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日本企業の積極的な海外進出が続いている。本稿では，日本の上場企業の海外拠点の事
業の拡大に注目し，海外拠点の資産規模（海外拠点資産比率）の違いで為替レートの変動
に伴う企業価値（PBR）の変動がどのように異なるのかを分析した。また，為替レートの
変動に伴う海外拠点のバランスシートや損益の変化が，関連する業績指標（自己資本・自
己資本比率，自己資本利益率（ROE））に及ぼすインパクトについても分析した。パネル
データによる推計結果からは，リーマンショック以前は海外拠点の資産規模の大きな企業
ほど輸出も多く行い，為替レートが円安に動けば企業価値は上昇する傾向がみられた。ま
た，リーマンショック後は，企業価値の上昇のインパクトはやや拡大するが，為替レート
が大きく円安に動いた状況と比較するとその程度は小さいことも確認された。一方，海外
拠点の資産規模の大きな企業ほど，為替レートの変動に伴う為替換算調整勘定の変動を経
由した自己資本・自己資本比率への影響は大きくなることが明らかとなった。また，為替
レートの変動が ROE に及ぼす影響をみると，為替レートが円安に動く場合，純損益の
ROE の引き上げ効果が大きいために ROE は上昇する傾向がみられた。ただし，この場合
は自己資本も増加するため，その引き上げ効果の一部が相殺されるという特徴もみられる。
これらの結果は，為替レートの変動が企業に及ぼす影響を検討する際には，輸出などの貿
易面だけではなく海外拠点が受ける影響の観点からも検討する必要があることを示唆して
いる。
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Ⅰ．はじめに
日本企業はグローバルな需要の取り込み，そ

輸出を行う企業は，この経験を踏まえて輸出

のための現地ニーズに合わせた商品開発，コス

面における為替レートの変動の影響を抑える対

ト低減など様々な理由で海外展開を積極化させ，

応を強めたとみられる。図 1 は日本政策投資銀

そのなかで海外拠点の事業を拡大させている。

行が毎年行っている設備投資計画調査に併せて

為替レートと海外拠点の活用の関係では，近

実施する特別アンケート―企業行動に関する意

年では 2008 年のリーマンショックや 2011 年の

識調査結果―（2013 年 6 月実施分）において，

東日本大震災後に急速に進んだ円高とその後に

製造業の企業に対して「国内からの輸出」では

加速した企業の海外拠点の事業の拡大が注目さ

なく「海外生産」を行う理由を質問した結果を

れたことが新しい。リーマンショックなどを契

示したものである。これをみると，「人件費等

機とした大規模な経済ショックは，日本からの

製造コストの低さ」「需要地への輸送コストの

輸出向けの需要の急減とともに，為替レートの

低さ」
「現地ニーズに合った商品の開発」に続

面では短期間で急速な円高をもたらして，日本

き「為替リスクの回避」がその理由として挙げ

企業の輸出における価格競争力は低下した。こ

られている。また，同調査の結果における中長

れに伴い特に輸出を行っていた製造業の企業で

期的な国内・海外の供給能力の見通しを図 2 で

は業績面で大きな打撃を受けたとみられる。

みると，2012 年以降は相対的に海外への投資

図1

国内からの輸出ではなく海外生産を行う理由（製造業）

出所：日本政策投資銀行「2013 年６月設備投資計画調査」に基づいて筆者作成
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図2

中長期的な国内・海外の供給能力（製造業）

出所：日本政策投資銀行「設備投資計画調査」に基づいて筆者作成

を強化する姿勢がみられる。海外で生産を行え

従って，為替レートが変化すると海外拠点の資

ば，輸出面における為替レートの変動に伴う業

産・負債や損益は変動し，企業の業績などにも

績の振れを抑えることができるため，輸出を行

相応のインパクトを及ぼすことが考えられる。

う日本企業の一部はこれを一つの目的として，

このように，為替レートの変動が企業に及ぼ

生産拠点などを国内から海外へシフトさせてい

す影響を検討するときには，輸出の動向だけに

ることが窺われる。

注目するのではなく，為替レートの動向を踏ま

一方，このアンケート結果にある通り，企業

えた海外拠点の展開の状況，また海外拠点自体

は輸出面における為替レートの変動の影響の抑

が受ける為替レートの変動の影響を考慮する必

制だけではなく，むしろ海外需要の取り込みや

要があると考えられる。

コストの削減などを目的として海外拠点の事業

本稿では上記のような問題意識に基づき，主

を拡大する。円安の局面で，輸出面の為替レー

に日本企業の海外拠点の拡大に注目して為替

トの変動の影響を抑制することをそれほど考慮

レートの変動が企業に及ぼす影響を分析する。

する必要がなく，海外拠点の事業も拡大させる

具体的には，①海外拠点の事業規模等の違いで

ならば，為替レートの変動が企業の業績などに

為替レートの変動が企業価値に及ぼす影響はど

及ぼす影響は小さくならない可能性もある。

のように異なるのか，②為替レートの変動が企

また，どのような目的であれ海外拠点の事業

業の海外拠点のバランスシートや損益に及ぼす
1）

を拡大すれば，海外拠点の資産や負債，また損

影響について，それらに関連する業績指標

益は大きくなることが想定される。これらは現

（連結ベースの自己資本・自己資本比率，自己

地通貨建てで計上されることが多いとみられる。

資本利益率（ROE））へのインパクトは海外拠

１）本論文では，特段の言及がない限り，業績等の指標については連結ベースの指標を指す。
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点の事業規模の違いでどのように異なるのか，

な影響を直接的に示すことは容易ではないが，

について実証的な分析を行うことを目的として

取得可能なデータをベースに上場企業のパネル

いる。

データを用いて実証的に分析するものである。

為替レートの変動が日本企業に及ぼす影響に

以下，第 2 節で企業の海外進出と為替レート・

ついては，輸出等の貿易面に注目して議論され

企業価値等との関係についての先行研究を概観

ることも多いとみられるが，企業の海外拠点の

した後，第 3 節で分析の視点や分析手法，第 4

拡大が進むなか，海外拠点の事業が企業価値や

節で分析に利用したデータについて述べる。第

企業業績等に及ぼす影響は今後さらに増してい

5 節で分析結果を説明し，第 6 節では結論につ

くことが考えられる。データの制約上このよう

いて述べることとする。

Ⅱ．先行研究
企業の海外拠点の事業の拡大と為替レートの

の関係について，ボラティリティが高まった際

関係性については，対外直接投資と為替レート

には海外拠点への投資が増加することを明らか

の変動等に注目した実証的な研究がみられる。

にしている。また，Sung and Lapan（2000）は，

先行研究では自国通貨が増価すれば対外直接投

リスク中立的な企業は，為替レートの動きが安

資は増加するという分析がみられ，その背景に

定している時は主に国内に拠点を設けるが，為

ついては大きく 2 つの要因により説明されてい

替レートのボラティリティが高まった場合には

る。1 つは自国通貨が増価すれば他国の賃金等

海外拠点を設けることでその影響の低減を図る

の生産要素の費用が相対的に低くなるというも

と指摘している。

のであり，もう 1 つは自国通貨が増価すると自

一方，企業の海外進出と企業のパフォーマン

国通貨の購買力が高まるために，資産取得など

スの関係性については，収益性や企業価値を

による海外拠点の拡大が容易になるというもの

扱った分析はあまりみられない。近藤・中浜・

である。相対的に他国の賃金等が低くなる点に

一瀬（2014）は，日本の上場企業の海外進出の

つ い て は，Cushman（1985，1987）
，Culem

積極化が収益力や企業価値に与える影響につい

（1988）などで示され，資産取得などが容易に

て実証的に分析し，企業が海外進出の程度を高

なるという点については，Klein and Rosengren

めることは連結ベースの収益力や企業価値にプ

（1994）などで実証的な分析が行われている。

ラスの効果を与えており，さらに，その効果が

また，海外拠点の拡大と為替レートのボラ

近年高まっていることを示している。なお，企

ティリティの関係についての実証的な研究も試

業の海外進出に関しては，収益性や企業価値と

みられている。自国通貨が大きく増価した場合，

の関係を分析したものではないが，海外進出の

自国から他国へ輸出している企業は損益等の業

有無を説明変数などとする研究がみられる一方

績面で大きな損失を被る。一方，海外に生産等

（Yamashita and Fukao（2010）
，Hijzen et

の拠点を設けた場合，海外拠点をフレキシブル

al.（2010）など），その程度を表す変数（海外

に活用することで，為替レートの変動に伴う損

拠点数，海外拠点資産／連結総資産など）を用

失 の 発 生 の 抑 制 を 図 る こ と が で き る。

いた研究は筆者の知る限り少ない。

Aizenman（1992）は，経済ショック等などが

為替レートの変動が企業価値に及ぼす影響に

起こった場合の為替レートのボラティリティと

関する先行研究は，小川・品田・岡本（2014）
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で包括的なサーベイが行われている。米国企業

企業の海外拠点の資産・負債などのバランス

を 中 心 と し た Jorion（1990），Bodnar and

シートの為替レートの変動による影響は，後述

Gentry（1993），Bartov and Bodnar（1994）

するように財務諸表上は為替換算調整勘定とい

などの研究があり，分析の共通した結果として

う会計項目でとらえることができ，為替換算調

為替レートの企業価値に与える影響は限定的で

整勘定は財務諸表上は純資産及び包括利益に含

あると指摘している。一方，日本企業を扱った

まれる。為替換算調整勘定に関する先行研究で

分 析 で は， 馬 場・ 深 尾・ 佐 々 木（1997），He

は，包括利益と株価の関連性についての研究が

and Na（1998）
，小川・品田・岡本（2014）な

みられる。また，為替換算調整勘定や損益が関

どがある。馬場・深尾・佐々木（1997）では日

連する業績指標（自己資本・自己資本比率，

本の電気機械産業を中心とした分析を行い，円

ROE）に関するインパクトを，海外進出の程

高局面では為替レートの変動が輸出依存度の高

度も踏まえて分析した研究は，筆者が知る限り

い企業の株価を引き下げる一方，海外進出度の

みられない。

高い企業の株価を引き上げる効果があり，円安

先行研究を踏まえた本稿の分析の特徴は主に

局面ではその逆の効果があることを示してい

2 つある。1 つは，企業の海外進出，企業価値

る。また，He and Na（1998）では，一定割合

及び為替レートの関係を統一的に扱い，海外進

の日本企業で株価収益率が為替レートの変動の

出について海外拠点の設置の有無などではなく

影響を受けることを明らかにしている。

その程度を踏まえて，為替レートの変動が企業

企業の海外進出と企業価値の関係を扱った分

価値に及ぼす影響を分析している点である。ま

析があまりみられないなか，さらに為替レート

た，もう 1 つは，同様の分析手法により為替レー

との関係性も扱った日本企業に関する分析は，

トの変動が海外拠点の資産や負債等のバランス

馬場・深尾・佐々木（1997），小川・品田・岡

シート，損益に及ぼす影響そのものに注目した

本（2014）などで行われている。小川・品田・

分析を行っている点である。その影響を直接把

岡本（2014）は，2000 年代以降の日本企業の

握できる為替換算調整勘定等を用いて，企業の

為替レートの変動への対処と企業価値との関係

重要な業績指標である自己資本・自己資本比率

について，近年のデータを用いて時系列・パネ

や ROE へのインパクトを検討している点が特

ルデータで分析している。生産・販売体制の国

徴となっている。

際化や財務運営面における対応に着目し，企業
価値として株価純資産倍率（PBR）を用いて日
本の上場企業を対象とした実証分析を行い，日
本国内から海外に輸出する企業は海外現地法人
を設けて対応している企業と比較しても為替
レートの変動が企業価値に有意に影響を及ぼし
ていることを明らかにしている。一方，海外の
生産・販売拠点の設立により為替レートの変動
が企業価値に与える影響を抑制する傾向はみら
れたものの，その影響を完全には抑えられてい
ないと指摘している。また，為替予約やデリバ
ティブ取引，外貨建債券発行など為替レートの
変動を抑制するための財務運営面の対応につい
て，全体としては企業価値を高めるような効果
がみられなかったことも示している。
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Ⅲ．分析の視点と分析手法
Ⅲ－１．分析の視点

わらず，2011 年以降は為替レートの変動が企

先行研究でみたように，為替レートが増価し
たりボラティリティが高まったりする場合に，

業価値に及ぼす影響は大きく変化していない可
能性も考えられる。

企業が為替レートの変動に伴う輸出面の業績の

これらを踏まえて以下について実証的に分析

振れを抑制するために海外拠点を拡大すれば，

する。

海外拠点の事業規模の大きな企業ほど為替レー

分析 1：

トの変動が企業価値に及ぼす影響は小さくなる

・為替レートの変動が企業価値に及ぼす影響

可能性がある。ただし，海外拠点自身が受ける

は，海外拠点の事業規模や輸出規模に応じ

為替レートの変動の影響も考慮する必要がある。

てどのように異なるか。

一方，例えば世界経済の成長が高まり海外需

・為替レートが大きく円高に動く前の期間と

要を積極的に開拓する環境にあれば，為替レー

その後の期間で，為替レートの変動が企業

トが減価する場合にも企業は輸出のほか海外拠

価値に及ぼす影響はどのように変化してい

点も拡大する戦略を取ることが考えられる。こ

るか。

の場合，海外拠点の事業及び輸出の両面から，

海外拠点の規模が大きくなるとその資産や負

為替レートの変動が企業価値に及ぼす影響は大

債，また損益が拡大する。これらは現地通貨建

きくなる可能性がある。

てで計上されることが多いとみられることか

日本の 2000 年以降リーマンショックが起き

ら，円貨に換算すると為替レートの変動の影響

た 2008 年前後までをみると，図 3 のように為

を受ける。このうち海外拠点のバランスシート

替レートは趨勢として円安基調で推移してき

の変動の影響は，財務諸表上累積ベースで為替

た。世界経済も堅調な成長が続くなかで海外の

換算調整勘定という科目で捉えることができ，

需要を積極的に開拓していく環境にあった。日

外貨建てで表示されている在外子会社等のバラ

本企業は円安のメリットを活かして輸出を拡大

ンスシートを円貨の連結決算に組み込む際に発

させる一方，輸出面における為替レートの変動

生してくる。具体的には，決算時の為替レート

の影響の抑制はそれほど考慮せずに，海外拠点

で換算される海外拠点の資産及び負債項目の円

の事業の拡大も推し進めてきた可能性も考えら

貨額と資本の拠出時または損益等の発生時の為

れる。

替レートで換算される資本項目の円貨額の差額

一方，2011 年以降為替レートは大きく円安

が累積して計上されるものである。これにより，

に動くなかで，企業は引き続き海外拠点の拡大

当期の為替レートの変動に伴う海外拠点のバラ

を推し進めている。この背景の 1 つには，問題

ンスシートの概ねの変動額が，為替換算調整勘

意識や先行研究で触れたように，為替レートが

定の変動額で把握することができる。

短期間で大きく円高に動いた状況を踏まえて，

為替換算調整勘定は自己資本を構成する項目

主に輸出面における為替レートの変動の影響を

で，為替レートが変動して為替換算調整勘定が

抑えることがあったとみられる。為替レートの

動くと自己資本及び自己資本比率が変動する。

変動の影響を抑えるために輸出に代えて海外拠

すなわち，一般的に円安局面では円貨建ての資

点の活用を積極化させていく戦略を取るなら

産が膨らむ効果で，為替換算調整勘定を経由し

ば，為替レートが大きく円安に動いたにもかか

て自己資本が増加して自己資本比率は上昇す
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図３

実質実効・名目実効為替レートの推移

出所：日本銀行の実効為替レートのデータより筆者作成

る。逆に円高局面では円貨建ての資産が縮小し，

効活用できない場合は株主還元も含めた対応を

自己資本が減少して自己資本比率が低下する。

期 待 する。このような考えのもと，一 般 的に

この影響の程度は，海外拠点が拡大するほど大

ROE は最低限資本コストを超える水準を目標に

きくなり，企業の財務状況の健全性を示す指標

すべきとの考えが共通の認識となっている。一方，

である自己資本や自己資本比率に相応のインパ

国際比較をすると，日本企業の ROE は最近やや

クトを及ぼしている可能性がある。また，為替

上昇しているものの長期的には低水準を続けるほ

換算調整勘定はストックの指標であり，毎期の

か，企業間のばらつきも少なく低位集中傾向にあ

インパクトは累積的に蓄積する。このため，リー

るとされる。ROE は「当期純損益／当期自己資本」

マンショック以降大きく円高が進んだ局面で

で計算され，為替換算調整勘定が動くと自己資

は，自己資本の減少や自己資本比率の低下に相

本を通じて ROE も変動する。また，純損益も為

応のインパクトが及んでいる可能性がある。

替レートの変動の影響を受けるため，純損益の変

また，自己資本に関連して近年注目を集めてい

動を通じて ROE も変動する。これらの影響は海

る企業の業績指標に自己資本利益率（ROE）が

外拠点が拡大するほど大きくなり，ROE へのイ

ある。経済産業省が公表した「持続的成長への

ンパクトも大きくなっている可能性がある。

競争力とインセンティブ～企業と投資家の望まし

これらを踏まえて以下について実証的に分析

い関係構築～」プロジェクト報告書（通称「伊

する。

藤レポート」
）でも指摘されるように，近年 ROE

分析 2：

は企業業績の重要な指標の一つとして投資家な

・為 替レートの変動が海外拠点のバランス

どに活用されている。一般的に投資家は，企業

シートや損益を通じて自己資本・自己資本

が内部留保を再投資して成長することを求め，有

比率や ROE に及ぼす影響は，海外拠点の
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事業規模によりどのように異なるか。

外拠点の事業規模に応じて分類した企業グルー
プ毎に把握することが主な分析の手法である。

Ⅲ－２．分析の手法

（分析 2）

（分析 1）

分析の視点でも述べた通り，海外拠点のバラ

為替レートの変動が企業に及ぼす影響につい

ンスシートを円貨換算するときの為替レートの

て，企業価値の観点から分析を行う。小川・品

変動の影響は為替換算調整勘定の変動額で把握

田・岡本（2014）で扱われているモデルを参考

でき，自己資本の変動における為替換算調整勘

にして以下の実証モデルをベースに分析を行う。

定及びその他の要因の寄与について，前年度の

Vi,t＝β0＋β1・Ｖm,t＋β2・FXt＋γ・
j Αj,i,t＋εi,t

自己資本を基準としたインパクトを計測する。



（１）

また，自己資本比率に対するインパクトも検

但し，被説明変数に企業価値を表す各企業

討する。自己資本比率は「自己資本／総資産」

（i）の株価純資産倍率（PBR）（Vi）を置いて

であり，当期自己資本比率と為替換算調整勘定

いる。また，説明変数には，分析対象企業全体

の変動額を除いて計算される自己資本比率との

の企業価値 PBR を表す（Vm），名目実効為替

差をみることで，為替換算調整勘定の変動額が

レートまたは実質実効為替レートを表す

自己資本比率に及ぼす影響を把握することがで

（FX），総資産利益率（ROA，経常損益／総資

きる。このもとで，分析 1 で設定する海外拠点

産）や負債比率（有利子負債／総資産）を表す

の事業規模に応じて分類される企業グループ毎

企業（i）ごとのコントロール変数群（Αj，j ＝

でインパクトが異なるのかを把握するととも

1，2，3，…）を置いている。先行研究でも扱わ

に，為替レートが大きく円高に動いた 2007 年

れているように，各企業の企業価値の変動を分

度～2011 年度における毎年度及び累積的なイ

析対象企業全体の企業価値の変動とそれ以外の

ンパクトの程度についても検討する。

要因による変動に分け，後者のうち為替レート

次に為替レートの変動が ROE に及ぼす影響

の変動による影響を係数β2 で把握するもので

について検討する。まず，先行研究で扱われて

ある。この為替レートに係る係数は，先行研究

いるモデルを参考にして，以下の実証モデルで

では為替エクスポージャーとして定義されてい

分析を行う。
・
ROEi,t＝β0＋β・
1 FXt＋γ
j Αj,i,t＋εi,t

るが，その係数の符号や大小によって為替レー

（２）

但 し， 被 説 明 変 数 に 各 企 業（i） の ROE

トの変動が企業価値に及ぼすインパクトを把握

（ROEi）を置いている。説明変数には，先行

しようとするものである。
企業価値は，株価に関連するデータとして「株

研究を参考にして，名目実効為替レートを表す

価純資産倍率（PBR）＝株価／1 株当たりの純資

（FX），また，海外法人の持ち株比率，総資産

産額」により算出している。対象企業は，東京

（自然対数），売上高伸び率，負債比率を表す

証券取引所，大阪証券取引所，名古屋証券取引

企業（i）ごとのコントロール変数群（Αj, j ＝

所に上場する金融・保険業を除く全産業に属す

1，2，3）を置いている。ROE は「当期純損益／

る企業を対象としており，そのなかで後述する

当期自己資本」により算出し，為替レートは日

通り国内拠点・海外拠点別の資産のデータを継

本銀行が BIS 基準に基づいて公表している名

続して取得できる企業に絞り込んで分析を行っ

目実効為替レートを利用している。このもとで，

ている。また，為替レートについては，日本銀

分析 1 と同様に為替レートに係る係数β1 の符

行が BIS 基準に基づいて公表している実質実

号や大小によって為替レートの変動が ROE に

効為替レート及び名目実効為替レートを利用し

及ぼすインパクトを把握しようとするものであ

ている。

る。そして，この為替エクスポージャーを海外

こうして把握できる為替エクスポージャーを海

拠点の事業規模に応じて分類した企業グループ
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毎に把握する。

「為替換算調整勘定の変動額／今年度の自己資

為替換算調整勘定の変動額が自己資本を通じ

本」は（３）のモデル式の説明変数であること

て ROE に及ぼす影響ついて以下の実証モデル

から，（３）及び（４）のモデル式の推計によ

で検討する。

り，為替レートの変動が為替換算調整勘定及び

ROEDi,t＝β0＋β1・FTAi,t＋εi,t

（３）

但し，被説明変数の（ROEDi）は，各企業

自己資本を経由して ROE の変化に及ぼすイン
パクトを把握することができる。

（i）の前年度 ROE ×（為替換算調整勘定の変

また，当期自己資本において為替換算調整勘

動額／今年度の自己資本）で計測する，ROE の

定の変動額を除いて計算される ROE との差を

前年度と今年度の差における為替換算調整勘定

み る こ と で， 為 替 換 算 調 整 勘 定 の 変 動 額 が

の 変 動 額 の 寄 与 を 表 し て い る。 説 明 変 数 の

ROE に及ぼす影響を簡易的に把握する。円安

（FTAi）は，各企業（i）の「為替換算調整勘

になると為替換算調整勘定を経由して自己資本

定の変動額／今年度の自己資本」を表している。

は膨らむことが想定されるが，これは ROE を

為替換算調整勘定は為替レートが変化して変

低下させる方向に働く。従って，為替レートが

動することから，為替レートの変化率に対する

大きく円安に動いた 2011 年度以降における毎

「為替換算調整勘定の変動額／今年度の自己資

年度及び累積的なインパクトを，分析 1 で設定

本」の感応度を以下のモデル式で把握する。

する海外拠点の事業規模による企業グループ毎

FTAi,t＝β0＋β1・FXCt＋εi,t

（４）

に検討する。

但し，被説明変数の（FTAi）は，各企業（i）

以上のような手法を用いて，為替レートの変

の「為替換算調整勘定の変動額／今年度の自己

動が自己資本・自己資本比率及び ROE に及ぼ

資本」を，説明変数の（FXC）は名目実効為

す影響を把握することが，分析の基本的なフ

替レートの変化率を表している。

レームワークとなる。

Ⅳ．利用するデータ
本稿の分析では，日本企業の業績や海外拠点

算 出 し て い る。 た だ し， セ グ メ ン ト 情 報 は

の事業規模や輸出規模などを示すデータとし

2010 年度以降は概ねの企業で表示項目が簡素

て，日本の上場企業の財務諸表のデータが収録

化され，海外拠点の総資産などの項目は総じて

されている日本政策投資銀行「財務データバン

開示されなくなっている。従って，海外拠点の

ク」を主に利用している。分析では海外拠点の

事業規模や輸出規模を用いる分析は，主にこれ

事業規模や輸出規模の把握が一つのポイントと

らのデータが取得できる 2009 年度までのデー

なるが，これらのデータは有価証券報告書のセ

タを利用して行っている。

グメント情報で把握でき，業種別及び国内・海

為替レートについては，日本銀行が公表して

外の地域別に主に売上高，営業利益，総資産な

いる実質実効為替レート，名目実効為替レート

どが開示されている。国内・海外別のセグメン

を用いている。

ト情報から海外拠点の資産・売上高を取得でき，

為替レートの変動が企業に及ぼす影響の把握

概算となるが日本からの輸出売上高も把握でき

において，企業価値については株価をベースに

る。これらにより海外拠点の事業規模や輸出規

した指標である株価純資産倍率（PBR）を算出

模によるグループ化のために必要となる指標を

し，算出にあたって必要となる株価のデータは，
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日 本 経 済 新 聞 社「NEEDS-FinancialQUEST」

務データバンク」から取得し，加工することで

を用いている。また，ROA，ROE などの指標は，

作成している。

各指標を構成する項目を日本政策投資銀行「財

Ⅴ．分析結果
Ⅴ－１．為替レートの変動が企業価値に及ぼす

プ毎に一定の企業数を確保する観点やグループ

影響

毎の企業数の分布も踏まえて，海外拠点資産比

まず分析 1 の分析結果について検討を行う。

率を① 0％以上 20％未満，② 20％以上 40％未

分析 1 では，為替レートの変動が企業価値に及

満，③ 40％以上，の 3 グループに分類して分

ぼす影響について，海外拠点の事業規模に着目

析を行う。

することが分析のベースとなる。海外拠点の事

また，輸出規模に関する指標の導入について

業規模を示す指標としては，その資産や売上な

は，セグメント情報において日本から海外への

どが考えられるが，ここでは毎期の業績に左右

輸出売上高と在外子会社などの現地国における

されないストックベースの指標として資産を用

売上高や現地国から別の国への輸出売上高を合

いる。

計した「海外売上高」が開示されている。海外

海外拠点の資産規模に関するデータは，前節

子会社等の売上高は同じくセグメント情報の

でも述べた通り有価証券報告書のセグメント情

「在外売上高」に計上されるため，概算ではあ

報で把握できる。所在地別のセグメント情報か

るが「海外売上高」から「在外売上高」を差し

ら，海外拠点の総資産のデータが取得できるた

引けば，各企業の日本からの輸出売上高を把握

め，海外拠点の資産規模を示す指標として，「海

することができる。こうすると，輸出規模に関

外拠点資産比率＝海外拠点の総資産／連結総資

する指標として，「輸出売上高比率＝（海外売上

産」を設けることができる。ただし，企業会計

高－在外拠点の売上高）／連結売上高」を導入す

審議会が定める「セグメント情報の開示基準」

ることができる。

では，原則的に海外拠点の売上高が連結ベース

そこで，まず海外拠点資産比率で分類した各

の総売上高の 10％以上を占める場合に開示す

企業グループ毎に，実証モデル（１）を用いて

ることが定められているために，この条件のも

為替エクスポージャーを推計する。推計期間は

とでセグメント情報を開示している企業が本分

1999 年度から 2009 年度までとし，固定効果モ

析の対象企業となる。また，開示形式の簡素化

デルに基づくパネル分析を行う。

により，海外拠点の総資産のデータを取得でき

表 1 は，1999 年度～2009 年度及び 2010 年度

るのは，概ねの企業で 2009 年度の決算期まで

～2015 年度のパネルデータの記述統計を掲げ

となっている。従って，1999 年度から 2009 年

ている。各指標の平均や分散をみると，ややば

度まで継続してデータを取得できる企業を分析

らつきが大きいデータもみられる。また，実証

の対象としている。

分析で使用する変数間の相関では，概ねの説明

こうして海外拠点資産比率を導入すると，そ

変数間で高い相関を持つものは確認されない

の規模の大小で企業をグループ化することがで

が，為替レート（FX）と分析対象企業全体の

きる。グループ化を行うための基準年は直近で

PBR（PBR_M）の説明変数間など比較的高い

データを取得できる 2009 年度とし，企業グルー

相関を有しているものもみられる。
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表 2 は，海外拠点の資産規模で分類した①～

場合には，海外拠点に加えて輸出の状況も踏ま

③の企業グループ毎に，実証モデル（１）に基

えて検討する必要がある。海外拠点資産比率に

づき推計を行った結果を示している。分析対象

加えて輸出規模を示す輸出売上高比率も併せて

企 業 全 体 の PBR（PBR_M） の 係 数 は 正 と な

みることで，為替レートの変動が企業価値に及

り， そ の 水 準 を み る と 各 企 業 の 企 業 価 値

ぼす影響を検討する。図 4 は，①～③の各企業

（PBR）は分析対象企業全体の PBR（PBR_M）

グループの輸出売上高比率の推計期間における

と比較的強い相関のもと変動する結果となって

トレンドを示している。これをみると，各企業

いる。

グループとも輸出売上高比率は上昇基調で推移

一方，為替エクスポージャーである実質実効

しているが，海外拠点資産比率の高い企業グ

為替レート（REER）の係数をみると，海外拠

ループほど輸出売上高比率が大きくなってい

点資産比率が① 0％以上 20％未満の企業グルー

る。つまり，推計対象期間では，海外拠点の資

プでは正となっているが，② 20％以上 40％未

産規模の大きい企業ほど総じて輸出も多く行っ

満及び③ 40％以上の企業グループでは負とな

ており，企業は海外展開において海外拠点の拡

り為替レートが円安方向に動くと企業価値

大と並行して輸出も拡大させてきたことが窺わ

（PBR）が上昇する結果となっている。一方，

れる。対象期間において為替レートは趨勢とし

為替エクスポージャーの水準を比較すると，海

て円安基調で推移するなか，企業は輸出面にお

外拠点資産比率の大きい企業グループほど係数

ける為替レートの変動の影響の抑制をそれほど

のマイナス幅が大きくなっている。名目実効為

考慮せずに海外拠点を拡大させてきたことも考

替レート（NEER）を用いた場合の結果も併せ

えられる。結果として，海外拠点の資産規模の

て示しているが，概ね同様の結果となっている。

大きな企業ほど，海外拠点の事業と輸出の両面

為替レートの変動が企業に及ぼす影響をみる

から，為替レートの変動が企業価値に及ぼす影

表１

基本統計量（1999 年度～2009 年度）

変数
PBR（株価純資産倍率）
PBR_M（分析対象企業全体の PBR）
REER（実質実効為替レート）
NEER（名目実効為替レート）
ROA（経常損益／総資産）
DEBT（有利子負債／総資産）

平均値

標準偏差

最小値

最大値

1.35
1.94
86.88
92.57
5.51
16.27

1.12
0.56
12.73
11.76
3.73
14.57

0.22
1.39
69.98
76.10
－15.78
0.00

14.57
   2.81
102.33
108.73
24.29
79.83

企業数：345 社

基本統計量（2010 年度～2015 年度）
変数
PBR（株価純資産倍率）
PBR_M（分析対象企業全体の PBR）
REER（実質実効為替レート）
NEER（名目実効為替レート）
ROA（経常損益／総資産）
DEBT（有利子負債／総資産）

平均値

標準偏差

最小値

最大値

   1.55
   1.95
102.64
86.50
   5.52
19.19

1.32
0.40
12.06
5.45
4.61
15.62

0.00
1.39
82.61
75.48
－18.68
0.00

35.53
   2.53
126.80
100.00
31.60
86.14

企業数：341 社
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表２

実証モデル（１）の推計結果：被説明変数 PBR（1999 年度～2009 年度）
海外拠点資産比率
0%以上 20%未満

海外拠点資産比率
20%以上 40%未満

＊＊＊
0.458（0.053）

PBR_M（分析対象企業全体の PBR）

＊＊＊
0.441（0.033）

＊＊＊

REER（実質実効為替レート）

0.005（0.002）

NEER（名目実効為替レート）
ROA（経常損益／総資産）

―
＊＊＊
0.078（0.007）

DEBT（有利子負債／総資産）

＊＊＊
－0.013（0.004）

－0.002（0.001）
―

―

＊＊＊
0.077（0.004）

＊＊＊
0.114（0.013）
＊＊＊
0.027（0.008）

－0.002（0.003）

＊＊

＊＊＊

－0.368（0.188）

企業数
決定係数

＊＊＊
0.697（0.115）

＊

－0.003（0.003）

C（定数項）

海外拠点資産比率
40%以上

＊
0.679（0.454）

0.460（0.123）

115
0.24

156
0.32

74
0.16

（注）１ 固定効果モデルにより推計。
２ （ ）内は標準偏差。＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ１%，５%，10%水準で有意であることを示す。

海外拠点資産比率
0%以上 20%未満
PBR_M（分析対象企業全体の PBR）

＊＊＊
0.708（0.057）

REER（実質実効為替レート）
NEER（名目実効為替レート）

―
0.002（0.004）

DEBT（有利子負債／総資産）
C（定数項）

海外拠点資産比率
20%以上 40%未満
＊＊＊
0.571（0.038）

＊＊＊
0.698（0.130）

―
＊
－0.005（0.003）

―
＊＊＊
－0.024（0.010）

＊＊＊
－0.014（0.003）
0.043（0.419）

＊＊＊
－0.018（0.002）
＊＊＊
1.162（0.283）

115
0.15

156
0.20

企業数
決定係数

海外拠点資産比率
40%以上

－0.008（0.007）
＊＊＊
2.967（0.946）

74
0.08

（注）１ 固定効果モデルにより推計。
２ （ ）内は標準偏差。＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ１%，５%，10%水準で有意であることを示す。

図４

輸出売上高比率の推移（海外拠点資産比率別）

（％）
29
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19
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15
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

（年度）

- 69 -

企業の海外進出と為替レートの変動の影響

Ⅴ－２．為替レートの変動が自己資本・自己資

響は大きくなっていた可能性も考えられる。

本比率と ROE に及ぼす影響

次に，為替レートの変動が企業価値に及ぼす
影響を 2010 年度以降の期間と比較するため，

次に，分析 2 の分析結果について検討する。

2010 年度～2015 年度を対象期間とする為替エ

図 5 は，自己資本の変動における為替換算調整

クスポージャーの推計を行う。

勘定及びその他の要因の寄与について，前年度

表 3 は，分析対象企業全体についての両対象

の自己資本を基準としたインパクトを示したも

期間の推計結果を示したものである。これをみ

のである。これをみてまずわかることは，海外

ると，両対象期間で為替エクスポージャーは負

拠点資産比率の高い企業グループほど，為替換

であり，その水準は 2010 年度～2015 年度でや

算調整勘定の変動額が自己資本に及ぼすインパ

や拡大している。一方，この期間為替レートが

クトが大きくなっているということである。ま

大きく円安に動いた状況を踏まえると，その水

た，円安・円高のサイクルが続く局面における

準は大きくは変化していない。企業によっては

インパクトは累積では小さいが，2007 年度～

輸出面の為替レートの変動の影響の抑制も踏ま

2011 年度や 2012 年度以降のように大きく円高

えて海外拠点を拡大したため，為替エクスポー

や円安が進む局面では，自己資本の変動に占め

ジャーの変動が抑えられている可能性も考えら

る為替換算調整勘定の変動額の寄与が大きく，

れる。

累積でも相応のインパクトが及んでいる。図 6
で 2007 年度～2011 年度における毎年度と 2007
年度を起点とした累積のインパクトをみると，
海外拠点資産比率 40％以上の企業グループで
表３

実証モデル（１）の推計結果：被説明変数 PBR
1999 年度～2009 年度

PBR_M（分析対象企業全体の PBR）
REER（実質実効為替レート）

＊＊＊

0.493（0.034）

＊＊
－0.003（0.001）

NEER（名目実効為替レート）
ROA（経常損益／総資産）

―
＊＊＊
0.087（0.004）

DEBT（有利子負債／総資産）
C（定数項）

＊＊
0.005（0.002）
＊＊
0.293（0.126）

企業数
決定係数

345
0.21

2010 年度～2015 年度
＊＊
0.281（0.071）
＊＊
－0.006（0.003）

―
＊＊＊
0.065（0.006）

－0.002（0.003）
＊＊＊
1.060（0.399）

341
0.26

（注）１ 固定効果モデルにより推計。
２ （ ）内は標準偏差。＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ１%，５%，10%水準で有意であることを示す。

1999 年度～2009 年度
PBR_M（分析対象企業全体の PBR）
REER（実質実効為替レート）
NEER（名目実効為替レート）
DEBT（有利子負債／総資産）
C（定数項）
企業数
決定係数

＊＊＊

0.643（0.038）
―
＊＊＊
－0.007（0.003）
＊＊＊
－0.014（0.002）
＊＊＊
1.198（0.279）
345
0.12

2010 年度～2015 年度
＊＊＊
0.239（0.080）
―
＊＊＊
－0.011（0.004）
＊＊＊
－0.009（0.003）
＊＊＊
2.068（0.500）
341
0.22

（注）１ 固定効果モデルにより推計。
２ （ ）内は標準偏差。＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ１%，５%，10%水準で有意であることを示す。
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は 累 積 で 自 己 資 本 が 約 15 ％ 毀 損 す る 結 果 と

率の水準別に分類したときの各企業グループへ

なっている。

の影響について，毎年度と 2007 年度を起点と

図 7 は，為替換算調整勘定の変動額が自己資

した累積のインパクトを示したものである。こ

本比率に及ぼすインパクトを示したものであ

れをみると，自己資本比率の高い企業グループ

る。自己資本への影響と同様に，海外拠点資産

ほどインパクトは大きくなるが，自己資本比率

比率の高い企業グループほど自己資本比率に及

60 ％ 以 上 の 企 業 グ ル ー プ で は，2007 年 度 ～

ぶ影響は大きく，毎年度及び累積的なインパク

2011 年度の累積で約 10％自己資本比率が低下

トの傾向についても同様の傾向がみられる。海

する結果となっている。

外拠点資産比率 40％以上の企業グループでは，

次に，ROE の分析結果について検討する。

2007 年度～2011 年度で累積で自己資本比率が

表 4 及び表 5 は，海外拠点の資産規模で分類し

5％超低下している。また，図 8 は自己資本比

た ① ～ ③ の 企 業 グ ル ー プ 毎 に， 実 証 モ デ ル

率への負のインパクトが最も大きい海外拠点資

（２）に基づき推計を行った基本統計量と分析

産比率 40％以上の企業グループを自己資本比

結果を示している。コントロール変数の符号な

図５

自己資本の変動に占める為替換算調整勘定の変動額のインパクト
（前年度の自己資本を基準としたインパクト）

（注）１
２

海外拠点資産比率

海外拠点資産比率

海外拠点資産比率

40%以上

20％以上 40%未満

0％以上 20%未満

企業数：（40％以上）56 社
毎年度のインパクト。

図６

（20%以上 40%未満）154 社

（0%以上 20%未満）111 社。

前年度の自己資本を基準としたときの為替換算調整勘定の変動額のインパクト
（2007 年度～2011 年度）

（注）１
２

海外拠点資産比率

海外拠点資産比率

海外拠点資産比率

40%以上

20％以上 40%未満

0％以上 20%未満

企業数：（40％以上）56 社 （20%以上 40%未満）154 社 （0%以上 20%未満）111 社。
累積のインパクトは，2007 年度からの累積のインパクト。
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図７

為替換算調整勘定の変動額が自己資本比率に及ぼすインパクト
（海外拠点資産比率別）

（注）１
２

海外拠点資産比率

海外拠点資産比率

海外拠点資産比率

40%以上

20％以上 40%未満

0％以上 20%未満

企業数：（40％以上）56 社 （20%以上 40%未満）154 社 （0%以上 20%未満）111 社。
累積のインパクトは，2001 年度からの累積のインパクト。

図８

為替換算調整勘定の変動額が自己資本比率に及ぼすインパクト
（海外拠点資産比率 40% 以上）

（注）１
２

自己資本比率

自己資本比率

自己資本比率

60%以上

40%以上 60%未満

0%以上 40%未満

企業数：（60％以上）27 社 （40%以上 60%未満）21 社 （40%未満）8 社。
累積のインパクトは，2007 年度からの累積のインパクト。

どをみると，先行研究の結果と比較しても整合

分析対象としているため，輸入の影響はあるも

的な結果となっている。また，為替エクスポー

のの為替レートが円安に動けば純損益は総じて

ジャーである名目実効為替レート（NEER）の

増加することも想定される。また，ROE の分

係数をみると，各企業グループで負となり，為

母（自己資本）が為替レートの変動の影響を受

替レートが円安方向に動くと ROE は上昇する

ける要因は，主なものとしては海外拠点のバラ

結果となっている。ROE の分子（純損益）が

ンスシート及び自己資本に組み込まれる一部の

為替レートの変動の影響を受ける要因は，主な

純損益が考えられる。為替レートが円安に動く

ものとしては輸出・輸入及び海外拠点における

と，自己資本に対して海外拠点のバランスシー

損益が考えられる。為替レートが円安に動くと，

ト及び純損益の一部は正に作用することが想定

純損益に対して輸出は正，輸入は負に，また海

される。こうした場合，為替レートが円安に動

外拠点は利益が計上できていれば正に総じて作

くと分子（純損益）による ROE の上昇の一部

用することが考えられる。分析 1 でみたとおり，

を分母（自己資本）が相殺するが，為替レート

輸出と海外拠点の事業を一定規模有する企業を

の変動に伴う分子（純損益）の変化分の効果が
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大きいため，ROE が上昇している可能性が考

証モデル（３）に基づき推計を行った結果を示

えられる。

している。これをみると，為替換算調整勘定の

また，為替換算調整勘定の変動額を用いて，

変動額が今年度の自己資本の増加に寄与する

分母（自己資本）が ROE の上昇を相殺する効

と，ROE には負のインパクトが及ぶ。ただし，

果を検証する。表 6 は，「為替換算調整勘定の

それは変化前の ROE の水準にも依存するた

変動額／今年度の自己資本」（FTA）の為替

め，その水準については海外拠点資産比率に基

レートの変化率（FXC）に対する感応度につ

づく各企業グループ間で明確な関係はみられな

いて，海外拠点の資産規模で分類した①～③の

い。実証モデル（４）の結果と併せると，為替

企業グループ毎に，実証モデル（４）に基づき

レートが円安に動くと「為替換算調整勘定の変

推計を行った結果を示している。これをみると，

動額／今年度の自己資本」を介して ROE には

為替レートが円安に動くと，「為替換算調整勘

負の影響が及び，為替レートが 1％円安に動く

定の変動額／今年度の自己資本」に正のインパ

と ROE を 0.01％～0.03％低下させるインパク

クトが及び，その程度は海外拠点資産比率の高

トを及ぼしている。

い企業グループほど大きくなる。

図 9 は，当期の ROE と自己資本から為替換

また，表 7 は，ROE の変化における為替換

算調整勘定の変化額を控除して計算される

算調整勘定の変動額の寄与（ROED）の「為替

ROE との差を把握し，為替レートが円安に動

換算調整勘定の変動額／今年度の自己資本」

く場合の為替換算調整勘定の変動額の累積的な

（FTA）に対する感応度について，同様に実

影響の程度について簡易的に検討した結果を示

表4

基本統計量（2001 年度～2014 年度）

変数
ROE（自己資本利益率）
NEER（名目実効為替レート）
SHARE_FC（海外法人持ち株比率）
ASSET（総資産）
SALE（売上高伸び率）
DEBT（有利子負債／総資産）

平均値

標準偏差

最小値

最大値

4.41
88.95
16.99
8.19
3.46
48.53

9.55
9.03
12.46
0.66
15.17
19.27

－95.41
76.66
0.00
6.58
－82.96
2.75

52.83
106.72
61.44
10.68
156.33
98.02

企業数：321 社

表5

実証モデル（２）の推計結果：被説明変数 ROE（2001 年度～2014 年度）
海外拠点資産比率
0%以上 20%未満

NEER（名目実効為替レート）

－0.043（0.024）＊
＊＊＊

海外拠点資産比率
20%以上 40%未満
＊＊
－0.038（0.020）
＊＊＊

海外拠点資産比率
40%以上
＊＊＊
－0.064（0.027）

SHARE_FC（海外法人持ち株比率）

0.208（0.047）

ASSET（総資産）

4.336（3.062）

SALE（売上高伸び率）

＊＊＊
0.178（0.014）

＊＊＊
0.273（0.013）

＊＊＊
0.190（0.018）

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊
－0.235（0.039）

DEBT（有利子負債／総資産）
C（定数項）
企業数
決定係数
（注）１
２

0.188（0.039）
＊＊＊
－9.190（2.588）

－0.210（0.034）
－19.932（24.467）

－0.324（0.032）
＊＊＊
95.034（21.300）

111
0.17

154
0.25

0.022（0.044）
＊＊
－5.138（2.601）

＊＊＊
63.963（21.297）

56
0.19

固定効果モデルにより推計。
（ ）内は標準偏差。＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ１%，５%，10%水準で有意であることを示す。
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表６

実証モデル（４）の推計結果：被説明変数 FTA（2001 年度～2014 年度）

FXC（名目実効為替レートの変化率）
C（定数項）
企業数
決定係数
（注）１
２

海外拠点資産比率
0%以上 20%未満

海外拠点資産比率
20%以上 40%未満

海外拠点資産比率
40%以上

＊＊＊
－0.178（0.007）
0.082（0.054）
111
0.32

＊＊＊
－0.325（0.008）
＊＊
0.130（0.062）
154
0.47

＊＊＊
－0.441（0.019）
0.071（0.152）
56
0.42

固定効果モデルにより推計。
（ ）内は標準偏差。＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ１%，５%，10%水準で有意であることを示す。

表７

実証モデル（３）の推計結果：被説明変数 ROED（2001 年度～2014 年度）

FTA（為替換算調整勘定の変動額/今年度の自己資本）
C（定数項）

海外拠点資産比率
0%以上 20%未満

海外拠点資産比率
20%以上 40%未満

海外拠点資産比率
40%以上

＊＊＊
－0.148（0.007）
0.006（0.018）

＊＊＊
－0.042（0.002）
－0.003（0.008）

＊＊＊
－0.067（0.003）
＊＊
0.038（0.015）

111
0.23

154
0.16

56
0.43

企業数
決定係数
（注）１
２

固定効果モデルにより推計。
（ ）内は標準偏差。＊＊＊，＊＊，＊はそれぞれ１%，５%，10%水準で有意であることを示す。

図９

為替換算調整勘定の変動額とその他の要因が ROE の変動に及ぼすインパクト
（海外拠点資産比率別）

（注）１
２

海外拠点資産比率

海外拠点資産比率

海外拠点資産比率

40%以上

20％以上 40%未満

0％以上 20%未満

企業数：（40％以上）56 社
累積のインパクト。

（20%以上 40%未満）154 社

（0%以上 20%未満）111 社。

したものである。具体的には，為替レートの円

定の変動を通じて自己資本が膨らむ状況が続い

高・円安のサイクルが続いた 2001 年度～2006

た こ と か ら， 為 替 換 算 調 整 勘 定 の 変 動 額 は

年度と，大きく円安に動いた 2011 年度～2014

ROE に累積で相応の低下圧力をかけている。

年度における ROE の変化の要因を，為替換算

海外拠点資産比率 40％以上の企業グループで

調整勘定の変動額の要因とその他の要因に分解

は，累積で ROE を約 1％押し下げ，その他要

した結果を示している。これをみると，2011

因が ROE を押し上げた効果を相殺している。

年度～2014 年度においては，為替換算調整勘
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及ぼす影響が大きい海外拠点資産比率 40%以

響を抑える手段はナチュラル・ヘッジングなど

上の企業グループにおいて，2011 年度の ROE

に限られ機動的なヘッジをかけにくいこともそ

の水準別に ROE へのインパクトを比較したも

の背景の 1 つにあるのかもしれない。急速に円

のが図 10 である。ROE の各水準の企業グルー

高が進んだリーマンショック以降，企業の一部

プにおいて為替換算調整勘定の変動額は ROE

は輸出面における為替レートの影響を抑制する

を相応に押し下げるインパクトを及ぼしている

目的で海外拠点の活用を進めたが，今度は逆に

が，ROE が 4％以上 8％未満の企業グループで

海外拠点のバランスシート面における為替レー

は累積で 1％超，ROE が 8％以上の企業グルー

トの変動の影響が大きくなっているということ

プでは，
累積で 1.5％超 ROE を押し下げている。

である。

為替レートが円安に動く場合，分母（自己資

今後海外拠点の拡大が進めば，この影響が大

本）と比較して分子（純損益）の ROE の引き

きくなる企業は増すことが考えられる。為替

上げ効果が大きいために，ROE は上昇する傾

レートが円安に動き，海外拠点の展開に際して

向 に あ る が， 為 替 換 算 調 整 勘 定 等 の 変 動 が

バランスシートの拡大が先行するような場合に

ROE を引き下げる影響にも注目しておく必要

は，為替換算調整勘定の変動を通して ROE を

があると考えられる。

引き下げる影響が大きくなる可能性がある。特

為替換算調整勘定の分析結果では，海外拠点

に，短期間で急速に円安が進む場合や，短期間

の資産規模の大きな企業ほど，海外拠点のバラ

のインパクトが小さくても円安の動きが継続す

ンスシートは為替レートの変動の影響に大きく

る場合には，そのインパクトは累積し，ROE

晒されている。海外拠点のバランスシートの規

に大きな低下圧力がかかりうる。

模自体が大きいという要因のほか，通常この影
図 10

為替換算調整勘定の変動額が ROE の変動に及ぼすインパクト
（海外拠点資産比率 40% 以上）

ROE８%以上

（注）１
２

ROE４％以上８%未満

ROE４%未満

企業数：（8％以上）13 社 （4%以上 8%未満）22 社 （4%未満）21 社。
累積のインパクトは，2011 年度からの累積のインパクト。

Ⅵ．おわりに
本稿では，日本企業の海外拠点の事業の拡大

レートの変動が企業価値（PBR）に及ぼす影響

に注目し，海外拠点の資産規模の違いで為替

がどのように異なるのかを分析した。また，為

- 75 -

企業の海外進出と為替レートの変動の影響

替レートの変動に伴う海外拠点のバランスシー

動が ROE に及ぼす影響は，円安に動く場合は

トや損益の変化が，関連する業績指標（自己資

分子（純損益）の ROE の引き上げ効果が大き

本・自己資本比率，ROE）に及ぼすインパク

いために，ROE は上昇する傾向がみられた。

トについても分析した。

ただし，その場合は分母（自己資本）も増加す

日本の上場企業を対象に 1999 年度～2009 年

るために，分子（純資産）が ROE を引き上げ

度までのパネルデータを用いた分析を行った結

る効果は一部相殺される点を踏まえておく必要

果，海外拠点の資産規模の大きな企業ほど輸出

がある。特に，為替レートが短期間で円安に進

も多く行い，円安に動けば企業価値は総じて上

む場合や毎年度のインパクトは小さくても円安

昇する傾向がみられた。また，リーマンショッ

方向への動きが継続する場合には，その影響が

ク前までの 1999 年度～2009 年度とその後の

累積して ROE の低下に相応のインパクトを及

2010 年 度 ～ 2015 年 度 の 期 間 を 比 較 す る と，

ぼしうる点については留意が必要だろう。

2010 年度～2015 年度では円安に動けば企業価

今後も企業は海外拠点を拡大させていくこと

値の上昇するインパクトはやや拡大しているこ

が予想されるなか，それに伴い為替レートの変

とも確認された。ただし，為替レートが大きく

動が企業に及ぶ影響はさらに大きくなることも

円安に動いた状況を踏まえるとその変化は小さ

想定される。海外拠点を活用して輸出面におけ

く，企業によっては輸出面における為替レート

る為替レートの変動の影響を抑えても，本稿で

の変動を抑える取り組みを進めたことが，それ

取り上げた自己資本・自己資本比率や ROE の

に影響している可能性も示唆される。

例でみたように，今度は海外拠点の受ける為替

一方，為替レートの変動に伴う自己資本・自

レートの変動の影響が大きくなるという課題を

己資本比率への影響は，海外拠点の資産規模の

抱えることになる。これらの結果は，為替レー

大きな企業ほど大きなインパクトを受け，短期

トの変動が企業に及ぼす影響を検討する際に

間でも急速に円高が進む場合には，そのインパ

は，輸出などの貿易面だけではなく，海外拠点

クトは累積して企業に相応の負の影響を及ぼす

面からの検討も必要であることを示唆するもの

ことが明らかとなった。一方，為替レートの変

である。

参

考

文

馬場直彦・深尾京司・佐々木百合（1997），「為

日本経済―変革期の金融と企業行動―（日本

替レート変動・企業の国際化と企業総価値―
デイリー・パネル・データによる実証分析」，

政策投資銀行設備投資研究所），第 6 章
近藤崇史・中浜萌・一瀬善孝（2014），「企業の

金融研究（日本銀行金融研究所），
Vol. 16
（1）

海外進出と収益力」日本銀行ワーキングペー

山西佑季（2009），「為替換算調整勘定の株価関
連性の特徴」経済科学（名古屋大学）
，Vol.

献

パーシリーズ，No. 14-J-8
経済産業省（2014），「持続的成長への競争力と

57（1）

インセンティブ～企業と投資家の望ましい関

桜健一・岩崎雄斗（2012）
，
「海外生産シフトを巡

係構築～」プロジェクト報告書（伊藤レポー

る論点と事実」日本銀行 Roports ＆ Reserch
Papers

ト）
花崎正晴・松下佳菜子（2014），
「コーポレート・

小川英治・品田直樹・岡本弦一郎（2014），「為

ガバナンスと多角化行動―日本の企業データ

替レートの変動による企業価値への影響―企

を用いた実証分析―」経済経営研究（日本政

業の国際化と為替変動リスクへの対応―」，

策投資銀行設備投資研究所），Vol. 34 No. 5

- 76 -

〈財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」平成 31 年第１号（通巻第 136 号）2019 年１月〉

青木康晴・澤井康毅・天白準也・二重作直毅

International Money and Finance, Vol. 12

（2017）「多国籍企業の財務報告にかかる論

, pp. 29-45
（1）

点整理：会計基準の国際的調和の動向を踏ま

Bartov, Eli and Gordon M. Bodnar（1994）

えて」金融研究（日本銀行金融研究所）
，Vol.

“Firm Valuation, Earnings Expectations,

36
（1）

and the Exchange-Rate Exposure Effect,”

Aizenman,

Joshua（1992）“Exchange

rate

Journal of Finance, Vol. 49
（5）,pp. 1755-1785

flexibility, volatility, and the patterns of

Klein, Michael and Eric Rosengren（1994）

domestic and foreign direct investment,”

“The real exchange rate and foreign direct

NBER working paper No. 3953

investment in the United States: Relative

Cushman, David O.（1985）“Real Exchange

Wealth vs. relative wage effects,” Journal of

Rate Risk, Expectations, and the Level of
Direct Investment,” Review of Economics

International Economics 36, pp. 373-389
He, Jia and Lilian K. Ng（1998）“The Foreign

and Statistics, May, pp. 297-308

Exchange

Cushman, David O.（1987）“The Effect of
Real Wages and Labor Productivity on
Foreign

Direct

Investment,”

Southern

Claudy

G.（1988）“The
Countries,”

exchange-rate

European

of

Characteristics

Evidence

Tomohiko

Todo（2010）“Dose

Inui

and

Offshoring

Economic Inquiry, 48
（4）,pp. 880-895
Yamashita Nobuaki and Kyoji Fukao（2010）

Bodnar, Gordon M., and William M. Gentry
Industry

International

Pay？ Firm-level Evidence from Japan,”

Exposure of U.S. Multinationals,” Journal of

Exposure

Alexander,

Yasuyuki

Business, Vol. 63
（3）,pp. 331-345

uncertainty,”

Economic Review 41
（2）,pp. 411-423
Hijzen,

Economic Review, vol. 32, pp. 885-904

Rate

of

“Strategic foreign direct investment and

Locational

Jorion, Philippe（1990）“The Exchange-Rate

（1993）“Exchange

Japanese
Journal

Finance, Vol. 53
（2）,pp. 733-753

Determinants of Direct Investments Among
Industrialized

of

Corporations,”

Sung, Hongmo and Harvey E. Lapan（2000）

Economic Journal, July, pp. 174-185
Culem,

Exposure

Multinational

and
from

Canada, Japan, and the USA,” Journal of

- 77 -

“Expansion abroad and jobs at home:
Evidence

from

Japanese

multinational

enterprises,” Japan and the World Economy,
22（2）,pp. 88-97

