が採用されることとなった」（浅野・今西,2017,2頁）。これまでの

制度と大きく異なる点として、ゴーイング・コンサーン情報の開示が不確実性の程度に応じた
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段階的なものとなり、この不確実性について監査人の判断が大きく介入することとなった点が

あげられる。

このように、「ゴーイング・コンサーン情報を不確実性の程度に応じて段階的に開示すると

いうわが国の制度は、他の国では見ることができないユニークな制度である」（浅野・今西,

2017,4頁）。しかしながら、わが国において、平成21年監査基準改訂後のゴーイング・コン

サーン情報の開示に注目した研究はほとんど蓄積されておらず、ゴーイング・コンサーン情報

開示の経済的帰結を明らかにするための前提である決定要因分析すら行われていないのが現状

である。「ゴーイング・コンサーン情報が開示される決定要因を明らかにすることは喫緊の課

題である」（浅野・今西,2017,13頁）といえる。本稿の目的は、平成21年監査基準改訂後の

ゴーイング・コンサーン情報開示の決定要因を明らかにすることにある。

本稿の構成は以下のとおりである。まず、第2節でわが国におけるゴーイング・コンサーン

情報の開示制度について説明する。第3節では開示されたゴーイング・コンサーン情報に関連

する先行研究をレビューしたのちに、第4節で仮説の定立および検証モデルの提示を行う。第

5節でサンプルの選択手順を示したのちに結果の提示および解釈を行う。本稿のまとめについ

ては第6節で行う。

2 わが国におけるゴーイング・コンサーン情報の開示制度

本節では、わが国におけるゴーイング・コンサーン情報の開示制度について、林（1993,

2005,2009）、町田（2009）、松本（2009）、井上（2010）、濱本（2014）、浅野・今西（2017）

を参照しながら説明する。

平成14年監査基準改訂によって「わが国の『監査基準』に初めてゴーイング・コンサーン

問題に関する規定が導入され」（林,2005,187頁）ることとなった。しかしながら、ゴーイン

グ・コンサーン情報は、平成14年改訂監査基準以前においても、研究者サイド、実務家サイ

ドを問わず注目を集めていた。林（1993）では、ゴーイング・コンサーン問題を「財務諸表監

査において、被監査会社が予見しうる将来にわたってゴーイング・コンサーンとして存続する

能力を有するかどうかを、監査人がいかに評価し、報告するかという問題」（林,1993,77頁）

と定義し、ゴーイング・コンサーン評価の判断形成プロセスの検討を行っている。また、監査

実務においては、平成3年改訂監査基準（第三 報告基準 四および監査報告準則 五）で設

けられた特記事項の区分でゴーイング・コンサーンに関連する情報を開示する実務が行われて

いた。加藤（2001）および林（2005）では、特記事項区分において開示されたゴーイング・コ

ンサーンに関連する情報の記載事例について、詳しく検討している。

平成14年監査基準改訂では、「GCに重要な疑義が認められる場合、監査人は、GCを前提

として財務諸表を作成することが適切であるか、また当該疑義に関する事項の注記が適切であ

るかを検討し、適切であると判断したとき、無限定適正意見を表明し、監査報告書にGCにか
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かる追記情報を記載する」（及川,2007,41頁）という評価・開示方法が採用された。しかし

ながら、当該制度は「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合に

は、即座に財務諸表の注記によって開示され、その注記開示が適切になされていることが確認

できたならば、監査人は無限定適正意見とともに追記情報を記載することが実務として求めら

れ」（松本,2009,42頁）ると解釈され、「システマティックに財務諸表に注記するとともに、

監査報告書に追記するという実務が支配的」（浅野・今西,2017,3頁）であった。すなわち、

注記および追記の有無という「“二分法的アプローチ”でゴーイング・コンサーン情報を捉え」

（浅野・今西,2017,3頁）ていたのである。

ゴーイング・コンサーン情報の開示制度は2009年に大きな転機を迎える。「2008年下期以

降に顕著となった企業業績の悪化を受けて、四半期財務諸表においてGC注記が付され、併せ

て四半期レビュー報告書においてGCに係る追記情報が記載されるといったケースが急増した

という事態への対応」（町田,2009,85頁）策として監査基準の改訂が行われたのである。平

成21年監査基準改訂によって、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況」が

存在する場合に、当該事象又は状況を改善するための対応策を検討し、それでもなお「継続企

業の前提に関する重要な不確実性」が存在すれば、財務諸表への注記および監査報告書への追

記が行われることとなった。特筆すべきは、「旧制度にはなかった『重要な不確実性』の認識

が現制度では必要になり、それが継続企業の前提に関する情報開示に重要な位置を占め」（井

上,2010,47頁）ることとなった点である。

この改訂によって、ゴーイング・コンサーン情報は、「『継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせる事象又は状況』については、合理的かつ具体的な対処が可能であるか否かによって、

1）『継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況』のみが存在する場合（以下、

GC1と記述する）、および、2）『継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況』に

加えて『継続企業の前提に関する重要な不確実性』が存在する場合（以下、GC2と記述する）、

のいずれであるか判断したうえで開示されることになったのである」（浅野・今西,2017,3頁）。

すなわち、「“段階的アプローチ”でゴーイング・コンサーン情報が開示されるようになった」

（浅野・今西,2017,3頁）といえよう。

GC情報の具体的な開示ルールについては以下のとおりである。GC1が存在する場合には、

財務諸表における注記および監査報告書における追記は行われない。ただし、有価証券報告書

における「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」にその旨およびその内容等を開示することが求められる（企業内容等の開示に関する内閣

府令開示府令第二号様式記載上の注意（33）b）。他方、GC2が存在する場合には、上記の有

価証券報告書における記載に加え、財務諸表への注記（財務諸表等規則第8条の27）および

監査報告書への追記（監査基準 第四 報告基準 六 継続企業 1）が行われる。

平成14年改訂監査基準の導入に伴い、監保実74号が公表された。監保実74号では「継続
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企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況」2）について、「売上高の著しい減少」、

「債務超過」などを例示列挙している。加えて、2011年監査実務指針改訂により、監基報570

のA1項において、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況」の具体例にい

くつかの項目が追加・変更された3）。すなわち、（2011年監査実務指針）「改正によって『債務

超過』が最初に例示された点，これに加えて『流動負債が流動資産を超過している状態』が判

定基準として並記された点」（濱本,2014,34頁）をはじめとしたいくつかの項目が追加・変

更されたのである。

3 先行研究のレビュー

ゴーイング・コンサーン情報については、米国をはじめとした諸外国においては多くの研究

が蓄積されている。本稿では、Carsonetal.（2013）参照して、本稿の分析に特に重要と思わ

れる主要な研究をレビューする。なお、Carsonetal.（2013）はゴーイング・コンサーン情報

開示の決定要因を企業の要因、監査人の要因、企業と監査人の関係の要因、環境要因、その他

の要因に分類してレビューを行っている。

ゴーイング・コンサーンにかんする研究の初期では財務指標に注目した研究が多数存在する。

たとえば、Mutchler（1984）では、米国の公認会計士に対して、ゴーイング・コンサーン意見

の表明の判断にかんするインタビュー調査を実施している。その結果、判断の根拠となる指標

として、営業キャッシュフロー/固定負債、流動比率、純資産/固定負債、といった回答が上

位であったことを示唆する証拠を得ている。また、MenonandSchwarz（1987）は、流動比

率、流動比率の対前年度変化分、利益剰余金/総資産、総負債/総資産、利益/総資産、継続的

な営業損失の計上、営業キャッシュフロー/総負債、といった指標を用いて、GC意見表明の

決定要因分析を実施している。その結果、流動比率の対前年度変化分および継続的な営業損失

の計上がGC意見表明に影響を及ぼすという証拠を得ている。

ゴーイング・コンサーン情報の開示の有無にかんして、監査人、および、監査人とクライ

アントの関係に注目した研究も存在する。GeigerandRaghunandan（2001）およびCarey

andSimnett（2006）はともに監査人の継続監査期間に注目した研究である。Geigerand

Raghnandan（2001）は、倒産した企業を対象に、監査事務所の継続監査期間の長さとGC意

見表明の関係についてテストを実施した。その結果、倒産企業における継続監査期間とGC意

見の開示との間には統計的に有意な正の関係があり、加えて、継続監査期間が3年以下の場合

には倒産前のGC意見の表明頻度が低下することを明らかにした。また、CareyandSimnett

（2006）は、監査人がGC意見を表明するか否かを監査の品質の代理変数とし4）、監査パートナー

の継続監査期間と監査の品質との間に何らかの関係を有するという仮説を提示した。その結果、

継続監査期間が長期間の場合には、GC意見を表明する傾向が低いことを示唆する証拠を得て

いる。
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他方、わが国においては、平成21年監査基準改訂以前の旧制度下において、ゴーイング・

コンサーン情報を用いて分析を行った研究がいくつか存在する。髙田（2010）は監査報酬の多

寡、および金融庁による中央青山監査法人への一部業務の停止命令（2006年5月8日）に起

因する監査環境の変化がゴーイング・コンサーン開示に与える影響について分析を行った。

その結果、監査報酬の多寡とGCの開示が統計的に有意な正の関係を有すること、および監査

環境の変化の前後でGCの開示頻度は変化していないことを示唆する証拠を得ている。稲葉

（2011）は、GC情報の開示および脱却について決定要因分析を実施し、開示の際には総資産

純利益率、純資産比率（純資産/総資産）、総資産営業利益率が重視される一方で、脱却の際

には純利益の連続赤字の克服が重視されるという結果を示している。酒井（2014）は、監査人

の交代とゴーイング・コンサーン開示との関係を分析し、監査人の交代を行った企業は、監査

人の交代を行っていない企業に比べて、GCO（ゴーイング・コンサーン情報の開示）を受け

る可能性が高いことを示している。最後に、町田・林（2013）では監査人および監査責任者の

継続監査期間とゴーイング・コンサーン情報の開示の関係について分析を行い、継続監査期間

が長期の場合にGCOを表明しない傾向が高まることを明らかにしている。

このように、平成21年監査基準改訂前においては、ゴーイング・コンサーン情報にかんす

るいくつかの経験的研究が存在する一方、平成21年監査基準改訂後においては、ゴーイング・

コンサーン情報にかんする経験的研究は筆者の知る限りほとんど存在しない。数少ない研究の

1つとして、浦山（2013）を指摘しておきたい。浦山（2013）は、注記開示企業と重要事象開

示企業（本稿のGC2とGC1に相当する）をサンプルとして、「重要な不確実性」の有無にか

んして決定要因分析を行っている。テストの結果、流動比率、総負債/総資産、利益剰余金/

総資産、経常利益/総資産、次期利益予想/総資産、連続営業損失ダミーといった変数がゴー

イング・コンサーン情報の開示に影響を及ぼすことを示唆する証拠が得られている。

4 仮説の定立および検証モデルの提示

4.1 仮説の定立

企業が財務困窮状態にある場合、継続企業の前提について懸念される可能性が高い。監保実

74号および監基報570のA1項では「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象または

状況」について、財務指標にかんする数多くの具体例を示している。本稿では、監保実74号

および監基報570のA1項に示された財務指標の具体例をもとに、まずは財務指標に関係する

6つの仮説を定立する。

企業の安全性についてはいくつかの指標が存在するが、本稿では、まずは流動比率に注目す

ることにしたい。流動比率は短期的な支払能力を示す代表的な指標であり、具体的には流動資

産を流動負債で除すことで求められる。この比率が低い場合には安全性は低いと解釈されるこ

とから5）、ゴーイング・コンサーン情報が開示される可能性は高くなるであろう。
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（仮説1）流動比率が低いほど、ゴーイング・コンサーン情報が開示される可能性が高い

負債比率も流動比率と同様に財政状態を示す重要な指標の一つである。一般に、負債比率に

は、1）総負債を総資産で除して計算される尺度、すなわち、（1－自己資本比率）に相当する

尺度、および、2）総負債を純資産で除して計算される尺度、すなわち、負債資本比率（Debt

toEquityRatio）という尺度、の二つが存在する。いずれの負債比率の尺度も、負債の占め

る割合が高ければ高いほど安全性は低くなると解釈可能なことから、これを受けて、ゴーイン

グ・コンサーン情報が開示される可能性は高くなるであろう。

（仮説2）負債比率が高いほど、ゴーイング・コンサーン情報が開示される可能性が高い

監保実74号および監基報570のA1項は、「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象

又は状況」の具体例として「債務超過」をあげている。債務超過とは、「資産よりも負債が大

きくなるケース」（乙政,2014,64頁）であり、「貸借対照表の純資産の部の金額はマイナスに

なる」（乙政,2014,64頁）状態を指す。本稿では、債務超過までは至らずとも、欠損が生じ

る状況に注目する6）。欠損を抱える状態を債務超過の前兆であると位置づけるのである。この

文脈のもとでは、欠損の状態にある企業においては、ゴーイング・コンサーン情報が開示され

る可能性は高くなるであろう。

（仮説3）期末において欠損が生じている場合に、ゴーイング・コンサーン情報が開示される

可能性が高い

また、欠損まで至らずとも、単年度で純損失を計上している場合にも、そうではない場合に

比べてゴーイング・コンサーン情報が開示される可能性が高まると考えられる。なぜならば、

純損失は収益力の低下や資産価値の低下による損失の計上等を理由として計上され、欠損ひい

ては債務超過の状態の前兆と考えられるためである。監保実74号では「重要な営業損失、経

常損失又は当期純損失の計上」が例示されており、ゴーイング・コンサーンに対して影響を及

ぼす要素の一つであることを示唆している。

（仮説4）当期に純損失を計上している場合に、ゴーイング・コンサーン情報が開示される可

能性が高い

純損失の計上と同様に営業キャッシュ・フロー7）がマイナスの場合についてもゴーイング・

コンサーン情報が開示される可能性が高い。なぜならば、純損失の場合と同様に、継続的な営
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業キャッシュ・フローの赤字計上は欠損ひいては債務超過の前兆であると考えられるからであ

る。なお、監保実74号は、「重要なマイナスの営業キャッシュ・フローの計上」、監基報570

のA1項は、「過去の財務諸表又は予測財務諸表におけるマイナスの営業キャッシュ・フロー」

をそれぞれ例示している。

（仮説5）当期の営業キャッシュ・フローがマイナスの場合に、ゴーイング・コンサーン情報

が開示される可能性が高い

監保実74号および監基報570のA1項において「継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

る事象又は状況」の具体例として「売上高の著しい減少」をあげている。「売上高の著しい減

少」を具体的にどの程度の減少と捉えるのかについては明記されていないが、本稿では、売上

高が前期に比して50％以上減少した場合を「売上高の著しい減少」と定義する。売上高の著

しい減少は、企業の存続を脅かす事象として無視できないものであり、ゴーイング・コンサー

ン情報開示の要因となりうるであろう。

（仮説6）売上高が前期に比して著しく減少した場合に、ゴーイング・コンサーン情報が開示

される可能性が高い

以上、財務指標に注目して仮説1から仮説6を定立した。ここで、ゴーイング・コンサーン

情報は経営者および監査人の判断を経て開示される情報である。経営者および監査人の総合的

な判断が介入することから、倒産分析に用いられるような財務指標のみがゴーイング・コンサー

ン情報の開示の判断根拠とはならないことは明白である。以降においては、財務指標以外の企

業固有の指標、監査人の特徴、監査人とクライアントの関係、といった要素がゴーイング・コ

ンサーン情報の開示に影響を及ぼす可能性についても言及することにしたい。

企業の投資機会（たとえば、時価簿価比率で計測される）が豊富である場合には、資金調達

能力は相対的に高いと考えられる。資金調達能力が高いほど、企業は財務困窮状態から脱却す

るための潜在的能力は高く、ゴーイング・コンサーン情報が開示される可能性は低下するかも

しれない。

（仮説7）投資機会が豊富であるほど、ゴーイング・コンサーン情報が開示される可能性が低

い

企業規模が大きくなればなるほど、企業をとりまく利害関係者は多種多様になり、かつ、利

害関係者の数も大きくなる。情報ニーズは多様であるとはいえ、ゴーイング・コンサーン情報
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についてはどのような主体であれ、一定の情報ニーズを有する。したがって、企業規模とゴー

イング・コンサーン情報の開示には正の関係があると考えられる。

（仮説8）企業規模が大きいほど、ゴーイング・コンサーン情報が開示される可能性が高い

監査人の規模はゴーイング・コンサーン情報の開示と何らかの関係を有すると考えられる。

監査人の規模と監査の品質の関係については様々な見解が存在するが 8）、本稿では、「一般に、

大規模監査法人は、豊富な監査資源、訴訟リスク、充実した教育システム、ブランド・評判の

維持といった観点から、高品質な監査を提供する」（浅野,2016,33頁）という考え方に依拠

することにしたい。大規模監査法人は高品質な監査を提供すると考える限りにおいて、監査法

人の規模とゴーイング・コンサーン情報の開示は正の関係を有するであろう。

（仮説9）監査人が大規模監査法人である企業ほど、ゴーイング・コンサーン情報が開示され

る可能性が高い

同一の監査法人が継続して監査を実施する年数、すなわち、監査法人の継続監査期間がゴー

イング・コンサーン情報開示の決定要因である可能性がある。継続監査期間が短い場合、すな

わち監査人の交代が生じてそれほど年数を経ていない場合には、監査人とクライアントの情報

の非対称性が大きく、低品質の監査しか提供できない可能性がある。加えて、監査人の交代直

後の年度においてオピニオン・ショッピングが行われている可能性も無視できない。そのため、

本来はゴーイング・コンサーン情報が開示されるべき状態であっても、継続監査期間が短い場

合にはゴーイング・コンサーン情報開示の可能性は低下すると考えられる。反対に、継続監査

期間が長期にわたる場合には、企業と監査人の関係が過度に密接になる可能性も考えられ、監

査人の独立性が阻害される場面が生じるかもしれない。このときゴーイング・コンサーン情報

開示の可能性は低下するであろう。

（仮説101）継続監査期間が短いほど、ゴーイング・コンサーン情報が開示される可能性が

低い

（仮説102）継続監査期間が長いほど、ゴーイング・コンサーン情報が開示される可能性が

低い

監査人の規模および継続監査期間に加えて、監査報酬もゴーイング・コンサーン情報の開示

に影響を与えると考えられる。継続企業の前提に問題を抱えるような企業と監査契約を締結す

る際には、監査人が想定するリスクは大きくなる9）。監査人はあらかじめリスクを監査報酬に

経営研究 第68巻 第4号178



織り込み、より高い監査報酬を要求する可能性がある10）。また、他の条件を一定とした場合に、

監査報酬が高額であれば十分な監査資源が確保され、企業にかんする情報を十分に入手するこ

とが可能となる。したがって、ゴーイング・コンサーン情報が開示される可能性が高くなる。

（仮説11）監査報酬が高額であるほど、ゴーイング・コンサーン情報が開示される可能性が

高い

4.2 検証モデルの提示

4.1で提示した仮説をテストするために、以下の（1）式および（2）式で示されるプロビッ

トモデルを推計する。モデルおよび変数の説明は以下のとおりである。

GC1it・ ・0・・1Currentit・・2Leverageit・・3ICRit・・4D・Deficitit・・5D・Lossit

・・6D・Cashit・・7Sales・Decreaseit・・8BMit・・9Sizeit・・10Big4it

・・11L・Tenureit・・12S・Tenureit・・13Feeit・・14D・Year・・it ・1・

GC2it・ ・0・・1Currentit・・2Leverageit・・3ICRit・・4D・Deficitit・・5D・Lossit

・・6D・Cashit・・7Sales・Decreaseit・・8BMit・・9Sizeit・・10Big4it

・・11L・Tenureit・・12S・Tenure2it・・13Feeit・・14D・Year・・it ・2・

GC1：GC1を開示し、かつGC2を開示しない場合に1、それ以外の場合に0をとるダミー変数

GC2：GC2を開示した場合に1、それ以外の場合に0をとるダミー変数

Current：流動比率（流動資産/流動負債）

Leverage：負債比率（負債/総資本）

D・Deficit：欠損（純資産合計が資本金の金額を下回る）が生じている場合に1、それ以外の

場合に0をとるダミー変数

D・Loss：当期純利益が赤字の場合に1、それ以外の場合に0をとるダミー変数

D・Cash：当期の営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスの場合に1、それ以外の場合

に0をとるダミー変数

Sales・Decrease：売上高が前期に比して50％以上減少している場合に1、それ以外の場合に0

をとるダミー変数

BM：簿価時価比率（期末純資産額を期末日時点の株価に発行済株式総数を乗じて算定された

期末時価総額で除した値）

Size：企業規模（総資産の自然対数）

Big4：監査人が新日本有限責任監査法人、有限責任監査法人トーマツ、有限責任あずさ監査法

人、PwCあらた有限責任監査法人である場合に1、それ以外の場合に0をとるダミー

変数
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Tenure7：継続監査期間（同一の監査人が連続して監査を行う年数）が7年を越える場合に1、

それ以外の場合に0をとるダミー変数

Tenure2：継続監査期間（同一の監査人が連続して監査を行う年数）11）が2年以下の場合に1、

それ以外の場合に0をとるダミー変数

Fee：監査報酬の自然対数

D・Year：年度ダミー

5 サンプルの選択と結果の提示および解釈

5.1 サンプルの選択

本稿におけるサンプルの選択手順は以下のとおりである。まず、『NEEDS-FinancialQUEST』

（日経メディアマーケティング㈱）を用いて、2009年3月末日から2016年12月31日までに

決算をむかえた（金融業を除く）一般事業会社を抽出した結果、33,777観測値を抽出した。

このうち、1）証券コードを有しない観測値、2）決算月数が12か月に満たない観測値、3）決

定要因分析を行うにあたり、必要なデータを取得できない観測値、を除いた27,073観測値が

分析対象となる。さらに、（1）式ではGC2を開示する観測値を除くため、26,543観測値が対

象となり、（2）式ではGC1のみを開示する観測値を除くため、26,286測値が対象となる。な

お、財務データについては『NEEDS-FinancialQUEST』（日経メディアマーケティング ㈱）、

監査法人にかんするデータについては『総合企業情報データベースeol』（㈱ プロネクサス）

の「公認会計士検索」から取得している。

GC1およびGC2のサンプルについては、浅野・今西（2017）と同様の方法で抽出している。

GC2サンプルについては、市販のデータベースが存在することからシステマティックに抽出

することができる。まず、『NEEDS-FinancialQUEST』（日経メディアマーケティング㈱）を

用いて、2003年3月1日から2016年12月31日までを検索期間、日経会社コードを有する一

般事業会社を検索対象とし、「継続企業の前提に関する注記（有無）」を選択項目としてデータ

の抽出を行ったところ、708社からなる2,113観測値が1次サンプルとして得られた。このう

ち、サンプル期間において、「継続企業の前提に関する注記（有無）」が付された会計期間が

12か月決算ではない決算期を含む観測値、証券コードが存在しない観測値を取り除いた結果、

最終的に1,374観測値がGC2サンプルとして特定された。このGC2サンプル1,374観測値の

うち、本節第一段落で示した条件を満たす511観測値を用いる。

GC1サンプルについては、以下の手順によってサンプルを特定した。まず、『総合企業情報

データベースeol』（㈱プロネクサス）の「全文検索」を用い、2009年3月31日から2016年

12月31日までを検索期間、「事業等のリスク」および「財政状態、経営成績およびキャッシュ・

フローの状況の分析」を有価証券報告書の目次における検索対象、「継続企業」もしくは「将
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来にわたって事業活動」を検索用語として検索したところ、1次サンプルとして1,608観測値

が抽出された。

このうち、「継続企業の前提に関する重要な不確実性」まで認められる企業に相当する観測

値、サンプル期間において会計期間が12か月決算ではない決算期を含む観測値を除いた結果、

1,035観測値の2次サンプルが得られた。さらに、2次サンプルから、1）ゴーイング・コンサー

ン情報の開示そのものが解消されたことを示した観測値（解消について不明瞭な観測値も含む）、

2）該当事項なしの旨を記載した観測値、3）継続企業という用語を用いつつも別件について記

載していた観測値、4）ゴーイング・コンサーン情報に関する記述が不明瞭もしくは解釈が困

難な観測値、をそれぞれ除いた結果、815観測値がGC1サンプルとして特定された。このGC1

サンプル815観測値のうち、本節第一段落で示した条件を満たす768観測値を用いる。

5.2 結果の提示および解釈

表1は基本統計量について示したものである。表1を見ると、GC1の平均値は0.028、GC2

の平均値は0.019となっている。サンプルに占めるゴーイング・コンサーン情報を開示する観

測値の比率が非常に小さいことが見てとれる。また、D・Deficit、D・Loss、D・Cashの平均

値はそれぞれ、0.056、0.177、0.143であり、欠損、当期純損失、ならびにマイナスの営業キャッ

シュ・フローのダミー変数が付される観測値は少ないことがわかる。さらに、Sales・Decrease

の平均値は0.008であり、売上高の大幅な減少を確認できる観測値はごく僅かである。大規模

監査法人のダミー・Big4・について、平均値が0.733であり、多くの企業が大規模監査法人に

監査を受ける企業であることがみてとれる。継続監査期間が7年超のダミー・Tenure7・は中

央値で1.000と継続監査期間が長期間の企業が多数であることを示している。

次に、表2は積率相関行列を示したものである。表2から確認できるように、企業規模の代

理変数である総資産の自然対数と、監査報酬の自然対数との間の相関係数は0.827であり、強

い相関が認められる12）。この結果は、総資産の大きさと監査報酬との間に正の関係があること

を示し、わが国において、一般的に単価×監査時間で監査報酬が決定されている事実を裏付け

ている。

表3は本稿で実施したテストの結果について示したものである。まず、表3PanelAはGC1

にかんする決定要因分析を実施した結果を示している。流動比率については、予想に反して統

計的に有意な正の関係が観察され、仮説1を支持しない結果が得られた。この解釈として、流

動資産には棚卸資産が含まれることから、滞留在庫を大量に抱える企業であっても流動比率が

高い値をとることなどが考えられる。負債比率とGC1の開示には統計的に有意な正の関係が

観察され、この証拠は仮説2を支持する。また、欠損、当期純損失、マイナスの営業キャッシュ・

フローとGC1の開示との間には統計的に有意な正の関係が観察され、これらの証拠は仮説3

から仮説5を支持するものである。さらに、売上高の著しい減少とGC1の開示の間には弱い
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ながらも統計的に有意な正の関係を示す証拠が得られており、仮説6を支持する結果となった。

仮説7については予想とは異なり、時価簿価比率とGC1の開示には統計的に有意な正の関

係が観察されている。これは、GC1の開示に際する判断において、将来的な投資機会よりも

現時点での業績を重視していることを示唆する。企業規模とGC1の開示については統計的に

有意な負の関係が観察され、仮説8を支持しない。この背景には、企業規模の大きい企業ほど、

選択可能な資金調達方法が多様であることが考えられる。

大規模監査法人のダミー変数とGC1の開示との間には、予想に反し、有意な負の関係が観

察された。この結果は仮説9を支持しない。これを直観的に解釈するならば、大規模監査法人

の監査の品質が低いと考えられる。しかしながら、1）大規模監査法人よりも中小監査法人に

財務困窮状態にある企業が多い、もしくは、2）企業がゴーイング・コンサーン情報の開示を

忌避し、大規模監査法人から中小監査法人へ監査人の交代（いわゆる、オピニオン・ショッピ
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ング）を行っている、という解釈も考えられよう。また、継続監査期間とGC1の開示につい

ては、仮説10を支持するような統計的に有意な結果を得られなかった。一方、監査報酬と

GC1の開示について統計的に有意な正の関係を観察でき、仮説11を支持する結果となった。

表3PanelBはGC2にかんする決定要因分析を実施した結果を示したものである。負債比率、

欠損、当期純損失、マイナスの営業キャッシュ・フロー、簿価時価比率、企業規模、監査人の

規模、監査報酬については表3PanelAで示されたGC1の開示にかんする決定要因分析と概

ね同様の結果が得られている。これはGC2がGC1の延長線にあると解釈可能な一つの証拠と

考えられる。

他方、表3PanelAと表3PanelBで異なる結果が観察されたのは、流動比率、売上高の大

幅な減少、継続監査期間の三つである。流動比率にかんしては、既述のように、高い場合であっ

ても必ずしも安全性が高いとは言えず、滞留在庫の問題を抱えるケースが存在する。企業によっ

て状況が異なるため、安定した結果が得られていないものと解釈できる。売上高の大幅な減少
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については、GC2の開示との間に統計的に有意な正の関係を示す証拠を得られている。売上

高の大幅な減少が生じる場合に、企業は継続企業の前提にかんする重大な問題を抱えていると

考えられ、多くの場合GC2が開示されることから、GC1に比して強い証拠が得られたと解釈

できる。

継続監査期間とGC2の開示との関係については、GC1の開示の場合とは異なり、継続監査

期間が長期の場合（7年を越える場合）と短期の場合（2年以下の場合）で、ともに統計的に

有意な正の関係が観察されている。この結果は、継続監査期間が長期間となった場合には、監

査人の独立性は阻害されていないことを示唆しているといえる。あるいは、企業と監査人の関

係が密接になることによって追加的な情報が入手可能となり、ゴーイング・コンサーン情報が

開示される可能性が高まっているという異なった解釈もありえる。他方、継続監査期間が短い

場合においては、企業と監査人の間の情報の非対称性は問題とならず、むしろ監査人の交代を

行った直後において、継続企業の前提について、より厳密な評価を行っていることを示唆して

いると考えられる。

このように、継続監査期間についてGC1の開示の場合とGC2の開示の場合とで異なる結果

が観察されている。この結果を明確に解釈するとは困難であるが、ゴーイング・コンサーン情

報開示の判断プロセスにおけるなんらかの特徴を反映している可能性が考えられる。しかしな

がら、示唆を与える証拠とまでは言えず、今後さらなる証拠の蓄積が求められる。

6 おわりに

本稿では、わが国におけるゴーイング・コンサーン情報の開示について、「継続企業の前提

に重要な疑義を生じさせる事象又は状況」のみの開示（GC1）、および、「継続企業の前提に関

する重要な不確実性」の開示（GC2）にはどのような要因が影響を及ぼすのか、についてテス

トを実施した。結果として、1）負債比率、欠損、当期純損失、マイナスの営業キャッシュ・

フロー、簿価時価比率、企業規模、監査人の規模、監査報酬がGC1開示とGC2開示に共通し

て決定要因となる可能性が高い、2）流動比率がGC1開示の決定要因となる可能性が高い、

3）継続監査期間がGC2の決定要因となる可能性が高い、という知見が得られた。GC1開示、

GC2開示のそれぞれのテスト結果において、相違を示す要素が存在する点は興味深いものと

いえる。本稿では、財務指標、財務指標以外の企業固有の指標、監査人の特徴、監査人とクラ

イアントの関係を用いてテストを実施している。しかしながら、昨今、監査人と監査役等との

連携が大きなトピックとなっているように、監査人による外部監査に企業の内部監査がゴーイ

ング・コンサーン情報の開示に影響を与えている可能性がある。今後の研究において、監査役

等の構成および活動水準といった、監査人と監査役等との連携に関係する変数も考慮して決定

要因分析を実施する必要があろう。

本稿は、わが国における二段階でのゴーイング・コンサーン情報の開示に着目し、財務、監
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査のそれぞれの観点から決定要因分析を行った研究である。本稿で得られた知見を踏まえた上

で、今後、二段階のゴーイング・コンサーン情報の開示の経済的帰結について解明を図りたい。
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注

1）2017年4月12日付日本経済新聞朝刊3頁を参照。

2）公表当時（平成21年改正前）は「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」を指す。

3）実務指針改訂後においても監保実74号は廃止されていない。

4）ゴーイング・コンサーン情報と監査の品質の関係ついて言及した研究として、たとえば、DeFond

andZhang（2014）がある。DeFondandZhang（2014）は監査の品質にかんする広範なレビューを行う

と同時に、監査の品質に対して多面的なアプローチから様々な監査の品質の尺度を提示している。

5）監基報570のA1項が示す「流動負債が流動資産を超過している状態」すなわち流動比率が1を下回

る状態を意味する。

6）欠損については、1）利益剰余金がマイナスの場合、2）資本金が棄損される場合、3）純資産がマイ

ナスの場合、など様々な定義が存在する。本稿では、2）の定義を採用し、純資産が資本金の額を下回

る状態を欠損とする。

7）厳密には「営業活動によるキャッシュ・フロー」または「営業キャッシュフロー」という表記を用い

るべきであるが、本稿では、監保実74号および監基報570に依拠して議論する場合に限り、「営業キャッ

シュ・フロー」という表記を用いている。

8）DeAngelo（1981）、矢澤（2010）などを参照。

9）ここでリスクとは、不正リスクを含めた監査リスクのみならず、監査人が直面する様々なリスクを想

定する。たとえば、企業が継続企業の前提に関する問題を抱えていることが明らかになった場合には、

監査人は監査時間の増加を検討する可能が高いであろう。この監査時間の増分について事務所内で融通

する際のコスト等についても、ここで言うリスクの一つ考えることができる。

10）監査人が継続的に監査を実施し、前年度においてゴーイング・コンサーン情報を開示している場合に

は、監査人があらかじめ監査報酬にリスクを織り込むと考えられる。しかしながら、前年度にゴーイン

グ・コンサーン情報を開示していない場合、および、はじめて継続企業の前提が問題となった場合にお
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いては、監査契約時点で監査報酬にリスクを織り込むことができず、追加的な報酬を事後的に請求する

可能性がある。このとき、ゴーイング・コンサーン情報が開示される場合に監査報酬が高額になる、と

いう逆の因果関係が存在することも想定できる。

11）監査法人が名称の変更を行った場合には同一の監査法人として扱うこととする。他方、監査法人が合

併を行った場合には異なる監査法人として扱うこととする。

12）本稿で分析に用いる変数間には強い相関が認められるものもあり、この場合に多重共線性の問題が懸

念される。この問題に対処するため、監査報酬の自然対数であるFeeを除いて分析を行った結果、概ね

表3と同様の結果が得られている。
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Determinant Analysis of Going Concern Information

Fumiya Imanishi

Summary

There are two levels of going concern information disclosure in Japan: 1）the

first level involves disclosure only in the operational risk section, among others,

of annual securities reports（when no material uncertainties are recognized）, and

2）in addition to the first level disclosure, the second level includes additional

disclosure in the notes to the financial statements and in notes added to the

audit reports（when material uncertainties are recognized）. The purpose of this

study is to elucidate the factors used to decide the going concern information

disclosed at each level. The results of the study suggest that 1）the financial

indicators of debt ratio and presence or absence of net losses are factors used to

determine disclosure of going concern information regardless of the disclosure

level, and 2）audit firm tenure（ long/short）in deciding disclosure of going

concern information only at the level of notes to financial statements and notes

added to audit reports.
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