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1 はじめに

資本コスト（costofcapital）1）は、収益性および成長性とならんで、株式価値評価におけ

る重要なドライバーである2）。資本コストの推定手法は複数存在するが、どの手法を用いるべ

きかという点については明確な結論が得られていない。有用性が相対的に大きい資本コストの

推定手法を用いることで、株式価値評価の質的向上が期待されるだけでなく、経営者が達成す

べきROE水準のベンチマークをより正確に把握することができると考えられる。したがって、

有用性が相対的に大きい資本コストの推定手法を検討することは重要な研究課題であると言え

る。

資本コストの推定手法として、近年、特に注目を集めているのが、所定の株式価値評価モデ

ルに財務データと株価データを代入し、それを逆算することで事前的な資本コストの推定値を

得る手法である3）。これは、市場参加者が暗黙に想定する資本コストであることから、インプ

ライド資本コスト（impliedcostofcapital）と呼ばれている。インプライド資本コストに対

する関心の高まり4）の背景には、Shape（1964）およびLintner（1965）の資本資産価格形成

モデル（CAPM:CapitalAssetPricingModel）あるいはFamaandFrebch（1992,1993）の

3ファクター・モデルといった歴史的データを用いた事後的な資本コストの推定が不正確
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（imprecise）であるという先行研究の指摘（FamaandFrench,1997,p.178）が挙げられる。

先行研究では、将来の実現リターンとの関連性の観点から、複数存在するインプライド資本

コストの推定手法の有用性が比較検証されている（GodeandMohanram,2003;Eastonand

Monahan,2005;Botosanetal.,2011;Guayetal.,2011）5）。しかしながら、どの推定手法が

最も有用であるかという点については、先行研究において整合的な結果が得られていないのが

現状である。

そもそも、株式価値評価モデルからインプライド資本コストだけを逆算する手法にも問題が
・・・

ないわけではない。逆算に用いる手法によっては、インプライド資本コストの推定値が予測期

間を超える期待成長率に関する事前の仮定に大きく影響されることになる6）。そこで、この問

題点を克服するために、インプライド資本コストとインプライド期待成長率をポートフォリオ・

レベルで同時逆算する手法がノートルダム大学のPeterD.Easton教授を中心に提示されてい

る（Eastonetal.,2002;Easton,2004,2006;EastonandSommers,2007）。

同時逆算手法を用いて推定されたインプライド資本コストの推定値はどの程度有用なのか。

太田（2014）は、ポートフォリオ・レベルで同時逆算されたインプライド資本コストが、

CAPMおよび3ファクター・モデルから推定された資本コストよりも、将来の実現リターン

とのプラスの関連性の程度が相対的に強いことを明らかにしている。これは、ポートフォリオ・

レベルで同時逆算されたインプライド資本コストの有用性が相対的に大きいことを示唆する結

果である。

ただし、太田（2014）で用いたインプライド資本コストの推定値は、あくまでポートフォリ

オ・レベルで得られたものであり、個別企業ごとに得られたインプライド資本コストの推定値

ではない。したがって、個別企業ごとに同時逆算手法を用いて得られたインプライド資本コス

トの推定値がどの程度有用なのかという点については未だに明らかにされていない。そこで、

本稿は、個別企業ごとに同時逆算されたインプライド資本コストがどの程度有用であるかを検

証することを目的とする。

本稿では、太田（2014）と同様に、個別企業ごとにインプライド資本コストとインプライド

期待成長率を同時逆算する手法を、CAPMおよび3ファクター・モデルと比較することで、

その有用性を検証する。くわえて、本稿では、太田（2014）では考慮されていない株式価値評

価モデルからインプライド資本コストだけを逆算する手法についても、資本コストの推定手法
・・・

の有用性の比較対象に含めることにする。

資本コストの推定値の有用性を判断する基準として、本稿では、先行研究（Godeand

Mohanram,2003;EastonandMonahan,2005;Botosanetal.,2011;Guayetal.,2011;太

田,2014）と同様に、資本コストの推定値と将来の実現リターンとのプラスの関連性の程度に

着目する。すなわち、投資家の期待リターンの代理変数である資本コストと将来の実現リター

ンとのプラスの関連性が相対的に強いほど、有用性が相対的に大きい資本コストであると判断
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するのである。将来の実現リターンを表す尺度として、本稿では、将来12ヶ月間のバイ・ア

ンド・ホールド・リターン（BHR:BuyandHoldReturn）を用いる。

Vuolteenaho（2002）のモデルに依拠して、BHRを従属変数に、資本コストの推定値を独

立変数に、将来の収益性の変化および将来の資本コストの変化をコントロール変数に用いた回

帰モデルを推定した結果、個別企業ごとの同時逆算手法から得られたインプライド資本コスト

の推定値とBHRのプラスの関連性は、他の3つの手法から得られた資本コストの推定値を用

いた場合と比較して、相対的に強いことが明らかとなった。この結果は、個別企業ごとに同時

逆算されたインプライド資本コストの有用性が相対的に大きいことを証拠付けている。

本稿の構成は、以下に示すとおりである。第2節では、それぞれの資本コストの推定手法を

提示したうえで、その有用性の比較検証方法について述べる。くわえて、実証分析に用いるサ

ンプルの抽出要件と基本統計量および相関係数を示す。第3節では、実証結果を報告する。第

4節では、追加的な分析の結果を提示する。第5節では、発見事項の要約と今後の研究課題に

ついて言及する。

2 リサーチ・デザイン

2.1 資本コストの推定手法

2.1.1 個別企業ごとのインプライド資本コストとインプライド期待成長率の同時逆算

個別企業ごとにインプライド資本コストとインプライド期待成長率を同時逆算する手法を最

初に提示したのは、筆者の知る限りではHuangetal.（2005）である7）。Huangetal.（2005）

が提示したモデルは残余利益モデル（RIM:ResidualIncomeModel）がベースとなっている。

1期先の残余利益がgで一定成長すると仮定した場合、RIMは以下の（1）式のように表現す

ることができる。

V0・BPS0・
EPS1・rBPS0

r・g
・1・

左辺のV0は0時点の株式価値、BPS0は0時点の株主資本簿価、EPS1は1期先の期待利益、

rは資本コストである。市場の効率性を前提として、（1）式のV0にP0（0時点の株価）を代

入して整理すると、（1）式は以下の（2）式のように表すことができる。

P0・
EPS1・gBPS0

r・g
・2・

Huangetal.（2005）は、月次mにおける1期先の期待利益・EPS・1,m・・がバイアスのない

推定値（unbiasedestimate）である（すなわち、EPS1・EPS・1,m・・・m）と仮定して、（2）式

を以下の（3）式のように展開した8）。

EPS・1,m・

Pm

・rm・g・
gBPS0

Pm

・em ・3・

（3）式のPmは月次mの株価である。また、emは誤差項である
9）。注目すべきは、（3）式に
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おいて、rが月次ベースで表現されている点である。これは、月次mのリスク・プレミアム

（rpm（ただし、rpm ・rm・rfm））とgが推定期間内において時系列的に不変なパラメーターで

あるという仮定が設定されているためである。（3）式を整理すると、以下の（4）式が導出さ

れる。

EPS・1,m・

Pm

・rfm ・ ・0・・1
BPS0

Pm

・1
・・・・・

・・・・・
・em ・4・

（4）式のrfmは月次mのリスクフリー・レートである10）。・0は月次mのリスク・プレミア

ム（rpm）、・1はgをそれぞれ示している。また、EPS・1,m・の代理変数として、本稿では月次

mにおける次期の経営者の純利益予想値を用いる11）。

本稿は、3月期決算企業の決算日2ヶ月後の5月を最終月とする過去60ヶ月のデータを用

いて、個別企業ごとに（4）式を推定することで、・0と・1の推定値を得る
12）。インプライド資

本コストの推定値（rimplied）は、・0に当年5月のリスクフリー・レートを加えることで算定さ

れる。

2.1.2 CAPMおよび3ファクター・モデルを用いた資本コストの推定手法

本稿では、太田（2014）と同様に、rimpliedの相対的な有用性を検証する際に、CAPMおよ

び3ファクター・モデルに基づく資本コストの推定値を比較対象に用いる。CAPMに基づく

資本コストの推定値（rCAPM）および3ファクター・モデルに基づく資本コストの推定値（r3f）

は、いずれも太田他（2012）の手法に依拠して得ている。太田他（2012）は、rCAPMを推定す

るために以下の（5）式と（6）式を、r3fを得るために以下の（7）式と（8）式をそれぞれ用

いている。

ri・rf・ ・・・・rM・rf・・・ ・5・

rCAPM ・rf・・・E・rM・rf・ ・6・

ri・rf・ ・・・・rM・rf・・sSMB・hHML・・ ・7・

r3f・rf・b・E・rM・rf・・s・E・SMB・・h・E・HML・ ・8・

riは個別企業の株式リターン、rfはリスクフリー・レート、rMは市場リターンをそれぞれ

示している。SMBとHMLは、規模プレミアム（小株型ポートフォリオ・リターンと大型株

ポートフォリオ・リターンの差）と簿価時価比率プレミアム（高簿価時価比率ポートフォリオ・

リターンと低簿価時価比率ポートフォリオ・リターンの差）をそれぞれ表している13）。

本稿では、3月期決算企業の決算日2ヶ月後の5月を最終月とする過去60ヶ月の月次デー

タを用いて（5）式を推定し、得られた係数βの推定値を（6）式に代入することでrCAPMを得

る。同様に、3月期決算企業の決算日2ヶ月後の5月を最終月とする過去60ヶ月の月次デー

タを用いて（7）式を推定し、得られた係数b、s、hの推定値を（8）式に代入することでr3f

を得る14）。なお、（6）式と（8）式のE（rM・rf）、E（SMB）、E（HML）は、市場プレミアム、
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規模プレミアム、簿価時価比率プレミアムの期待値をそれぞれ意味している。これら3つのプ

レミアムの期待値は、太田他（2012）に従い、当年5月において利用可能な最長の歴史的平均

値を用いて算定する15）。

2.1.3 株式価値評価モデルからインプライド資本コストだけを逆算する手法
・・・

所定の株式価値評価モデルからインプライド資本コストだけを逆算する手法は複数存在する
・・・

（GordonandGordon,1997;Gebhardtetal.,2001;ClausandThomas,2001;Botosanand

Plumlee,2002;GodeandMohanram,2003;Easton,2004;OhlsonandJuettner-Nauroth,

2005）。これらの手法の多くが将来数期間にわたる利益あるいは配当の予測データを必要とす

るが、本稿では、資本コストの推定手法を比較するうえで公平性を確保するために、前述した

rimpliedと同様に、次期の経営者の純利益予想値のみを予測データとして用いる逆算手法を分析
・・

対象とする。Easton（2004）で提示されたPEレシオ（Price-EarningsRatio）をベースとす

る手法がそれである。

PEレシオのベースにあるのは異常利益成長モデル（AGEM:AbnormalGrowthinEarn-

ingsModel）である。AGEMは、RIMと同様に配当割引モデル（DDM:DividendDiscount

Model）を出発点として導出される株式価値評価モデルであるが、RIMとは異なり、クリー

ン・サープラス関係（CSR:CleanSurplusRelation）の仮定を必要としない16）。また、AGEM

は、利益および配当の予測だけを必要としており、株主資本簿価の予測が不要であるのも大き

な特徴である。ここで、t期の異常利益（配当込み）をagrt
17）、異常利益の成長率をgagrとす

ると、AGEMは以下の（9）式のように表すことができる18）。

V0・
EPS1

r
・ ・

T

t・1

agrt
r・1・r・

t・1・ ・・ agrT・1・gagr・

・r・gagr・r・1・r・
T・1 ・9・

PEレシオは2期間のAGEMの特殊形である（Easton,2004）。そこで、（9）式に［T＝2］

を代入すれば以下の（10）式が得られる19）。

V0・
EPS1

r
・

agr2
・r・gagr・r

・10・

仮に、次期の利益予測だけを用いて株式価値評価を行うことが可能であるケースを想定する

場合、（10）式のagr2はゼロと仮定することができる。市場の効率性を前提として、V0の代

わりにP0を用いると、以下の（11）式が導出される。

P0・
EPS1

r
・11・

（11）式が示すように、この手法において、インプライド資本コストはPEレシオの逆数と

して表現することができる。本稿では、EPS1に決算短信（年次決算発表）で公表される次期

の経営者の純利益予想値を、P0に3月期決算企業の決算日2ヶ月後の5月の株価をそれぞれ
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用いることで、PEレシオベースのインプライド資本コストの推定値（rPE）を得る
20）。

2.2 資本コストの有用性の比較検証方法

本稿は、Vuolteenaho（2002）に依拠した以下の（12）式と（13）式を用いて、資本コスト

の推定値の有用性を比較検証する21）。

BHRt・1・・0・・1rt・・t ・12・

BHRt・1・・0・・1rt・・2・epst・1・・3・rt・1・・t ・13・

従属変数のBHRt・1は、将来の実現リターンの代理変数であり、3月期決算企業の決算日

2ヶ月後の5月を開始月とする12ヶ月間のバイ・アンド・ホールド・リターンを示す。独立

変数のrtは資本コストの推定値であり、rimplied、rCAPM、r3f、rPEのいずれかがこれに該当する。

投資家の期待リターンの代理変数である資本コストの推定値と将来の実現リターンの間にプラ

スの関連性が存在するのならば、係数・1はプラス有意に推定されることが期待される。そし

て、本稿では、両者のプラスの関連性が相対的に強いほど、有用性が相対的に大きい資本コス

トであると判断する。

（12）式は単回帰モデルであるが、（13）式は（12）式に2つのコントロール変数（・epst・1、

・rt・1）を追加した重回帰モデルである。Vuolteenaho（2002）は、期待リターンと将来の実現

リターンの関連性を検証する際に、将来のキャッシュ・フローに関するリターンと将来の割引

率に関するリターンをコントロールする必要があると主張している22）。そこで、Botosanetal.

（2011）を参考にして、将来のキャッシュ・フローに関するリターンの代理変数として・epst・1

を、将来の割引率に関するリターンの代理変数として・rt・1をそれぞれ設定する
23）。・epst・1

は次期の純利益の実績値と決算短信（年次決算発表）で公表された経営者の次期の純利益予想

値との差（当期末時価総額で基準化）、・rt・1は当期から次期にかけての資本コスト（rimplied、

rCAPM、r3f、rPEのいずれか）の推定値の変化分としてそれぞれ定義される。両変数は将来の実

現リターンとプラスの関連性を有することが期待される。

2.3 サンプルの選択

本稿の実証分析に用いられるサンプルの抽出要件は、以下のとおりである。

①当期が2008年～2013年の3月期決算企業である24）。

②一般事業会社であり、かつ東証1部・2部上場企業である25）。

③当期および次期（予想）の会計期間が12ヶ月である。

④株主資本簿価がプラスである26）。

⑤分析に必要なデータが『日経NEEDSFinancialQuest』（日経メディアマーケティング株

式会社）と『日本上場株式 久保田・竹原・Fama-French関連データ』（株式会社金融デー
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タソリューションズ）にすべて収録されている。なお、本稿では、株価データおよび財務デー

タについては『日経NEEDSFinancialQuest』から、市場プレミアム、規模プレミアム、

簿価時価比率プレミアムに関するデータについては『日本上場株式 久保田・竹原・Fama-

French関連データ』からそれぞれ取得している。

本稿では、まず、上記の①～⑤に該当する8,621企業・年度を抽出した（1次サンプル）。

次に、1次サンプルのうち、資本コストの推定値が理論的には有り得ないマイナスとなるサン

プルを控除した。その結果、サンプルは5,331企業・年度に減少した27）。最後に、BHRt・1、rt、

・epst・1、・rt・1について、決算期ごとに上下0.5％を外れ値処理としてサンプルから控除した

結果、5,011企業・年度が最終サンプルとして特定された（pooledsample）。

2.4 基本統計量と相関係数

表1は（12）式と（13）式に用いられる変数の基本統計量を整理したものである。表1から、

サンプル期間（2008年～2013年）におけるrimpliedの平均値（中央値）は0.0660（0.0558）で

あることがわかる。一方、rCAPMの平均値（中央値）は0.0224（0.0205）、r3fの平均値（中央

値）は0.0645（0.0560）、rPEの平均値（中央値）は0.0817（0.0694）であり、どの資本コスト

の推定手法を用いるかで、その推定値が大きく異なることが明らかである。資本コストが株式

価値評価の重要なドライバーである（Ohlson,1995,2001;OhlsonandJuettner-Nauroth,

2005;OhlsonandGao,2006）ことを考えると、これらの差異は株式価値評価に重要な影響を

及ぼす可能性がある。また、資本コストの水準が達成すべきROE水準のベンチマークである

とすると、経営者にとってもこれらの差異は無視できない問題であると考えられる。

表2は（12）式と（13）式に用いられる変数の相関係数を示したものである。表2を見ると、

個別企業ごとに同時逆算されたインプライド資本コストの有用性（太田） 51

表1 基本統計量

（注1）サンプルは、2008年～2013年の所定の要件を満たす延べ5,011企業・年度である。
（注2）BHRは当年5月を開始月とする12ヶ月間のバイ・アンド・ホールド・リターン、rimpliedは（4）式

を用いて同時逆算されたインプライド資本コストの推定値、rCAPMは（5）式と（6）式を用いて推
定されたCAPMベースの資本コストの推定値、r3fは（7）式と（8）式を用いて推定された3ファ
クター・モデルベースの資本コストの推定値、rPEは（11）式を用いて推定されたPEレシオベー
スの資本コストの推定値、Δepsは次期の純利益の実績値と年次決算発表で公表された経営者の次
期の純利益予想値との差（当期末時価総額で基準化）、・rimpliedは当期から次期にかけてのrimplied

の変化分、・rCAPMは当期から次期にかけてのrCAPMの変化分、・r3fは当期から次期にかけてのr3f
の変化分、・rPEは当期から次期にかけてのrPEの変化分をそれぞれ表している。



rimpliedとBHRt・1の相関係数がプラスを示すことがわかる（両側5％水準）。この結果は、個

別企業ごとに同時逆算されたインプライド資本コストの推定値と将来の実現リターンの間にプ

ラスの関連性が存在することを示唆するものである28）。また、rPEとBHRt・1の相関係数もプ

ラスを示している（両側1％水準）29）。翻って、rCAPMおよびr3fはBHRt・1とマイナス相関し

ている（ただし、r3fについてはSpearman相関係数に限る）
30）。これらの結果は事前の予想と

合致しない。

また、表2から、rCAPMと・rCAPMの相関係数（Pearson相関係数で 0.6362）が比較的高い

水準を示す以外は、独立変数間において多重共線性を懸念するほど高い相関係数を示すものは

存在しないことが明らかである。

3 実証結果

表3は、（12）式（PanelA）と（13）式（PanelB）をサンプル期間（2008年～2013年）

全体で推定した結果を示したものである31）。t値は、年度ごとにクラスター補正を行った標準

誤差に基づいて算定されている32）。

表3のPanelBを見ると、（13）式のコントロール変数（・epst・1、・rt・1）は基本的にプラ

ス有意を示しており、事前の予想と整合的である。これは、両コントロール変数が大きくなる

ほど、将来の実現リターンも高くなることを示唆する結果である。

次に、資本コストの推定値と将来の実現リターンの関連性を検討する。表3のPanelAか
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表2 相関係数

（注1）サンプルは、2008年～2013年の所定の要件を満たす延べ5,011企業・年度である。
（注2）BHRは当年5月を開始月とする12ヶ月間のバイ・アンド・ホールド・リターン、rimpliedは（4）

式を用いて同時逆算されたインプライド資本コストの推定値、rCAPMは（5）式と（6）式を用いて
推定されたCAPMベースの資本コストの推定値、r3fは（7）式と（8）式を用いて推定された3ファ
クター・モデルベースの資本コストの推定値、rPEは（11）式を用いて推定されたPEレシオベー
スの資本コストの推定値、Δepsは次期の純利益の実績値と年次決算発表で公表された経営者の次
期の純利益予想値との差（当期末時価総額で基準化）、・rimpliedは当期から次期にかけてのrimplied

の変化分、・rCAPMは当期から次期にかけてのrCAPMの変化分、・r3fは当期から次期にかけてのr3f
の変化分、・rPEは当期から次期にかけてのrPEの変化分をそれぞれ表している。

（注3）左下斜め半分はPearson相関係数を、右上斜め半分はSpearman相関係数をそれぞれ示している。
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表3（12）式および（13）式の推定結果（サンプル期間全体での分析）

*:両側10％有意 **:両側5％有意 ***:両側1％有意
（注1）サンプルは、2008年～2013年の所定の要件を満たす延べ5,011企業・年度である。
（注2）従属変数のBHRは当年5月を開始月とする12ヶ月間のバイ・アンド・ホールド・リターンであ

る。独立変数のrimpliedは（4）式を用いて同時逆算されたインプライド資本コストの推定値、rCAPM

は（5）式と（6）式を用いて推定されたCAPMベースの資本コストの推定値、r3fは（7）式と（8）
式を用いて推定された3ファクター・モデルベースの資本コストの推定値、rPEは（11）式を用い
て推定されたPEレシオベースの資本コストの推定値をそれぞれ示している。コントロール変数の
Δepsは次期の純利益の実績値と年次決算発表で公表された経営者の次期の純利益予想値との差
（当期末時価総額で基準化）、・rimpliedは当期から次期にかけてのrimpliedの変化分、・rCAPMは当期か
ら次期にかけてのrCAPMの変化分、・r3fは当期から次期にかけてのr3fの変化分、・rPEは当期から
次期にかけてのrPEの変化分をそれぞれ示している。

（注3）t値は、年度ごとにクラスター補正を行った標準誤差に基づいて算定されている。



ら、rtにrCAPMあるいはr3fを用いた場合、それらの係数がプラス有意に推定されていないこ

とがわかる。コントロール変数を追加したPanelBの結果も同様である33）。これらの結果は、

事前の予想と合致しない。CAPMあるいは3ファクター・モデルといった歴史的データに基

づいて得られた資本コストの推定値は、有用性が相対的に低いことが示唆される 34）。

一方、rimpliedの係数は、表3のPanelAおよびPanelBのいずれにおいても5％水準でプ

ラス有意に推定されている35）。これらの結果は、資本コストの推定値と将来の実現リターンの

間にプラスの関連性が存在するという事前の予想と整合的である。すなわち、rimpliedと将来の

実現リターンのプラスの関連性は相対的に強いと言える。

また、rPEの係数についても、表3のPanelAでは5％水準でプラス有意に推定されている。

ただし、コントロール変数を追加した場合、rPEの係数の推定値はプラスに推定されているも

のの、統計的に有意ではなく、事前の予想と合致しない（PanelB）36）。この結果は、コント

ロール変数を所与とすると、rPEには追加的な情報内容が含まれていないことを示唆するもの

である。

表4は（12）式（PanelA）および（13）式（PanelB）を年度ごとに推定した結果を整理

したものである。表4のt値は、White（1980）の不均一分散修正t値である。表4のPanelA

を見ると、（12）式において、rCAPMおよびr3fの係数がプラス有意に推定されているのは6期

間中わずか1期間であることが明らかである。また、コントロール変数を追加した（13）式に
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表4 PanelA:（12）式の推定結果（年度ごとの分析）

*:両側10％有意 **:両側5％有意 ***:両側1％有意
（注1）サンプルは、2008年～2013年の所定の要件を満たす延べ5,011企業・年度である。
（注2）従属変数のBHRは当年5月を開始月とする12ヶ月間のバイ・アンド・ホールド・リターンであ

る。独立変数のrimpliedは（4）式を用いて同時逆算されたインプライド資本コストの推定値、rCAPM

は（5）式と（6）式を用いて推定されたCAPMベースの資本コストの推定値、r3fは（7）式と（8）
式を用いて推定された3ファクター・モデルベースの資本コストの推定値、rPEは（11）式を用い
て推定されたPEレシオベースの資本コストの推定値をそれぞれ示している。

（注3）t値は、White（1980）の不均一分散修正t値である。



ついても同様の結果を示している（PanelB）。

対照的に、（12）式におけるrimpliedの係数は6期間中4期間でプラス有意に推定されている

（PanelA）。また、コントロール変数を追加した（13）式についても同様の結果が示されてい

る（PanelB）。これらの結果を踏まえると、資本コストの推定値と将来の実現リターンの間

に事前の予想と整合的なプラスの関連性が認められる年度が相対的に多いのはrimpliedである

と言える。

それでは、rPEについてはどうか。表4のPanelAを見ると、（12）式におけるrPEの係数は

6期間中5期間でプラス有意に推定されていることがわかる。この結果は、rPEもまた、将来

の実現リターンとの間に事前の予想と整合的なプラスの関連性が認められる年度が相対的に多

いことを示すものである。ただし、コントロール変数を追加した（13）式においては、それが

プラス有意に推定されるのは6期間中わずか1期間に留まる37）。これらの結果は、サンプル期
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表4 PanelB:（13）式の推定結果（年度ごとの分析）

*:両側10％有意 **:両側5％有意 ***:両側1％有意
（注1）サンプルは、2008年～2013年の所定の要件を満たす延べ5,011企業・年度である。
（注2）従属変数のBHRは当年5月を開始月とする12ヶ月間のバイ・アンド・ホールド・リターンであ

る。独立変数のrimpliedは（4）式を用いて同時逆算されたインプライド資本コストの推定値、rCAPM

は（5）式と（6）式を用いて推定されたCAPMベースの資本コストの推定値、r3fは（7）式と（8）
式を用いて推定された3ファクター・モデルベースの資本コストの推定値、rPEは（11）式を用い
て推定されたPEレシオベースの資本コストの推定値をそれぞれ示している。コントロール変数の
Δepsは次期の純利益の実績値と年次決算発表で公表された経営者の次期の純利益予想値との差
（当期末時価総額で基準化）、・rimpliedは当期から次期にかけてのrimpliedの変化分、・rCAPMは当期か
ら次期にかけてのrCAPMの変化分、・r3fは当期から次期にかけてのr3fの変化分、・rPEは当期から
次期にかけてのrPEの変化分をそれぞれ示している。

（注3）t値は、White（1980）の不均一分散修正t値である。



間全体の推定結果と同様に、コントロール変数を所与とすると、rPEには追加的な情報内容が

含まれていないことを示している38）。

これらの実証結果を要約すると、（12）式および（13）式の両方において、将来の実現リター

ンと最も強いプラスの関連性を示す資本コストの推定値はrimpliedであると言える。これは、

資本コストの他の3つの推定手法と比較した場合、個別企業ごとに同時逆算されたインプライ

ド資本コストの有用性が相対的に大きいことを証拠付けている。太田（2014）は、ポートフォ

リオ・レベルで同時逆算されたインプライド資本コストが、CAPMあるいは3ファクター・

モデルを用いて推定された資本コストよりも有用性が相対的に大きいことを明らかにしている

が、本稿の実証結果は、個別企業ごとにインプライド資本コストとインプライド期待成長率を

同時逆算する手法を用いた場合であっても、この結果が頑健であることを示している。

4 追加的な分析の結果

前節の実証結果は、rimpliedと将来の実現リターンとのプラスの関連性が相対的に強いことを

示しているとともに、rPEについても、将来の実現リターンとのプラスの関連性が相当程度強

いことを明らかにしている。rPEは、次期の経営者の純利益予想だけを用いて資本コストの推
・・

定値を得ることができるという点で非常にシンプルな手法であるにもかかわらず、将来の実現

リターンとの関連性の観点から、その有用性が相当程度大きいという結果は興味深いものであ

る。ただし、rPEは、その算定方法から、次期の経営者の純利益予想がマイナスの場合、資本
・・

コストの推定値自体も理論的には有り得ないマイナスを示すという欠点を有する。

一方、個別企業ごとにインプライド資本コストとインプライド期待成長率を同時逆算する手

法の場合、仮に次期の経営者の純利益予想がマイナスであっても、資本コストの推定値がマイ

ナスになるとは限らない。この推定手法には、次期の経営者の純利益予想だけでなく、期末の
・・

株主資本簿価も用いられているからである。いくつかの先行研究は、財務的に困窮した企業に

ついては、価値関連性（valuerelevance）が利益から簿価に移行することを明らかにしてい

る（BurgstahlerandDichev,1997;Barthetal.,1999;Collinsetal.,1999;薄井,1999）。こ

のように、財務的に困窮した企業の資本コストを推定する際には、次期の経営者の純利益予想
・・

にくわえて期末の株主資本簿価を用いた、個別企業ごとにインプライド資本コストとインプラ

イド期待成長率を同時逆算する手法を適用するほうがより望ましい可能性がある。本節では、

次期の経営者の純利益予想がマイナスを示すサブ・サンプル（1,353企業・年度）39）における
・・

rimpliedと将来の実現リターンの関連性を追加的に検証することで、この点を明らかにすること

を試みる。

表5は、サブ・サンプルを用いて、（12）式（PanelA）と（13）式（PanelB）をサンプル

期間全体（2008年～2013年）で推定した結果を示している。表3と同様に、t値は、年度ご

とにクラスター補正を行った標準誤差に基づいて算定されている。
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分析は以下の3パターンで行っている。1つ目は、サブ・サンプル全体（1,353企業・年度）

で（12）式および（13）式を推定したものである（表5上段）。結果を見ると、（12）式と（13）

式のいずれについてもrimpliedの係数はプラスに推定されているものの、統計的には非有意で

あることがわかる。ただし、サブ・サンプルからrimpliedがマイナスとなる企業を控除したサ

ンプル（989企業・年度）40）で（12）式と（13）式を再度推定した場合、いずれの式において

もrimpliedの係数が1％水準でプラス有意に推定されている（表5中段）41）。この結果は、次期
・・

の経営者の純利益予想がマイナスを示す企業を対象にした場合、その一部については、個別企
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表5 サブ・サンプルを用いた場合における（12）式および（13）式の推定結果

*:両側10％有意 **:両側5％有意 ***:両側1％有意
（注1）サンプルは、①と③については、2008年～2013年の所定の要件を満たす延べ1,353企業・年度で

ある。② については、この1,353企業・年度のうち、rimpliedがマイナスの企業を控除した989企
業・年度である。

（注2）従属変数のBHRは当年5月を開始月とする12ヶ月間のバイ・アンド・ホールド・リターンであ
る。① と② の独立変数rimpliedは（4）式を用いて同時逆算されたインプライド資本コストの推定
値、③の独立変数rPEは（11）式を用いて推定されたPEレシオベースの資本コストの推定値をそ
れぞれ示している。コントロール変数のΔepsは次期の純利益の実績値と年次決算発表で公表され
た経営者の次期の純利益予想値との差（当期末時価総額で基準化）、・rimpliedは当期から次期にかけ
てのrimpliedの変化分、・rPEは当期から次期にかけてのrPEの変化分をそれぞれ示している。

（注3）t値は、年度ごとにクラスター補正を行った標準誤差に基づいて算定されている。



業ごとに同時逆算されたインプライド資本コストと将来の実現リターンとの間にプラスの関連

性が存在することを示しており、事前の予想と整合的である。

最後に、rPEを用いてサブ・サンプル全体で（12）式と（13）式を推定した結果を検討する

（表5下段）。そもそもサブ・サンプルにおいて、rPEはすべて理論的には有り得ないマイナス

を示していることに注意する必要はあるが、ここではrimpliedとの比較検証のために分析を行っ

ている。結果を見ると、rPEの係数は、（12）式と（13）式のいずれについてもマイナス有意に

推定されていることがわかる42）。この結果は、資本コストの推定値と将来の実現リターンがプ

ラスの関連性を有するという事前の予想と合致しない。

以上の実証結果から、次期の経営者の純利益予想がマイナスを示す企業を対象にした場合で
・・

あっても、個別企業ごとに同時逆算されたインプライド資本コストの有用性は相対的に大きい

と言える。同時逆算手法には、次期の経営者の純利益予想だけでなく、期末の株主資本簿価が
・・

用いられる。仮に期末の株主資本簿価が、財務的に困窮した企業の資本コストを推定するうえ

で重要な役割を果たしているとすれば、当該企業の資本コストをより適切に把握するために同

時逆算手法を利用する意義は十分にあると考えられる。

5 おわりに

株式価値評価モデルの重要なドライバーである資本コストの推定手法は複数存在する。その

なかでどの推定手法を用いるのが最も有用なのか。本稿は、このリサーチ・クエスチョンを明

らかにするために、個別企業ごとにインプライド資本コストとインプライド期待成長率を同時

逆算する手法、CAPMあるいは3ファクター・モデルといった歴史的データに基づいて資本

コストを推定する手法、株式価値評価モデルからインプライド資本コストだけを逆算する手法
・・・

のなかで、どの推定手法が最も有用であるかを検証することを試みた。資本コストの有用性を

比較するために、本稿では、資本コストの推定値と将来の実現リターンとのプラスの関連性の

程度に着目した。

実証分析の結果、将来の実現リターンとのプラスの関連性が最も強いのは、個別企業ごとに

同時逆算されたインプライド資本コストであることが明らかとなった。これは、資本コストの

他の3つの推定手法と比較した場合、個別企業ごとに同時逆算されたインプライド資本コスト

の有用性が相対的に大きいことを証拠付けている。

本稿の実証結果はまた、株式価値評価モデルからインプライド資本コストだけを逆算する手
・・・

法も相当程度有用であることを示しているが、この手法は、その算定方法から、次期の経営者
・・

の純利益予想がマイナスの企業の資本コストが理論的に有り得ないマイナスに推定されるとい

う問題を抱えている。したがって、財務的に困窮した企業の資本コストを推定する際には、次
・

期の経営者の純利益予想にくわえて期末の株主資本簿価を用いた、個別企業ごとにインプライ
・

ド資本コストとインプライド期待成長率を同時逆算する手法を適用するほうがより望ましい可
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能性がある。追加的な分析の結果は、これを支持する証拠を提示している。

有用性が相対的に大きい資本コストの利用は、経営者にとって達成すべきROE水準のベン

チマークをより明確にすることに貢献する。また、株式価値評価の質的向上にもつながるであ

ろう。本稿の実証結果は、有用性が相対的に大きい個別企業ごとの同時逆算手法を用いること

で、これらのメリットを享受できる可能性があることを示している。

ただし、本稿では、資本コストの有用性の比較検証を将来の実現リターンとの関連性の観点

から行ったにすぎない。いくつかの先行研究では、それをリスクファクターとの関連性の観点

から検討している（GodeandMoranram,2003;Chenetal.,2004;BotosanandPlumlee,

2005;Botosanetal.,2011;後藤・北川,2010）。したがって、リスクファクターとの関連性の

観点から分析を行った場合であっても、本稿の実証結果が頑健性を有するのかを確認する必要

がある。さらに、資本コストの有用性を議論するうえで、他の推定手法との網羅的な比較検証

もまた重要な研究課題であると考える。

注

1）本稿では、株主資本コスト（costofequitycapital）を単に資本コスト（costofcapital）と表記する。

資本コストは、「企業側からすれば「株主を自社に引き止めておくために必要なコスト」であり、株主

側からすれば「自らが拠出した資本に対して、要求する利益率」を意味する」（後藤・北川,2010,407

頁）。

2）たとえば、Ohlson（1995,2001）、OhlsonandJuettner-Nauroth（2005）、OhlsonandGao（2006）

を参照されたい。

3）逆算に用いられる株式価値評価モデルには、たとえば、配当割引モデル（DDM:DividendDiscount

Model）（GordonandGordon,1997;BotosanandPlumlee,2002）、残余利益モデル（RIM:Residual

IncomeModel）（Gebhardtetal.,2001;ClausandThomas,2001）、異常利益成長モデル（AGEM:

AbnormalGrowthinEarningsModel）（GodeandMohanram,2003;Easton,2004;Ohlsonand

Juettner-Nauroth,2005）が挙げられる。これらのモデルを用いたインプライド資本コストの逆算手法

については石川（2013）を参照されたい。

4）近年、インプライド資本コストを用いた実証研究が数多く存在する。たとえば、企業のディスクロー

ジャー（Botosan,1997;BotosanandPlumlee,2002;Hail,2002;Francisetal.,2005;Espinosaand

Trombetta,2007;音川,2000;須田他,2004）、利益の質（Francisetal.,2004;McInnis,2010）、アナリ

ストあるいは経営者の予想情報の精度（Botosanetal.,2004;村宮,2005;音川・村宮,2006）、財務諸表

の修正再表示（HribarandJenkins,2004;Xuetal.,2006）、国際財務報告基準（IFRS:International

FinancialReportStandards）の適用（CuijpersandBuijink,2005;Daske,2006;Daskeetal.,2008,

2013;Li,2010;Kimetal.,2012;井上・石川,2014;井上・太田,2014）、企業の税金（Dhaliwaletal.,

2005,2006,2007）、監査（KhuranaandRaman,2004,2006;Hopeetal.,2009）、コーポレート・ガバ

ナンス（Chengetal.,2006;GuedhamiandMishra,2009）、投資戦略（Desrosiersetal.,2007;Esterer

andSchr�der,2014）、エージェンシー・コスト（Chenetal.,2010）、条件付き保守主義（Laraetal.,

2011）とインプライド資本コストの関連性が検証されている。

5）これらの先行研究の詳細については太田（2014）を参照されたい。また、資本コストの推定手法の有
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用性を判断する基準として、将来の実現リターンとの関連性に着目する方法以外にも、リスクファクター

との関連性に着目する方法が存在する（GodeandMohanram,2003;Chenetal.,2004;Botosanand

Plumlee,2005;Botosanetal.,2011;後藤・北川,2010）。先行研究では、リスクファクターとして、た

とえば、市場ベータ、アンシステマティック・リスク、レバレッジ、時価総額、簿価時価比率、長期の

期待成長率に関するアナリスト予想、利益の変動性が用いられている。

6）一般的に、期待成長率を事前に低く（高く）設定すると、インプライド資本コストも低く（高く）推

定される。

7）個別企業ごとにインプライド資本コストとインプライド期待成長率を同時逆算する手法として、Huang

etal.（2005）の手法以外にもOgnevaetal.（2007）で提示されたAGEMをベースとする手法が存在す

る。Ognevaetal.（2007）で提示された手法を用いてインプライド資本コストとインプライド期待成長

率を同時逆算するためには、2期先の経営者の純利益予想値が必要となるため、本稿では当該手法を用

いていない。

8）Huangetal.（2005,p.11）では、Em・・m・・0と仮定されている。

9）厳密には、em ・・m・Pmとして定義される（Huangetal.,2005,p.12）。また、Em・・m・・0と仮定さ

れている。

10）リスクフリー・レートは、米国では、通常、財務省短期証券（TreasuryBill）の1ヶ月物の利回りが

用いられる（FamaandFrench,1993）。一方、わが国の場合では、リスクフリー・レートとして10年

物国債利回りが用いられることが多い。したがって、本稿でも、リスクフリー・レートに10年物国債

利回りを用いることにする。

11）月次mにおいて次期の経営者の純利益予想値が公表されていない場合は、月次mで入手可能な最新

のデータで代用する。

12）Huangetal.（2005）は、1985年～2001年の所定の要件を満たす延べ22,445企業・年度の米国企業

サンプルを用いて実際に（4）式を推定した結果、サンプル期間における・0の平均値（中央値）が4％

（3％）、・1の平均値（中央値）が7％（6％）をそれぞれ示すことを明らかにしている。

13）投資家の期待リターンを説明するためにSMBやHMLを用いる理由については、Hubermanand

Kandel（1987）およびChanandChen（1991）の実証結果に基づいている（FamaandFrench,1997,p.

156）。

14）なお、（6）式あるいは（8）式を用いて得られる資本コストの推定値はすべて月次のものであるため、

分析には、それを12倍した年次の資本コストの推定値を用いる。

15）データベース（後述）から取得可能な1977年9月を開始月として3つのプレミアムの期待値を算定し

ている。たとえば、2013年5月におけるrCAPMの算定には、1977年9月～2013年5月（429ヶ月）の間

の429個の市場プレミアム（rM・rf）の平均値が用いられる。

16）CSRは、・DPSt・EPSt・・BPSt・として示される。なお、DPStはt期末における配当である。

17）具体的には、・agrt・EPSt・rDPSt・1・・1・r・EPSt・1・として算定される。

18）紙面の制約上、AGEMの詳細な導出方法については記載を省略している。この点については、Ohlson

andJuettner-Nauroth（2005）を参照されたい。

19）ここでは、2期先の予想データの利用が前提となっている点に注意を要する。本稿では、推定手法を

比較するうえでの公平性の確保の観点から、予測情報に次期の経営者の純利益予想のみを用いた以下の

（11）式からインプライド資本コストを逆算するために、この式の導出過程である（10）式を設定してい

る。

20）PEレシオは将来の利益成長がまったく考慮されていないことから、Easton（2004）は、PEレシオを
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短期の利益成長率で除したPEGレシオを用いたインプライド資本コストの逆算手法も提示している。

21）個別企業を示す添え字iについては記載を省略している。また、本稿の分析では、年度についてクラ

スター補正を行っているため、（12）式および（13）式に年度ダミーを追加していない。

22）Vuolteenaho（2002）の理論モデルを実証分析に適用した研究として、たとえば、EastonandMonahan

（2005）あるいはBotosanetal.（2011）を挙げることができる。本稿では、Botosanetal.（2011）が、

EastonandMonahan（2005）による将来のキャッシュ・フローに関するリターンの代理変数および将

来の割引率に関するリターンの代理変数の設定が適切ではないことを指摘していることを踏まえて（p.

1,086）、これらの代理変数の設定に関してBotosanetal.（2011）の手法を参考にすることにする。

23）厳密には、Botosanetal.（2011）は、将来のキャッシュ・フローに関するリターンの代理変数として

・epst・1にくわえて将来の予想株価（ValueLine社のデータ）と当期末株価の差異を、将来の割引率に

関するリターンの代理変数として次期末の市場ベータと当期末のそれとの差異および次期末のリスクフ

リー・レートと当期末のそれとの差異をそれぞれ用いている。前者については、筆者が将来の予想株価

に関するデータを取得することが不可能であることから、変数設定を行っていない。後者については、

同時逆算手法によるインプライド資本コストの比較対象として、本稿では、市場ベータとリスクフリー・

レートを必要とするCAPMおよび3ファクター・モデルの手法を用いているため、当期から次期の資

本コストの推定値の差異を将来の割引率に関するリターンの代理変数として設定した。

24）サンプル期間の開始年度を2008年と設定した理由は、本稿では、個別企業ごとのインプライド資本

コストの同時逆算に、次期の経営者利益予想に関する5年分（60ヶ月）のデータ（月次ベース）を必要

とするが、当該データが、中間決算と年次決算だけでなく、四半期決算あるいは業績予想修正に関する

ものまでデータベース（後述）に収録されているのが2003年度からであるためである。2002年度まで

は、当該データは、中間決算と年次決算の年2回しか収録されていなかった。

25）データベース（後述）から取得可能な期待プレミアム、規模プレミアム、簿価時価比率プレミアムに

関するデータが東証1部・2部上場企業を対象に算定されているため、本稿では、分析対象企業を東証

1部・2部上場企業に限定している。この理由について、久保田・竹原（2007）は「会計情報の硬度、株

価の信頼性、低流動性等の問題を考慮して、東証上場企業に限定すべきであると判断した」（6頁）と記

述している。

26）株主資本簿価がマイナスを示す企業は、異常値としてサンプルから控除する。

27）rimpliedがマイナスとなるのは1,030企業・年度、rCAPMがマイナスとなるのは3企業・年度、r3fがマ

イナスとなるのは1,545企業・年度、rPEがマイナスとなるのは1,353企業・年度である。とりわけ、

3ファクター・モデルを用いた場合、資本コストの推定値がマイナスとなる傾向が相対的に強いことが

伺える。この点については太田他（2012）でも指摘されている。

28）サンプル期間（2008年～2013年）の年度ごとにrimpliedとBHRt・1の相関関係を検証した場合、6期間

中4期間において両者はプラス相関する。また、リーマン・ショックの影響を考慮したサブ・サンプル

期間（2009年～2013年）における両者の相関係数もプラスを示すことを確認している（両側1％水準）。

29）サンプル期間（2008年～2013年）の年度ごとにrPEとBHRt・1の相関関係を検証した場合、6期間中

5期間において両者はプラス相関する。また、リーマン・ショックの影響を考慮したサブ・サンプル期

間（2009年～2013年）における両者の相関係数もプラスを示すことを確認している（両側1％水準）。

30）サンプル期間（2008年～2013年）の年度ごとにrCAPM（r3f）とBHRt・1の相関関係を検証した場合、両

者がプラス相関を示したのは6期間中1期間（6期間中2期間）である。また、リーマン・ショックの

影響を考慮したサブ・サンプル期間（2009年～2013年）におけるrCAPM（r3f）とBHRt・1の相関係数はマ

イナスを示すことを確認している（少なくとも両側10％水準）。
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31）本稿の以下では、リーマン・ショック（2008年9月）による株価下落の影響を考慮したサブ・サンプ

ル期間（2009年～2013年）における推定結果についても検討する。

32）太田（2013）は、企業数に比して年度数が少ないショート・パネル・データを用いた分析では、年度

に関してクラスター補正を行うことが重要であると指摘している。

33）サブ・サンプル期間（2009年～2013年）で推定した場合であっても、rCAPMおよびr3fの係数はプラス

有意に推定されない。

34）FamaandFrench（1997）は、CAPMあるいは3ファクター・モデルといった歴史的データに依拠

して得られる資本コストの推定値が不正確（imprecise）であると主張している（p.178）が、本稿の実

証結果はこの主張を裏付けているのかもしれない。

35）サブ・サンプル期間（2009年～2013年）で推定した場合であっても、rimpliedの係数はプラス有意に推

定される。

36）サブ・サンプル期間（2009年～2013年）で推定した場合であっても、rPEの係数はプラス有意に推定

されない。なお、表1を確認すると、rPEの最大値が2.9431と非常に大きくなっており、これが分析結

果に影響を及ぼした可能性がある。そこで、rPEを年度ごとに0から1までの数値に割り当てたランク

変数に変換した場合でも分析したが、同様の結果となった（他の資本コストの推定値についても同様）。

37）（13）式において、rPEの係数がプラス有意に推定されない年度の特徴として、rPEと・epst・1のマイ

ナス相関が強いことが挙げられる。すなわち、BHRとrPEの間に認められるプラスの関連性を・epst・1

が相殺している可能性があるのである。次期の経営者予想利益と次期利益の実績値が乖離するほど、両

者のマイナス相関は強くなるため、これが懸念される年度においてはrPEの有用性が相対的に低くなる

と考えられる。

38）年度ごとの係数の推定値をVWLS（VarianceWeightedLeastSquares）の手法を用いて結合した結

果、（12）式におけるrimpliedの係数はプラスに推定されたが、統計的には非有意であった。一方、（13）

式におけるrimpliedの係数は1％水準でプラス有意を示した（サブ・サンプル期間の場合、（12）式と（13）

式のいずれについてもrimpliedの係数の推定値はプラス有意を示す）。また、rPEの係数の推定値は、（12）

式と（13）式のいずれにおいても1％水準でプラス有意を示した（サブ・サンプル期間でも同様）。なお、

VWLSについては大日方（2013）を参照されたい。

39）2節における5つの抽出要件を満たすサンプル（8,621企業・年度）のうち、次期の経営者の純利益予
・・

想がマイナスを示すサンプルがこれに該当する。

40）このように、rimpliedがマイナスを示すサンプルも相当程度存在することには注意を要する。この点に

ついては、推定手法の検討も含め、今後の研究課題である。

41）サブ・サンプル期間（2009年～2013年）で推定した場合、rimpliedの係数は（12）式ではプラス有意に

推定されるものの、（13）式ではプラス非有意であった。

42）サブ・サンプル期間（2009年～2013年）で推定した場合であっても、rPEの係数はプラス有意に推定

されない。
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Theusefulnessofsimultaneouslybackcalculating

theimpliedcostofcapitalforindividualfirms

YuukiOhta

Summary

Thepurposeofthispaperistoevaluatetheusefulnessofthesimultaneous

backcalculationmethodinestimatingtheimpliedcostofcapitalforindividual

firms.Tothisend,twomethodsarecomparedandverified;themethodthatuses

historicaldatasuchasthecapitalassetpricingmodel（CAPM）orthethree

factormodeltoestimatethecostofcapital,andthemethodthatbackcalculates

theimpliedcostofcapitalusingonlyastockvaluationmodel.

Ananalysiswasconductedfrom asampleof5,011companiesinfiscalyears

2008to2013thatsatisfiedcertainrequirements.Accordingtotheanalysisre-

sults,theimpliedcostofcapitalestimatedusingthesimultaneousbackcalcula-

tionmethodwasreasonablystronglyandpositivelyrelatedtorealizedreturns.

Thissupportstheconclusionthattheusefulnessofthismethodforestimating

theimpliedcostofcapitaliscomparablysignificant.
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