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上場企業と非上場企業の
設備投資
法人企業統計を活用した記述統計に基づく分析
財務省財務総合政策研究所

研究官

折 原 正 訓＊1

連載

１．はじめに

てしまうことがある。言い換えれば、集計データ

日本経済を
考える

設備投資動向は、景気判断における重要な要素

を用いた分析からでは、平均的な企業の投資行動

の１つである。たとえば、政府の平成26年8月の

を捉えられない可能性がある。本稿では、個々の

月例経済報告では「設備投資は、増加傾向にある

企業レベルのデータから各企業の各期における

ものの、このところ弱い動きもみられる」
、日本

「設備投資比率」
（当期の設備投資額÷前期の資産

銀行の平成26年8月の金融経済月報では「設備投

額×100）を計算している。この設備投資比率の企

資は、企業収益が改善するなかで、緩やかに増加

業間における平均を用いることで、企業の投資行

している」とそれぞれ述べられている。

動の一般的動向を分析することができる。

設備投資動向の把握に関する政策的重要性を反

第2の特徴は、各企業を上場企業と非上場企業

映して、様々な統計において設備投資に関する調

に分類した上で、両者の設備投資比率およびその

査が行われている。こうした統計の一例として、

推移を比較していることである。企業情報を収録

財務省の法人企業統計が挙げられる。法人企業統

する多くのデータベースは、主に上場企業を対象

計における設備投資に関する調査結果は広く報道

としている。このため、上場企業と非上場企業の

されていることに加えて、様々な経済分析で活用

インセンティブ構造の違いを議論する経済理論の

されている。たとえば、月例経済報告における設

妥当性や、上場企業と非上場企業との差異が生む

備投資動向に関する記述では、法人企業統計の調

政策的含意について、データを用いて検証するこ

査結果が引用されている。

とは困難であった。これに対して、法人企業統計

本稿では、法人企業統計を利用して、設備投資

は、上場企業と非上場企業の双方を調査対象とし

水準およびその動向を記述統計に基づいて分析す

ている貴重な統計である。上場企業と非上場企業

る。本稿の特徴として、次の2点が挙げられる。

の違いに着目した本稿の分析は、法人企業統計の

第1の特徴は、企業レベルの個票データを用い

有効な活用方法の1つであると言える。

ていることである。設備投資などの企業行動を分

本稿では、1983年度から2012年度までの法人

析対象とする場合、国レベルなどで集計化された

企業統計の個票データを用いて、次の3点を分析

データを用いると、大規模な設備投資を行う一部

する。

の企業の投資行動にデータ分析の結果が左右され

第1に、上場企業と非上場企業の設備投資比率

＊1）本稿の執筆にあたって、財務省財務総合政策研究所研究部の大関由美子財政経済計量分析室長よりコメントを頂戴
した。富永健司研究員には研究補助を依頼した。ここに記して感謝の意を表したい。本論文の記述は筆者の個人的
見解に基づくものであり、財務省あるいは財務総合政策研究所の公式見解を表すものではない。
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の水準を比較する。言い換えれば、上場企業と非

を捉える上で、非上場企業の設備投資動向を把握

上場企業のどちらが活発に設備投資を行っている

することが重要であることが示唆される。非上場

のかを明らかにする。

企業の設備投資に関する情報を含む法人企業統計

第2に、上場企業の設備投資動向と非上場企業
の設備投資動向の相関を分析する。すなわち、上
場企業の設備投資比率が時系列で変化したとき、
非上場企業の設備投資比率は同じ方向に変化する
傾向（正の相関）があるのか、あるいは異なる方
向に変化する傾向（負の相関）があるのかを分析
する。

上で適切な統計資料であると言える。
第5節では、本稿の議論を要約する。

２．データ
本節では、本稿で用いるデータについて説明す
る。また、一定のデータ整理を行った上で、分析
に用いるデータに含まれる企業数を示す。
本稿では、1983年度から2012年度の法人企業

る。設備投資水準の変化は、景気変動と強い相関

統計を用いる。＊2 法人企業統計には、年度ごとに

を持つことが知られている。本稿では、上場企業

調査が行われる法人企業統計年報と、四半期ごと

と非上場企業の比較という視点から、設備投資水

に調査が行われる法人企業統計季報が存在する。

準の変化と景気変動との関係を議論する。

法人企業統計季報において第1四半期とは、当該

次節以降の議論の展開手順および主要な結論
は、以下のとおりである。
第2節では、本稿で用いるデータベースである
法人企業統計について概観する。資本金6億円以

年4月から6月を意味する。同様に、第2四半期、
第3四半期、第4四半期はそれぞれ、当該年7月か
ら9月、当該年10月から12月、翌年1月から3月を
意味する。

上の企業に対象を限定すると、全企業の約53%が

本稿が主に使用するデータベースは、法人企業

上場企業であり、その比率は時系列を通じて安定

統計季報である。法人企業統計季報には、四半期

的であることが示される。

ごとの設備投資額の情報が含まれている。本稿が

第3節では、設備投資比率の推移を年次データ

分析に用いる設備投資額は、有形固定資産への投

の枠組みで分析する。米国企業のデータを用いた

資額と無形固定資産への投資額の合計（フロー変

分析を行ったAsker, Farre-Mensa, and Ljungqvist

数）である。以下では特筆しない限り、法人企業

（2014）と整合的に、非上場企業の方が上場企業

統計年報と法人企業統計季報とを区別せずに、法

よりも活発に設備投資を行っていることが示され

人企業統計という名称を用いる。

る。また、上場企業の設備投資比率の動向と非上

企業を対象とするデータベースでは、上場企業

場企業の設備投資比率の動向は、正の相関を持つ

のみが調査対象とされることが多い。この背景と

ことが明らかになる。

して、一般的に、上場企業によって開示されてい

第4節では、設備投資の前年同期からの変化に

る財務諸表データを民間企業などが収集すること

注目して分析を行う。当節では、非上場企業にお

で、企業を対象としたデータベース構築が行われ

ける設備投資比率の変化幅の方が、上場企業にお

ていることが挙げられる。これに対して、法人企

ける設備投資比率の変化幅よりも大きいことが示

業統計においては、各企業による情報開示に依拠

される。すなわち、非上場企業の設備投資は、上

しない方法でデータ収集が行われている。したが

場企業の設備投資に比べて、より強く景気変動と

って、法人企業統計には非上場企業の情報も含ま

相関することが分かる。この結果から、景気変動

れている。

＊2）本稿において年度とは、各年4月から翌年3月を意味する。
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非上場企業のどちらにおいて大きいのかを分析す

連載

第3に、設備投資比率の変化幅は、上場企業と

は、景気変動と設備投資動向との関係を分析する

法人企業統計は、各企業の上場・非上場の区分

本稿では、個々の企業レベルのデータから各企

を調査対象としていない。本稿では、折原・磯部

業の設備投資比率を計算し、設備投資比率の企業

（2014）に基づいて、法人企業統計の調査対象と

間での平均を分析対象とする。既に述べたとおり、

なっている各企業の上場・非上場の区分を行って

設備投資比率は、
（当期の設備投資額÷前期の資産

いる。

額×100）として年度・四半期ごとに定義される。

分析対象は、全期間にわたって法人企

＊3・4

業統計の全数調査の対象となっている資本金6億

当期の設備投資額を前期の資産額で基準化してい

円以上の企業である。 また、コーポレートファ

るのは、規模が大きい企業ほど設備投資額の絶対

イナンスにおける学術研究で広く用いられている

値が大きくなりやすいという効果を緩和するため

基準にしたがい、個票データの整理を行った。

である。当期に行った設備投資額は当期の資産と

＊5

＊6

グラフ1：企業数の推移

連載
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＊3）本稿は、各観測値の上場・非上場を各年度末日を基準に評価している。たとえば、2010年度に上場している企業
とは、2011年3月末日において株式を上場している企業を意味する。データ期間中に新規に上場する企業や上場
を廃止する企業は存在するが、本稿では、こうした企業とデータ期間中に上場・非上場の変化が見られない企業と
を区別していない。
＊4）本稿では、折原・磯部（2014）の上場・非上場の区分に対して一定の修正を加えている。折原・磯部（2014）
は法人企業統計年報に基づき、上場企業の情報を包括的に含んでいる外部データであるNikkei NEEDS-Financial
QUESTを用いて、観測値（企業と年度の組み合わせ）ごとに上場・非上場を判別している。これに対して本稿では、
法人企業統計の企業識別番号に関する情報も追加的に用いて、企業ごとに上場・非上場の分類を行っている。
＊5）法人企業統計の全数調査の対象となる企業の資本金額の下限は、年度によって異なることがある。具体的には、資
本金5億円以上が全数調査対象の基準となっている年度も存在する。しかし、資本金6億円以上の企業は常に全数
調査の対象である。
＊6）設備投資額あるいは前期資産額について、いずれかの変数が欠損している又はゼロ以下をとる観測値は、分析対象
から除外している。また、ある年度における全四半期のデータが揃っていない場合、その年度については当該企業
を分析対象から除外している。極端な数値（外れ値）の分析結果への影響を緩和するため、年度・四半期ごとに
0.5%水準でのウィンソライズ（winsorize）を行っている。これは、各年度・各四半期において設備投資比率が上
位0.5%以内に属する企業の設備投資比率を、各年度・各四半期において設備投資比率が上位0.5%の値をとる企
業の設備投資比率に置き換える操作を意味する。すなわち、各年度・各四半期において設備投資比率が上位0.5%
以内に属する企業の設備投資比率は、すべて同じと仮定される。企業データにおいては外れ値が観察されることが
多いことから、企業行動を対象とする研究において、ウィンソライズは標準的な手法として用いられている。
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して計上されることから、当期の設備投資額を前

上場企業と非上場企業の間に大きな違いは存在し

期の資産額で基準化する。
（当期の設備投資額÷前

ない。

期の資産額）に100をかけたものとして設備投資

３．設備投資の年度ごとの推移

比率を定義していることから、設備投資比率は、
対資産比で見た設備投資額をパーセント単位で表

本節では、設備投資比率の年度ごとの推移を分
析する。本節での分析を通じて、設備投資水準の

したものであると解釈できる。
グラフ1は、本稿の分析で用いるデータに含ま

上場企業・非上場企業間での違い、および設備投

れる上場企業数、非上場企業数、全企業数の年度

資動向に関する上場企業・非上場企業間での相関

ごとの推移を示している。全期間における平均企

を見る。

とおり、全企業数は1980年代から1990年代半ば

れに関して、年度の設備投資比率の平均値の推移

まで増加を続けていた。それ以降、全企業数は毎

を示している。対象期間は、1983年度から2012

＊7
年度4,000前後で推移している。

年度までである。本稿では四半期データである法

全期間を通じた上場企業数の各年度における平

人企業統計季報を用いていることから、グラフ作

均は約2,000、非上場企業数の平均は約1,800であ

成に際して、設備投資比率の各期における企業間

る。すなわち、上場企業数の全企業数に対する比

平均を年度ごとに合計している。

率の全期間における平均は、約53%である。この

グラフ2は、上場企業と非上場企業の設備投資

比率は、全期間において50%台で推移している。

比率に関する明確な違いを示している。すなわち、

すなわち、一定規模（資本金6億円以上）の企業

すべての年度において、非上場企業の方が上場企

に分析対象を限定した場合、企業数の観点からは、

業よりも設備投資を活発に行っていることが見て

グラフ2：年度の設備投資比率の推移
10%
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＊7）1990年代半ばまでの企業数増加の一因として、本稿が資本金6億円以上の企業に対象を限定していることが考え
られる。すなわち、資本金は名目値であることから、インフレ率が比較的高かった時期においては、資本金6億円
以上の基準に満たない企業が相対的に多かったと推測される。
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グラフ2は、上場企業および非上場企業それぞ

連載

業数は、約3,800である。グラフ1から見てとれる

とれる。全期間を通じた年度の設備投資比率の平

投資動向との間に正の相関が見られることが挙げ

均値は、上場企業については約4.3%、非上場企業

られる。すなわち、上場企業の設備投資比率が増

については約6.9%である。

加している局面では非上場企業の設備投資比率も

この結果は、近年の関連研究で報告されている

増加しており、逆に上場企業の設備投資比率が低

結 果 と 同 様 で あ る。Asker, Farre-Mensa, and

下している局面では非上場企業の設備投資比率も

Ljungqvist（2014）は、設備投資比率の米国にお

低下している。＊8すなわち、マクロレベルでの景

ける平均値は、上場企業において3.7%、非上場企

気動向と設備投資比率との相関に関して、上場企

業において6.8%であることを示している。すなわ

業と非上場企業の間に共通性があることが見てと

ち、上場企業と非上場企業の設備投資比率の違い

れる。

に関して、日米の双方において質的にも量的にも

連載

同様の結果が得られている。

４．設備投資の前年同期からの変化

日本経済を
考える

なぜ上場企業の設備投資比率は、非上場企業の

前節で提示したグラフ2から、設備投資の水準

設備投資比率よりも低いのであろうか。この違い

に関する上場企業・非上場企業間での違い、およ

に関する説明として、Asker, Farre-Mensa, and

びその推移に関する上場企業・非上場企業間での

Ljungqvist（2014）は、上場企業の経営者が株式

共通性が明らかになった。後者の点、すなわち景

市場による短期的評価を懸念していることを挙げ

気変動と設備投資動向との関係についての上場企

ている。すなわち、原理的には、株価は企業の将

業・非上場企業間での比較を掘り下げて理解する

来にわたるキャッシュフローの割引現在価値で決

上で、グラフ2には2つの問題が存在する。

まる。Asker, Farre-Mensa, and Ljungqvist
（2014）

第1の問題は、グラフ2が設備投資の水準を示し

は、上場企業の経営者が現在のキャッシュフロー

ていることである。景気動向の影響を見る場合、

を増やすことで、企業の将来のキャッシュフロー

投資水準そのものよりも、投資の変化をグラフ化

に対する投資家の期待を押し上げている可能性を

した方が望ましいことが多い。たとえば、2008年

指摘している。現在のキャッシュフローを増やす

度から2009年度にかけて、上場企業と非上場企業

方法として、設備投資を控えることが考えられる。

の設備投資比率はともに減少している。設備投資

このため、上場企業においては設備投資を抑制す

比率の減少の程度について、非上場企業にとって

るインセンティブが働く。これに対して、非上場

の減少幅の方が上場企業にとっての減少幅よりも

企業の株式は取引所で売買されていないことか

大きいように見える。しかし、グラフ2から、そ

ら、非上場企業の株価は存在しない。このため、

の減少幅の違いを定量的に捉えることは容易では

非上場企業の経営者にとっては、上場企業の経

ない。

営者が直面する設備投資に対する負のインセン

第2の問題は、本稿の議論においてより本質的

ティブは存在しない。Asker, Farre-Mensa, and

である。すなわち、グラフ2は、設備投資に関す

Ljungqvist（2014）は、上場企業と非上場企業の

る四半期データを年次データに集計したものとし

設備投資の違いを説明する上で、この議論が説明

て描かれている。設備投資の変化およびその景気

力を持つことを実証的に示している。

変動との相関をより詳細に分析する観点からは、

グラフ2から読みとれるもう1つの重要な点とし

四半期データを用いた分析を行うことが望まし

て、上場企業の設備投資動向と非上場企業の設備

い。たとえば、金融危機など企業行動に大きな影

＊8）たとえば、1987年度から1990年度にかけて、および2002年度から2006年度にかけての景気拡大期において、
上場企業と非上場企業の設備投資比率はともに増加している。1990年度から1994年度にかけて、および2007
年度から2011年度にかけての景気後退期において、上場企業と非上場企業の設備投資比率はともに減少している。
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響を及ぼす事態が生じた場合、企業は短期的に設

合にも下がる場合にも、設備投資の前年同期から

備投資を削減すると考えられる。しかし、年次レ

の変化は非上場企業における場合の方が大きい傾

ベルで集計化したデータから、設備投資に関する

向にある。

短期的動向を分析することには限界がある。

この結果は、重要な政策的含意を持つ。すなわ

グラフ3は、上場企業と非上場企業のそれぞれ

ち、景気変動を分析する上で、景気変動とより強

に関して、今期の平均設備投資比率と前年同期の

い相関を持つ非上場企業の設備投資動向の把握が

平均設備投資比率との差の推移を示している。対

重要であることが示唆される。しかし、上場企業

象期間は、1984年度から2012年度までである。

のみを含む一般的な企業データベースでは、非上
場企業の設備投資動向を知ることはできない。し

化幅の方が、上場企業の設備投資比率の変化幅よ

たがって、設備投資動向を的確に踏まえた景気判

りも大きいことが見てとれる。視覚的には、上場

断を行う上で、非上場企業を調査対象に含むデー

企業の設備投資の変化を表す濃色の折れ線グラフ

タを用いて分析を行うことは重要である。
グラフ3から読みとれる結果は、コーポレート

の折れ線グラフよりも内側に位置する傾向にある

ファイナンス分野の学術研究との関連でも重要な

と言える。たとえば、
1988年度第4四半期において、

意味を持つ。すなわち、近年の学術研究において、

非上場企業は大きく設備投資比率を高めたのに対

金融危機などのネガティブな経済ショックが企業

して（前年同期比約0.55pp（パーセンテージポイ

行動に及ぼす影響に関心が集まっている。たとえ

ント）増）
、上場企業における設備投資比率の高

ば、Duchin, Ozbas, and Sensoy（2010）は米国

まりは相対的に小さい（前年同期比約0.35pp増）
。

企業のデータを用いて、近時の金融危機の設備投

また、1999年度第1四半期において、非上場企業

資への負の影響は、金融危機発生以前に現金をよ

は大幅に設備投資を削減したのに対して（前年同

り多く保有していた企業において小さかったこと

期比約0.27pp減）
、上場企業における設備投資の

を示している。Almeida, Kim, and Kim
（2014）
は、

減 少 幅 は 相 対 的 に 小 さ か っ た（ 前 年 同 期 比 約

韓国企業のデータを用いて、韓国の財閥企業にお

0.23pp減）
。すなわち、設備投資比率が上がる場

けるアジア通貨危機時の設備投資の削減幅は、非

グラフ3：設備投資比率の前年同期との差の推移
0.6pp
上場企業

設備投資比率の前年同期との差
︵パーセンテージポイント︶
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の方が、非上場企業の設備投資の変化を表す淡色

連載

グラフ3から、非上場企業の設備投資比率の変

シリーズ 日本経済を考える

財閥企業に比べて小さかったことを示している。
こうした研究は、金融危機など短期的な経済ショ
ックの設備投資への影響は一様でなく、その影響
度合いは様々な企業特性に依存することを示して
いる。本研究では、
上場・非上場という企業特性が、
短期的な経済ショックからの影響の大きさを定量
化する上で重要であることを示している。

５．結論
本稿では、1983年度から2012年度までの30年

連載

間にわたる法人企業統計の個票データを用いて、
上場企業と非上場企業の設備投資の水準およびそ

日本経済を
考える

の動向に関する比較を行った。
比較的大規模な企業（資本金6億円以上）に分
析対象を限定し、一定の基準でデータ整理を行っ
た結果、分析対象企業数は毎年度平均で約3,800
となった。上場企業はその約半数を占める。上場
企業の全企業に対する比率は、データの全期間を
通じて安定的である。したがって、データに含ま
れる企業数の観点からは、上場企業と非上場企業
の間に大きな差は見られなかった。
年度で集計したデータを用いて設備投資比率を
分析した結果、非上場企業の方が上場企業よりも
活発に設備投資を行っていることが分かった。ま
た、上場企業と非上場企業の設備投資動向の時系
列での相関が強いことが示された。
他方で、四半期データを用いて設備投資比率の
変化について分析を行った結果、非上場企業の設
備投資比率の変化幅の方が上場企業の設備投資比
率の変化幅よりも大きいことが示された。すなわ
ち、非上場企業の投資行動の方が景気変動により
大きな影響を与え得ることが示唆される。上場企
業と非上場企業の双方を対象としている法人企業
統計は、景気変動と設備投資との関係を見る上で
適切な統計であると言える。
上場企業と非上場企業の比較に関する研究は、
緒に就いたばかりである。法人企業統計に基づい
た本稿によるデータの整理および分析が、今後の
政策形成やコーポレートファンナンス研究の発展
に寄与することが期待される。
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