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Ⅰ.　はじめに

　激動の20世紀も残すところわずかとなり、まもなく新世紀を迎えようとしている。

企業を取り巻く経営環境は、グローバル経済の進展・浸透、ＩＴ革命、少子高齢化、

地球環境保全意識の高まり、あるいは価値観の多様化などにより激変し、複雑性が増

大する中、企業経営が一段と厳しくなってきている。

　今日のような複雑化、多様化した現代社会において、企業経営の良否を判断するた
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めの企業評価のあり方を検討することは、意義のあることである。

　企業評価およびそのための手法に対する考え方は、経済・社会・国際的な影響を受

けながら、時代とともに変化している。

　本論文では、近年、主要な評価手法とされる諸手法を網羅的に取り上げ、これまで、

それらの手法が企業の変革過程の中で、どのように用いられてきたのかについて展望

し、各手法を比較・検討することによって、その特質および長所・短所を導き出すと

ともに、今後の企業評価手法の展開について論述したい。

Ⅱ.　企業評価の意義

　企業評価とは、企業を対象として企業全体の価値を評価することを言う。企業評価

は、財務的には、合併・買収などに際して、企業価値を決定することである。そのた

めには、企業の収益性・成長性・安全性および付加価値生産性などについて分析を行

い、それを基礎として企業全体を総合的に評価する必要がある。

　近年の企業評価では、伝統的な財務的評価に、人間性・社会性・国際性などの定性

的要因に関する非財務的評価を加えて企業を総合的に評価しようとする傾向がみられ

る。

　ただし、企業をできるだけ客観的かつ総合的に評価しょうとするものの、現代企業

は、複雑かつ多様性を有することから、企業を評価することは大変難しく、実際には、

評価主体の企業観や価値観に大きく左右されることは、事実として否定できない。

Ⅲ.　現代企業の課題とこれからの企業活動の条件

　21世紀へ向けて現代企業の抱える重要な課題としては、次の事柄を列挙することが

できる。

　①鉄鋼・造船・化学など高度成長を支えた重厚長大型産業のオールド・カンパニー

を中心に三大過剰（雇用・設備・債務）が改善されていない。②低成長期に入り、企

業の不祥事が顕在化してきた。③企業存続・競争優位の観点からコーポレート・ガバ

ナンスの機能の強化が求められている。④特定業種・特定地域において生産の空洞化

が懸念されるなどの諸課題が存在し、その解決が求められている。

　また、21世紀に、企業活動に重要な影響を及ぼし、活動の制約要因となり得る事象

としては、次の事象が考えられる。

　⑤経済のグローバル化の進展・浸透。⑥ＩＴ革命によるＥ-ビジネスの拡大・発展。

⑦商品・技術ライフサイクルの短縮化。⑧ソフト化・サービス化の進展。⑨少子・高
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齢化の加速度化。⑩地球環境保全意識の世界的高まり。⑪資源制約の深刻化などであ

る。

　21世紀における企業は、上記のような重要な課題を抱え、活動する上で制約要因と

なり得るこれら事象の影響を受けながら、企業活動を展開していくことになろう(1)。

Ⅳ.　企業評価の新しい体系

1.　企業評価の種類

　企業評価の種類には、評価対象とその範囲とによって(1)企業評価(2)事業評価(3)

業績評価とに分類される。

　さらに業績評価は、組織との関連から個人業績評価と集団（組織）業績評価とに区

分される。また期間的に、短期業績評価と長期業績評価とに区分される。

2.　企業価値評価

　企業価値の評価は、絶対的評価と相対的評価とに大別される。絶対的評価は、合併・

買収（Ｍ＆Ａ）に際して資本価値や投資価値を算出する場合に行われる。ところが、

企業や個人あるいは集団（組織）などの業績や企業価値を絶対的評価に基づき評価す

ることは難しく、そのため業績評価や企業価値などの評価は、他社、他人あるいは他

部門との比較によって相対的にその良否を判断する方が評価し易いと言える。相対的

評価の代表例が評価因子をウェートづけ、それに基づき優良企業のランキングを公表

しているＮＥＥＤ－ＣＡＳＭやＰＲＩＳＭである。

3.　総合的評価法

　企業を総合的に評価する方法としては、(1)財務的評価法(2)格付け評価法(3)図解

法（視覚法）などがある。ここでは、財務的評価法についてのみ述べることにする。

(1) 財務的評価法

　財務的評価法には、伝統的な財務分析法やウォールの指数法あるいは日本経済新聞

社が開発したもので多変量解析法・共分散構造分析を用いたＮＥＥＤ－ＣＡＳＭ、Ｐ

ＲＩＳＭなどがある。

4.　評価対象

　評価主体が誰であるかによって、外部評価と内部評価とに分類される。

(1) 外部評価－外部の利害関係者(株主・投資家、債権者、税務当局、消費者、環

境保護機関)が行う評価を言う。

　　　①　投資評価－投資家が有価証券の値上がりや配当・利息収入など投資価値を

判断する目的で行う評価を言う。



企業評価の意義と手法に関する新しい展開242

　　　②　信用力評価－金融機関や取引先などが融資先や取引相手の信用度を判断す

る目的で行う評価をいう。

　　　③　担税力評価－税務当局が、企業の担税力を判断する目的で行う評価を言う。

　　　④　顧客満足度評価－顧客が製・商品やサービスにどれだけ満足しているか、

その実態を把握する目的で行う評価を言う。

　　　⑤　環境評価－環境保全団体、市民団体、行政当局などが環境保全の観点から

企業の環境活動の実態を把握する目的で行う評価を言う。

(2) 内部評価－企業内部者(企業経営者・経営者の委託を受けた経営コンサルタン

ト)が行う評価を言う。

　　　⑥　経営力評価－経営者や経営コンサルタントが企業の経営力および競争力を

判断する目的で行う評価を言う。

　　　⑦　従業員満足度評価－人事管理目的から従業員が、職場環境や労働条件にど

れだけ満足しているか、その実態を把握する目的で行

う評価を言う。

5.　評価対象地域

　評価の対象となる地域は、国内、国外および世界全体であり、それらの地域で活動

している企業である。

6.　評価基準

　評価基準には、原価基準と収益力基準とがある。

Ⅴ.　格付け評価法

　格付け評価法には、発行債券の元金の償還や利息の支払い能力を見るための債券格

付けと公開株式が、一定期間内においてどれだけ値上がりが期待できるか、それとも

値下がるかを予想した株価格付けとがある。

1.　債券格付け

　(1) 債券格付けの意義

　債券の格付けは、直接的には企業評価と関係はないが、格付け機関は、格付けに際

して、発行企業体の元利金（元金プラス利息）の支払能力を評価するので、通常、企

業評価の一領域として取り扱うことができる。

　債券の格付けとは、社債、コマーシャル・ペーパー（ＣＰ）、転換社債（ＣＢ）、ワ

ラント債と呼ばれる新株引受権付社債（ＷＢ）などの確定利付証券を発行する企業の

クーポンレートの決定および債務返済能力を専門の格付機関が信用度の観点から評価
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し、その信用力を記号化して段階的に表示すことをいう。

　たとえばＳ＆Ｐでは、ＢＢＢ格以上の場合を投資適格、ＢＢ格以下の場合を投資不

適格すなわち投機的と捉えて、債務不履行の可能性の度合いを開示している。ＢＢ格

以下の投資不適格債を通常、ジャンクボンド債と呼び投資に際して注意を喚起してい

る。

　格付けの結果は、被格付け企業の格付け情報として、信用力、財務リスクなどがそ

れを必要とする機関投資家などに投資情報の参考として提供される。つまり、債券の

格付けは、起債企業の資金調達コストを決定するとともに、投資家に対して財務リス

クなどを開示することによって、投資情報の提供機能を担っているのである。

　わが国の社債発行に際しては、これまで社債権者保護を目的として厳しい適債基準

が設けられており、社債を発行できる企業は担保力があるか、または業績の良い大企

業に限られていた。したがって、投資家は社債がデフォルト（債務不履行）になるこ

とは予想しなかったので、信用リスクに対する関心は低かったといえる。

　ところが、1984年、日米円・ドル委員会の協議結果を踏まえて、社債発行時のルー

ルを定めた適債基準（財務制限条項）が順次緩和され、1996年１月には完全撤廃され

たことにより自己責任原則に基づく債券格付けに対する関心は急速に高まった。

　債券格付けは、起債企業の財務内容を中心に、財務政策、経営方針、業界を巡る経

営環境競争力、企業の歴史、トップマネジメント、事業の将来見通しなど定量的分析

と定性的分析を行い、総合的に評価し、各格付機関独自の表示方法を用いて、行われ

る。

　(2) 債券格付けの種類

　債券格付けは、格付け依頼の有無、期間、対象主体などの関連で、さまざまに分類

される。

　①格付け依頼の有無に基づく分類

　　債券格付けは、起債企業の格付け依頼の有無によって、ア. 依頼格付けとイ. 勝

手格付けとに分類される。

　　ア. 依頼格付け

　　　　起債予定企業は、ディスクロージャーの観点から格付取得が義務づけられて

いる。

　　　　依頼格付けとは、起債企業の格付け依頼に基づき有償で、起債企業と格付機

関の相互協力によって予備格付けと本格付けのプロセスを経て取得・公表され

る格付けで、わが国では一般的である。
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　　イ. 勝手格付け

　　　　起債企業の格付け依頼の有無に関係なく、格付機関が独自の必要理由から有

価証券報告書など開示情報に基づき行う格付けを言う。この格付けは、主とし

て欧米の格付機関に多く見られ、起債企業の了解を得ていないことや起債の予

定がなく、格付けの必要性がないあるいは企業の経営目的が営利目的のみでは

なく、多様であることの理由などから格付けをめぐってしばしばトラブルにな

ることがある。当然、起債企業は、格付け費用を負担しない。

　②償還期間との関連による分類

　　債券格付けは、償還期間との関連によって、ウ. 長期債格付けとエ. 短期債格付

けとに分類される。

　　ウ. 長期債格付け

　　　　長期債格付けは、償還期間が１年を超える債券を対象に行われる。

　　エ. 短期債格付け

　　　　短期債格付けは、コマーシャル・ペーパーや譲渡性預金（ＣＤ）など償還期

間が１年以内の債券を対象に行われる。

　③対象主体の関連による分類

　　オ. カウンター・パーティ格付け

　　　　カウンター・パーティ格付けとは、スワップ取引などデリバティブ取引の関

係者であるカウンター・パーティ（counter party、債務者）すなわち金融機関

の債務履行能力に関して、現在の評価と将来見通しを表示している。

　　カ. ソブリン格付け

　　　　ソブリン格付けとは、国家、政府関係機関および地方政府などの債務履行能

力を評価し、その結果を表示する。

　④発行体格付け

　　債券の発行予定がなくても金融機関に対する融資先企業の信用情報を提供する目

的から企業自体の信用リスクを評価する格付けを言う。これは被格付会社の了解を

得ぬまま行われることから「勝手格付け」と反発が多い。

　⑤その他

　　特殊な格付けとしては、保険会社の保険財務力の評価を目的とした保険格付け、

長期性または短期性預金の元利金支払能力の評価を目的とした預金格付け、金融機

関の財務格付け、環境格付けなどがあり、時代の変化とともにさまざまな格付けが

新たに行われている。
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　(3) 格付けの歴史と格付機関の現状

　格付けの歴史は、1900年に創業された米国のムーディーズ・インべスターズ・サー

ビス（Moody’ Investor Service Inc.）の創業者ジョン・ムーディーが投資価値を開示

する目的で、1909年に鉄道会社の鉄道債券の格付けを行ったのが世界最初である。そ

の後、1922年スタンダード・アンド・プア－ズ・レーティングズグループ（Ｓ＆Ｐ）、

1924年フィッチ・インべスターズ・サービス（現在、フィッチＩＢＣＡ）などが誕生

した。

　1929年から30年代初頭の世界大恐慌時代、格付けの低いランクの公社債がデフォル

ト（償還不能）に陥る確立が高く、債券格付けは、投資価値評価から支払能力を中心

とする信用度評価へその重点が移った。

　一方、わが国の格付けは、1977年に日本経済新聞社が雑誌「日経公社債情報」の発

刊に伴い、その中で転換社債の試験的格付けの公表を開始したのが最初とされる（格

付投資情報センターの資料による）。同新聞社は1979年に日本公社債研究所を設立し、

取り扱っていた格付け業務を同社に移管した。同社と85年に設立した日本インべス

ターズサービスが合併し、1998年に新会社、株式会社日本格付投資情報センター（Ｒ

＆Ｉ）を設立した。この他、日本格付研究所（ＪＣＲ）や三国事務所、証券会社系の

格付機関などがある。

　現在、企業内容開示の充実を図る目的から「指定格付機関」として、大蔵省の指定

を受けているところは、日本格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）、日本格付研究所（Ｊ

ＣＲ）、ムーディーズ・インべスターズ・サービス（Moody’ Investor Service Inc.）、 ス

タンダード・アンド・プア－ズ・レーティングズグループ（Ｓ＆Ｐ）、フィッチＩＢ

ＣＡ、ダフ・アンド・フェルプス・クレジット・レイティング・カンパニー、トムソ

ン・バンクウォッチ・インクの７社である（昭和48年大蔵省令第５号「企業内容等の

開示に関する省令」、官報平成11年12月24日大蔵省告示第373号「指定格付機関」）。

　債券の格付けを目的とする企業評価は、債券の発行に伴い、起債企業の資本負債構

成比率、負債カバレッチ、諸資産・資本・負債回転率、自己資本比率、借入金依存度

などの財務諸比率がどのように変化するかをできるだけ正確に分析・検討し、将来の

見通しを立てることを目的としている。

　わが国の経済は、バブル崩壊後、長期間にわたって低迷が続き、企業の業績回復の

足取りは依然として鈍く、信用不安を抱えた企業が多数存在する。1997年に経営破綻

した山一證券の例を見るまでもなく、今日、債券の格付けは企業の資金調達のみなら

ず、経営体それ自体にはかり知れない程の大きな影響を及ぼすようになった。つまり、



企業評価の意義と手法に関する新しい展開246

起債企業は、資金調達を円滑に進めることはもとより、安定した経営を維持するため

には、投資家に対し、正確な企業情報を伝達する責任があり、その仲介者としての格

付け機関の役割は、今後ますます高まることが予想される。

2.　株価格付け

　株価は、企業の将来の期待価値を現在価値に割引いたもので、各企業の業績予想を

織り込んで価格形成がなされ、証券市場で決定される。株価の決定要因として考えら

れるのは、各企業の将来の業績見通しがベースとなっている。一般的には当初の予想

利益水準を上回る見込みのある場合には、株価は上方修正され、値上りが期待される。

逆に、下回る見込みのある場合には、下方修正され、値下りが見込まれることになる。

　その他、株価形成の主な要因としては、株価収益率Ｐ.Ｅ.Ｒ（類似企業他社の予想

一株利益に対する株価の割合）、株価キャッシュフローレシオ（キャッシュフローレ

シオとは、内部留保利益プラス減価償却費の内部資金合計額に対する株価の割合）な

どの諸指標の数値が影響している。

　わが国の株価格付けは、野村証券、大和総研など各証券会社とその系列会社および

ＱＵＩＣＫ総合研究所などが投資家に対して信頼できる投資情報を提供することを目

的として株式を評価し、株価が企業の公正価値を反映し妥当値を示しているか否かを

チェックしている。

　従来、株式の評価は、証券会社が営業政策的に「買い推奨銘柄」を指定し、セール

ス活動に活用してきたが、バブル崩壊後の証券不祥事によって特定銘柄の推奨セール

スが機能しなくなったために公正な株価形成および資本市場の健全性を歪めるとの指

摘から廃止されてしまった。それに代わって信頼性の回復を目的として近年本格化し

たのが株価の格付けである。株価格付けは米国では、1930年代に始められていたが、

わが国では第２次世界大戦後、証券市場が再開されたとき野村証券が行ったのが最初

と言われている。

　株価の格付けは、上記の諸機関が各銘柄について「１」、「２」、「３」、「４」、「５」

あるいは「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」といった簡略記号を用いて格付けを実施している(2)。た

とえば、各機関の株価格付けに関する定義を例示すれば、次のとおりである。

　野村証券の場合は、アナリストが格付銘柄の今後６ヵ月間の株価変動をＴＯＰＩＸ

（Tokyo Stock Price Index の略）との比較で予想している。格付「１」は、ＴＯＰＩ

Ｘを15％超上回る。「２」は、５～15％上回る。「３」は、上下５％以内の変動。「４」

は、５～15％下回る。「５」は、15％超下回るなど、各ランクの変動が予想される場
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合についてその範囲を規定している。

　大和総研の場合は、今後６ヵ月から12ヵ月の間に格付銘柄の株価変動をＴＯＰＩＸ

との関係でアナリストが予想する。

　格付「Ａ」は、ＴＯＰＩＸを約10％以上上回る。「Ｂ」は、ＴＯＰＩＸを上下約10％

の範囲内で変動する。「Ｃ」は、ＴＯＰＩＸを約10％以上下回る。と、それぞれに予

想する。ただし、実際には株価がその通り連動することは少なく、的中率も低い。そ

こで、機関投資家などは、株価の格付けよりは、むしろ証券アナリストが提出する個

別銘柄、業界、景気環境などに関するリポートに注目しているのが現状である。ただ

し、これも母体企業の関係から「売り推奨」が少ないのが問題点といえる。

　しかし、株価の反応をみてみると、企業規模別によってかなり異なる。たとえば、

上場企業の場合、同一業種であっても他社と同じ株価トレンドを示すわけではなく、

個別銘柄に対する投資家の投資価値の判断にもとづいて株価は変動している。

Ⅵ.　取引相場のない株式の評価

　取引相場のある、いわゆる公開株式銘柄は証券市場で株価が決定されるが、取引相

場のない株式の評価は、会計理論的には、株式の実価で決定される。株式の実価とは、

企業の純財産額を示した自己資本総額を発行済株式総数で除した１株当りの株価で算

出される。税法における株式評価は、租税負担の公平性の観点から租税能力に応じた

相続税額等の課税額を算出する目的で財産計算を中心に行われる。決して企業経営の

健全性あるいは投資価値を判断するために行うものではない。

税法でいう取引相場のない株式の評価は、株主の態様と発行会社の規模別区分とに

よって以下のように評価方式が規定されている。

　(1) 原則的評価方式

　株式取得者が特例を適用される株主に該当しない場合で、大会社の場合は、類似業

種比率方式または純資産価額方式により評価する。中会社については、純資産価額方

式と類似業種比率方式の併用により、小会社については、純資産価額方式または純資

産価額方式と類似業種比率方式との併用方法を選択適用し、評価する。なお、同族株

主以外で少数株主の場合には、配当還元方式によって評価する。

　株主の態様と評価方式を示せば図表－１のとおりである。
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図表－１　税法上の株式評価

株　主　の　態　様 評　価　方　式

取得後の持株割合５％以上

中心的な同族会社

役　員

原則的評価方式
純資産価格方式による

評価額については20％

の評価減の特例が適用
される場合がありま

す｡

同族株主

取得後の
持株割合

５％未満
(少数株式

所有者)

中心的な
同族株主

がいる場
合

その他

同族株主の
いる会社

同族株主以外の株主
配当還元方式

取得後の持株割合５％以上

中心的な株主がいない場合

役　員

原則的評価方式
純資産価格による評価

額については20％の評

価減の特例が適用され
る場合があります。

持株割合
の合計が

15％以上

のグルー
プに属す

る株主

取得後の
持株割合

５％未満
(少数株式

所有者)

中心的な

株主がい
る場合 その他

同族株主の
いない会社

持株割合の合計が15％未満のグループに属する株主
配当還元方式

　　 (出所）尾崎三郎・中野秀之編『資産税の取扱いと申告の手引き』(財)納税協会連合会、

　　 　　　 1995年、p.1183．

Ⅶ.　図解法（視覚法）

　ここでは、視覚に訴えて経営状態を分析・評価する方法を図解法と呼ぶことにする。

この図解法には、レーダーチャート法、フェース分析法、ツリー法などがある。

1.　レーダーチャート法

　飛行場の航空機が航空路に沿って離発着できるのは、航空機を制御する管制レー

ダーが整備されているからである。企業経営も同様で、経営が目標や計画通りに遂行

されるように会計情報分析手法を用いてコントロールされているのである。

　レーダーチャート法は、企業の財務状態、経営成績、現金収支状況など経営状態が

どのような状態にあるのかを視覚的に読み取るのに最も便利な方法で、改善すべき財

務指標が明確となることから経営の改善に有効な手段とされている。つまり、財務諸

比率に関する評価は、単に財務数値として把握するよりは諸比率の相互関係を表示し

た形で把握したほうがより明確となる。

　レーダーチャート法は、このような理由から相互関係を明確化し、一目で経営状態

の良否、具体的には長所と短所が判断できることを目的として開発された技法である。

例えば、業界平均値との比較はもちろんのこと、自社の過去から現在に至るまでを時
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系的比較によって把握したりあるいは目標値と比較するなど幅広い分野で利用されて

いる。

　(1) レーダーチャートの作成法と読み方

　①レーダーチャートの作成にあたっては、まず基礎資料として自社の財務諸表や内

訳表（損益計算書・貸借対照表・キャッシュ・フロー計算書）および製造原価報告

書などを準備する。

　②内円、中間円、外円の３つの同心円を描く。

　③経営状況を分析するための評価対象領域は３ないし４項目位が妥当であり、円形

をその程度に等分する。最低限、収益性・流動性・生産性の３つに等分し、経営指

標としては15項目前後を準備する。

　④分析対象として選択された経営指標の標準比率、たとえば、業界平均値を中間円

周上にプロットする。

　⑤外円から内円に向かって直線を引く。

　⑥標準比率とされる経営指標の各線分上に自社の実績値をプロットする。その際、

留意すべきことは固定比率・負債比率などの経営指標は他の指標と異なり低い方が

経営状態は良好と判断されるので、標準比率より実績値が低い場合には外円に向

かってプロットする。

　⑦経営指標の実績値を直線で結び多角形を作る。作成された多角形が中間円より外

側に描写されている場合には経営状態は標準よりも良好であり、逆に内側に描写さ

れている場合には標準よりも悪い状態にあると判断し、経営の是正措置を講じる必

要がある。この際、留意すべきことは、各財務指標の良否は業種・業態の規模によっ

て異なることを承知すべきである。

　平成セラミックス社（仮称）のレーダーチャートを作成すると、図表－２のように

なる。図表－２から同社の経営状況を判断すると、経営資本営業利益率（8.4％）、売

上高営業利益率（6.4％）の収益性はいくぶん良好であるといえるが、それ以外の収

益性、安全性（流動性）、生産性の諸比率はすべて標準値を下回っており、厳しい状

況にあるといえる。特に、自己資本経常利益率（10.6％）固定比率（169％）、仕掛品

回転率および機械投資効率の悪化が目立ち、早急に改善措置を講ずる必要がある。
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図表－２　レーダー・チャート（平成セラミック社）

(出所)　秋本・倍『会計情報分析の形成と展開』同友館、1998年、238頁。

2.　フェース分析法

　この方法は、会計数値を分析・評価した結果、企業の経営内容の良否を人間の顔の

表情を用いて表現する総合評価法である。

　顔の表情は、通常、多変量データにもとづきコンピュータによって表現される。日

本経済新聞社発行の『日経　会社情報』の説明によれば、①眉のつり具合は営業利益

増減率、②顔の横幅は経常利益水準、③髪の多少は経常利益増減率、④顔の長さは売

上高、⑤目の大きさは一株利益、⑥瞳の位置は売上高増減率を示している(3)。

　企業を分析・評価した結果、例えば、経営内容が良好な場合には美顔（福相）にな

り、悪化している場合には厳しい表情となる。フェース分析を図示すれば、図表－３

のとおりである。
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図表－３　フェース分析

（出所）『日経会社情報〔季刊〕'95-Ⅰ新春号』日本経済新聞

社、1995年、42-43頁。

　フェース分析のバリエーションとしては、大阪府立産業開発研究所が平成４年から

使用している「鯛を抱いたえびすさん」などがある。また、ツリー分析もいわばバリ

エーションの１つといえる。

Ⅷ.　主要な評価システム（優良企業表彰制度）

1.　ＮＥＥＤ－ＣＡＳＭ

　ＮＥＥＤＳ－ＣＡＳＭＡ（多変量解析法による企業評価システム＝カスマ）は、「財

務・収益性」特性を中心に企業評価を行う代表的な手法で、日本経済新聞社が1979年

に開発し、毎年度優良企業1000社を選出し、そのランキングを公表している。

　この「カスマ」は、公表開始当初、規模・収益性・安全性・成長力の４つの評価項

目とそれに関連する11の財務指標（借入依存度、金融収支比率、経常収支比率、総資

本営業利益率、（役員賞与＋賞与）／付加価値、役員持株／金融機関持株、総資本５

年平均伸び率、従業員数５年平均伸び率、労働分配率、従業員１人あたり売上５年平

均伸び率、税／付加価値）を集約させ、評点化し、相対的評価により優良企業を導き

出した。

　その後、現在に至るまで評価項目のウェートあるいは採用した財務指標は変化し、
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その時々の経済・社会情勢の実態が企業に反映されるよう調整されてきた。

　直近の2000年度では、採用した財務指標の数値は連結ベースに基づいている。つま

り、わが国の会計制度は、2000年３月期より従来の個別財務諸表中心から連結財務諸

表へ重点が移行したことに伴うことによる。

　「優良企業ランキング」の選出は、次の４つの評価項目と15の財務指標を用いて行

われている。

　第一評価因子　「規模」　（ウェート30.4％）

　　財務指標　（売上高・使用総資本・キャッシュフローについては自然対数値、従

業員数（人））

　第二評価因子　「収益性」（ウェート31.2％）

　　財務指標　（売上高純利益率（％）、株主資本純利益率(Ｒ.Ｏ.Ｅ)（％）、使用総

資本営業利益率（％）、従業員一人当り利払い後事業利益）

　第三評価因子　「安全性」　（ウェート 19.6％）

　　財務指標　（流動比率（％）、株主資本比率（％）、固定長期適合率（％）、手元

流動性（倍））

　第四評価因子　「成長力」　（ウェート18.8％）

　　財務指標　（売上高伸び率、株主資本伸び率、使用総資本伸び率）

　　である。

　しかし、日本企業の相対的評価に適用される「カスマ」が外国企業を評価するのに

適しているとは限らない。また、企業の不祥事が相次いだ90年代後半以降では、企業

の社会性が問われ、企業存続のための原資とされる「収益性」すなわち経済合理性の

追求は限界に達し、「収益性」と同程度に「社会性」をも満足させることが社会から

強く求められるようになった。それを充たすことができない企業は、持続可能な発展

を遂げることは無理であることが判明した。

　「社会性」とは、現代企業は、社会制度として存在する立場から、企業が社会性を

どれだけ考慮して活動しているかを評価しようとするものであり、社会貢献や環境保

全、コンプライアンス（遵法性）など、定量化の難しい定性的要因が含まれている。

「社会性」などの定性的要因をも重視して企業評価を行うことで、「優れた会社」を

見出す手法としては、日本経済新聞社が日経リサーチと共同開発し、1994年３月から、

公表しているプリズムがある。
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2.　ＰＲＩＳＭ

　ＰＲＩＳＭ（多角的企業評価システム＝プリズム）は、評価対象をなす主要因子お

よびそれに対するウエート付けを経済・社会・国際情勢の影響を考慮に入れて実態に

より近づけようと毎年変更し、「優れた会社」を導き出している。

　最近４ヵ年の主要因子は、96年度では、「社会性・透明性」「収益・成長力」「環境・

研究」「若さ」、97年度では、「収益・成長力」「社会性・透明性」「環境・研究」「若さ」、

98年度では、「社会性」「収益・成長力」「若さ」「開発・研究」、99年度では、「収益・

成長力」「社会性・柔軟性」「若さ」「開発・研究」と評価因子およびそのウェートが

年次毎に変化している。

　プリズムは、評価手法として共分散構造分析を用い、できるだけ主観的な要因を排

除し、客観性を確保しようとするものである。同時にそれは、調査対象企業をランク

付ける場合にも有効な手段とされている。しかし、プリズムは、選出された各企業の

当該年度における相対的な評価とそれに基づくランキングによる位置関係を示してい

るに過ぎなく、長期間にわたって「優れた会社」を保証するものではない。つまり、

この手法は、債券の格付けとは異なり、同ランキングが過年度より上位にランク付け

られたり、新たにランクインしたからといって、株価がそれに応じて上昇するわけで

もなく、企業の合併・買収（Ｍ＆Ａ）などに際して、買収価額や譲渡価額を決定する

場合に用いるには限界がある。また、同法は、日本企業のみを対象としており、グロー

バルな視点から財務指標を診た場合、このプリズムの評価数値は国際基準を満たして

いるか疑問で、財務的評価の面でも問題がある。グローバル経済が進展する中にあっ

て、今後ますます統一的な評価システムの構築が強まることが予想され、フォーチュ

ン、フォ－ブスなど欧米の主要な評価システムと整合性についての検討が重要となり、

評価システムの国際的調和化へ向けた一層の改善が求められる。

3.　米国の企業評価システム

　次に、外国の企業評価システムに注目してみよう。米国の代表的企業評価システム

としては次のものがある。

　フォーチュン社（経済誌出版社）は、1955年７月以降、各種の企業ランキングを公

表している。具体的には、評価の基準をなす主要項目について企業をランク付けし、

それを総合化することによって企業ランキングを決定している。代表的なものとして、

“AMERICA’S MOST ADMIRED COMPANIES 500”「米国で最も賞賛される企業500

社」(4)や“WORLD’S MOST ADMIRED COMPANIES 500”「世界で最も賞賛される企業500
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社」、「米国の大企業500社」、米国を含む世界の大企業を対象とした「世界の大企業500

社」などを選出し、毎年発表している。

　同様に、フォーブス社(経済誌出版社)も米国の上場企業を対象に1980年には「フォー

ブス25」を公表し、1985年以降公表企業を拡大し、米国を除く世界の大企業を対象に、

売上高、純利益額、総資産額、時価総額の４つの財務規模を評価項目として、各項目

毎に上位500社をランク付けした上、総合ランキングの上位500社を選出した「フォー

ブス500」や、さらにその中からベスト200社を選出した「スーパー200」などを公表

している。

　米国の産業（特に製造業）は1960年代後半以降、生産性の低下と国際競争力の弱体

化により長期間にわって低迷を続けていた。国家目標として生産性の向上および競争

力の回復を掲げ、1987年に「マルコム・ボルドリッジ国家品質賞」を制定したが、そ

の後、製品品質は向上し、米国製造業は復活を遂げた

　本賞の特徴は、製品品質以外のサービス・経営分野の品質などソフト面での諸品質

をも評価対象として総合化し、優良企業を決定し表彰する制度であり、優良企業を表

彰する制度としては、世界最高のレベルにある

　わが国もこの考え方を導入して財団法人社会経済生産性本部が優れた企業を表彰す

ることを目的として1996年に制定した「日本経営品質賞」などがある。

Ⅸ.　財務的･非財務的業績評価指標を活用したマネジメント・システム

　財務的業績評価指標と非財務的業績評価指標を活用し、企業の理想的将来像である

ビジョンと戦略を実現するための戦略的マネジメント・システムとして、近年、話題

となっているのが、バランス・スコアカードである(5)。

　バランス・スコアカード（balanced scorecard）とは、これまでの財務的業績評価指

標では評価できない将来の企業価値の創造や、企業行動を評価する際に用いられる業

績評価法である(6)。すなわち、伝統的な財務的業績評価は、「過去の出来事について

語ってくれるのであって、長期的な企業の能力や顧客との関係などに投資することが

企業の成長に大きな意味をもたない工業化時代のものである」ために、情報化時代の

企業を評価するためには、「将来の業績向上を導く業績評価指標を併用することによ

り、過去の業績を評価する財務的業績評価を補強」することが必要となり、バランス・

スコアカードが誕生したわけである(7)

　バランス・スコアカードは、具体的に企業のビジョンおよび戦略から次の４つの視

点から演繹し、企業の業績を判断する(8)。
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　　　　　①財務的視点

　　　　　②顧客の視点

　　　　　③社内ビジネス・プロセスの視点

　　　　　④学習と成長の視点

　バランス・スコアカードには、伝統的な財務的業績評価指標も含まれているが、そ

れらを超えて企業の各部門の目標を拡大する。したがって、経営管理者は、「各事業

部が現在および将来の顧客のためにどれくらい価値を創造したか、いかに事業部内部

の能力を高め、将来の業績向上のために人材システムなどにも投資する必要がある課

などの点を評価することができる。……（中略）……、（さらに）訓練され動機づけ

された従業員による重要な価値創造アクティビティを把握できる。すなわち、財務的

な視点により、短期的な利益を維持ないし確保できる一方で、バランス・スコアカー

ドは、長期の財務的業績向上と競争優位を確保するためのバリュー・ドライバー（価

値創造要因）を明らかにする」(9)ことができるのである。

　以上のような、バランス・スコアカードのフレームワークを４つの視点により提示

すると、図表－４のようになる。

図表－４　４つの視点に支えられたバランス・スコアカード

(出所)　吉川武男「バランス・スコアカードの基礎」『企業会計』

Vol.52 No.11、5頁。中央経済社、2000年11月。
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Ⅹ.　結びに

　今日、企業評価に対する考え方およびその評価の手法は、経済・社会・グローバル

な環境変化の中で、大きな変貌を遂げている。

　本論文では、これまで利用され、定着した企業評価手法や、近年、バランス・スコ

アカードのように話題となり、導入が試みられている代表的な企業評価手法を取り上

げ、その特徴を論述してきた。その結果、次のような問題点が知見として明らかとなっ

た。

　米国のフォ－チュン社やフォ－ブス社は、グローバルな大企業を調査対象として分

析を行い、その結果を｢世界の大企業｣として公表している。それに対し、わが国の日

経ＮＥＥＤＳ－ＣＡＳＭＡ、ＰＲＩＳＭは、日本企業のみを分析対象としている。

　グローバルな競争が繰り広げられ、ますますその傾向が強まる現在では、国際会計

基準、国際環境規格、国際品質規格などのグローバル・スタンダードと同様、世界中

の企業を同一の尺度を用いて企業評価をする必要があろう。現在、グローバルな相対

評価が求められているのである。その意味からして、世界の企業評価機関は、同一尺

度の制定に向けて、早急な協議や調整を行う責務がある。

　今後、新しい企業評価の意味と手法とによって具体的な展開が求められており、21

世紀は、この実現に向けて、努力がなされることを期待したい。

［注］

(1) 21世紀における企業の課題と企業活動の制約要因となり得る事象について述べているが、両者

には必ずしも関連性はなく、筆者は、現状認識について一般論を述べたものである。詳しくは

拙稿「企業評価からみた21世紀のエクセレント・カンパニー」を参照されたい。

(2) 株価格付けの符号および格付けに関する定義は、野村證券、大和総研の資料を参考とした。

(3) フェース分析における顔の表情は、『日経会社情報［季刊］’95-１新春号』日本経済新聞社、1995

年、42-43頁を参照されたい。

(4) 米国で最も賞賛される企業の選出方法について、1996年２月15日付『日本経済新聞』では、次

のように述べている。「95年の売上高500社で構成する「フォ－チュン500」のうち417社を選出

し、製品・サービスの品質、人材の発掘・育成、財務状況、経営陣の資質など８項目を評価基

準11千人の経営者や評論家などの投票で順位を決めた。コカ・コーラ社は、経営陣の資質、長

期投資対象の２項目でトップを獲得。経営資産の活用や製品・サービスの品質も高く評価され

た。」

(5) バランス・スコアカードの意義については、詳しくは、吉川武男「バランス・スコアカードの

基礎」『企業会計』Vol.52 No.11、中央経済社、2000年11月を参照されたい。

(6) Ｋaplan, R. S. and Norton, D.P., The balanced scorecard, Harvard Business School Press, 1996,p.18. （吉
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川武男訳『バランス・スコアカード新しい経営指標による企業変革』生産性出版、1997年42頁。）

(7) ibid.,p.７,（同上訳書、29頁。）

(8) ibid.,p.８,（同上訳書、29頁。）

(9) ibid.,p.８,（同上訳書、29-31頁。）
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