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要旨
本論文では、企業価値評価における財務分析の理論に関して議論を行った。特にわれわれ
は、企業価値に関連する資本コストに焦点をあてることにより、両者の関連性について考察
を行った。
最初に、われわれはコーポレート・ファイナンスのフレームワークを利用して、基礎的な
企業価値に関して説明した。これにより、コーポレート・ファイナンスにおける資本コスト
の概念を再検討した。２点目に、われわれは資本コストを用いた配当割引モデル（Dividend
Discount Model：DDM）に焦点をあてた。財務分析にはリスク分析と将来分析の２種類が
含まれる。
これらの理論的フレームワークにより、財務分析の主要な目的は、株式評価に必要な情報
を提供することにある。従って、われわれは資本コストの議論を通して財務分析と株式評価
を関連づけた。
その結果、企業価値評価の要素として財務分析の位置づけを明らかにした。このことから
われわれは、企業価値評価モデルの中に財務分析を含めて考察することを提案した。
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おわりに

はじめに
近年、世界的な規模で発生した金融市場の危機によって、今日の企業は以前にも増して質
の高い経営を行う必要性に迫られていると考えることができる。
従来、日本企業の意思決定基準として用いられてきた方法として、事後的評価を用いた財
務 分 析 に よ る 体 系 的 な 方 法 が 挙 げ ら れ る。 こ れ は 亀 川（1966） やLerner and Carleton
（1972）によって展開され、企業を内部の経営者または財務管理者の視点から評価すること
ができる枠組みを提供した。

1）

一方、今日の企業経営において求められているものは、企業が投資した資産から将来得ら
れるキャッシュ・フローを基礎として、資本コストを意識した事前的な評価である経営手法
を取り入れることにある。企業価値創造が与える重要性は、経済同友会（2006）などの調
査 によって明確化され、今日の経営者が実践すべき質の高い経営手法を達成するための基
2）

礎をあたえている。
また、小椋（2001）では、今日における財務分析は、現在のコーポレート・ファイナンス
における企業価値評価と密接な関係を持って展開されていると論じている。財務分析は企業
価値最大化や株価最大化の条件の下で、キャッシュ・フローと資本コストの概念を取り入れ
た理論モデルが求められていると考えることができる。
しかし、コーポレート・ファイナンスにおける企業価値評価と財務分析との関連を示す具
体的な理論モデルが明らかにされないという問題点が挙げられる。この理由は、財務分析が
伝統的な会計手法を用いた手法であり、コーポレート・ファイナンスの視点からは区別され
てしまうからである。
よって、本論文では、コーポレート・ファイナンスにおける企業価値評価の手法を中心と
して、経営者・財務管理者が企業評価を行う際に必要とされる財務分析の理論を明らかに
し、企業価値評価と財務分析がキャッシュ・フローと資本コストの下でどのような関連があ
るのかについて考察を行う。
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１．企業価値評価の枠組み
１−１コーポレート・ファイナンスの体系
コーポレート・ファイナンスにおける企業価値評価のフレームワークについて明らかにす
る。まず、コーポレート・ファイナンスが扱う財務的意思決定は資本調達、投資決定、ペイ
アウト政策という３つの領域に分けられる。
コーポレート・ファイナンスは主として金融市場から資本調達が行われ、これに基づいて
企業が投資の決定を行うことで得られる将来キャッシュ・フローを資本コストで割り引くこと
で、企業価値を創造する。そして、残余分のキャッシュを株主に還元するという流れである。
図表１．コーポレート・ファイナンスの領域

（出典）砂川伸幸・川北英隆・杉浦秀徳（2008）『日本企業のコーポレートファイナンス
Corporate Finance Best Practices in Japanese Companies』日本経済新聞出版社，17頁．

図表１において明らかにされるように、コーポレート・ファイナンスにおいて重要なのは
投資決定であり、資金提供者から調達した資金を経営活動に投入することにより得られるキ
ャッシュ・フローを評価の対象とする。よって、経営者や財務管理者は経営活動プロセスに
投入される資産の管理に重点をおかなければならない。
また、企業の経営者・財務管理者は投資活動に関わるリスクとリターンを正確に予測し意
思決定を行う必要がある。このリスクとリターンを結びつけるものが資本コストである。
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小椋（1984）によると資本コストとは次のように述べられている。
「もしある企業体がある資本量を調達し、それを投資プロジェクトにあてたとしてみる。
この場合、この投資プロジェクトが最低、稼得しなければならない利益率が存在する。つま
り、この投資プロジェクトの利益率は、その資金調達のコストを上まわるものでなければな
らない（企業体の正味現在価値の極大化を目的とする）
。したがって、この投資プロジェク
トが稼得しなければならない「必要最低利益率」を「資本コスト（the cost of capital）
」と
呼ぶのである。
」

3）

この定義から、コーポレート・ファイナンスにおいて企業の経営者・財務管理者に求めら
れている能力は、如何にして資本コストを上まわるキャッシュ・フローを生み出すことがで
きるかという経営能力である。
図表２．金融市場と会社の事業の間の現金の流れ

（ 出 典 ）Brealey, R. A. and S. C. Myers. and F. Allen.（2008）Principles of Corporate
Finance 9th ed, The McGraw-Hill.（藤井・国枝監訳（2007）『コーポレート・ファイナン
ス上（第８版）』日経BP社，９頁．）

図表２は資金提供者である金融市場と経営者・財務管理者との関連を示したものである。
この図表から、企業の財務的な意思決定が各種利害関係者（ステークホルダー）に与える影
響が明らかにされる。
つまり、企業が経営活動を行うことによって、どのような資産を保有し価値を上げること
ができるかという投資決定能力が企業価値評価の中で重要な意義を持つことが確認できる。
これらを企業の経営者や財務管理者は経営実践することが求められており、企業が負うべき
経営責任であることが理解される。
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１−２企業価値評価の手法
本節では企業がどのようにして企業価値を評価するのかについて、基本的な評価モデルに
関して明らかにしていく。
まず、企業価値を評価する場合、以下の２つの方法から理論的価値を求める。
（１）すべての資金提供者に帰属する将来キャッシュ・フローを適切な割引率で現在価値
に割り引いて総市場価値を算出する方法
（２）自己資本提供者にとっての価値である株式価値を算定し、これに負債の価値を加え
て、全体の価値を求める方法
（１）は、割引キャッシュ・フロー法（Discounted Cash Flow method：DCF法）によっ
て企業価値を算出する方法である。この方法は企業価値評価の中で最も一般的に用いられる
方法である。
また、
（２）は株式の本源的価値を求める方法であり、株価と密接に関連するものである。
これは配当割引モデル（Dividend Discount Model：DDM）と呼ばれ、株主にとって支払わ
れるものを配当のみであると仮定し、株価を将来にわたって得られる配当の現在価値とする
ことで評価を行う方法である。
図表３は企業価値を構成する要因と現代経営者に求められる経営力をコーポレート・ファ
イナンスの視点から明らかにしたものである。
図表３．企業価値と経営力

4）

（出典）小椋康宏（2009）「経営力創成と現代経営者」,東洋大学経営力創成研究センター
『経営力創成の研究』学文社，４頁．
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図表３の中で企業価値を構成する要因であるフリー・キャッシュ・フロー（Free Cash
Flow：FCF）および加重平均資本コスト（Weighted Average Cost of Capital：WACC）は
以下のようにして求められる。
・フリー・キャッシュ・フロー（Free Cash Flow：FCF）の算定方法
①営業利益×（１－法人税率）＋減価償却費－正味資本投資額－正味運転資本増加額
②EBITDA－正味資本投資額－正味運転資本増加額－法人税支払額
（EBIDA：税引後当期純利益に支払利息、法人税、有形固定資産の減価償却費、無形資産

の減価償却費を加え戻していくので、保有株式からの受け取り配当や関係会社への融資か
らの受け取り利息などの金融収益、遊休土地の賃貸収入など、非営業資産からの収益が含
まれている概念）
・加重平均資本コスト（Weighted Average Cost of Capital：WACC）の算定方法
WACC＝

D
D＋E

Kd＋
（１−T）

WACC：加重平均資本コスト
Kd：有利子負債コスト
D：有利子負債額

E
D＋E

Ke

T：税金

Ke：自己資本コスト

E：自己資本額

・配当割引モデル（Dividend Discount Model：DDM）
P0＝

D1

D2
D3
D∞
＋
＋…＋
＋
∞
１＋Ke （１＋Ke） （１＋Ke）
（１＋Ke）

Dt：将来のt時点で受け取ると予想される配当金
Ke：株式に対する投資家の要求収益率（自己資本コスト）
以上が企業価値を評価する上での基本的なモデルである。筆者はこの２つのうち、
（２）
における株式の本源的価値を求める方法を用いて議論を進めていく。この理由は、本論文の
研究目的である財務分析と企業価値評価は、企業価値を構成する株式価値との関連があると
考えるからである。
２．財務分析と企業価値評価との関連
本章では、財務分析と企業価値評価、中でも企業価値を構成する株式価値がどのように関
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連しているかについて考察する。
財務分析と企業価値評価との関連を明確にする上で、筆者は株式価値の評価である本源的
価値の算出が密接に関連しているのではないかと考える。
以下はSubramanyam他（2009）によって考察されたものである。彼らによると、経営分
析、特に株式の本源的価値評価の分析は相互に関連するプロセスによって構成されていると
論じている。
図表４は、経営分析における株式価値を測定する一つのプロセスを提示している。
ここで注目する点は、財務諸表分析の枠外において示される本源的価値・資本コストの見
積りと、これを測定する将来分析・リスク分析である。
これらの項目が枠外に示される理由は、従来の伝統的な会計評価に基づく財務の体系分析
では、事前的評価を行う本源的価値の評価が明らかにされなかったからであると考えること
ができる。
ここで、本源的価値とは価値評価モデル（Valuation model）を使用して推定が行われる。
この価値評価モデルは現在価値による評価（present value）の考え方を用いて推計が行わ
れる。価値評価モデルのインプットには、将来キャッシュ・フローと資本コストの見積もり
が含まれる。将来のペイオフを予測するプロセスは将来分析（株式評価分析）を通して評価
が行われる。
また、将来のペイオフを正確に予測するには、会社の事業状況と、その財務諸表を評価す
ることが重要になる。この事業の見通しの評価は、経営環境の分析と戦略分析の主要な到達
目標である。
会社の財務状況（財政状態）は財務諸表を活用することによる財務分析によって評価され
る。一方で財務分析の質は、財務諸表の信頼性と経済的な状況に依存している。これには、
財務諸表における会計的な分析が重要である。
以上をまとめると、株式評価分析は全ての構成要素（会計分析、財務分析、将来分析）を
含んだ概念といえる。
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図表４．経営分析の構成プロセス

5）

（出典）Subramanyam, K. R. and J. J. Wild.（2009）Financial Statement Analysis, 10th ed,
The McGraw-Hill, p11.

この図表から企業価値評価と財務分析を関連付けるものが、資本コストの見積りと本源的
価値の評価であることが明らかにされる。
つまり、本源的価値とは企業における企業価値を構成する株式価値の評価を示している。
本源的価値は、経営環境と戦略分析・会計分析・財務分析によって明らかにされた情報をも
とに、価値評価モデルを利用して導出された概念である。これを資金提供者の期待リターン
である資本コストで割り引くことで企業価値を求めるのである。
３．企業価値評価における財務分析の理論
ここで、再度配当割引モデルに立ち戻って考えてみる。
・配当割引モデル（Dividend Discount Model：DDM）
P0＝

D1

D2
D3
D∞
＋
＋…＋
＋
∞
１＋Ke （１＋Ke） （１＋Ke）
（１＋Ke）

Dt：将来のt時点で受け取ると予想される配当金
Ke：株式に対する投資家の要求収益率

― 224 ―

企業価値評価における財務分析の理論

配当割引モデルでは、株主にとって得られるものが配当のみであると仮定し、将来の配当
の現在価値を求める概念である。
もし、財務分析が株式価値の評価と関連性を持って説明されるならば、株式価値を評価す
ることは財務分析との関連を明らかにする上で重要な意義があると筆者は考える。
本論文の冒頭に論じたキャッシュ・フローと資本コストとの関係の上で整理すると、財務
分析と企業価値評価はともに将来にわたって得られる価値の現時点における評価を行うとい
う点で、両者は関連性があると考える。
図表５．企業価値評価における財務分析の理論的位置付け

（出典）筆者作成
図表５はこれまでの考察結果をまとめたものである。株式価値の評価は、将来にわたって
得られる配当を含んだ価値評価であるため、将来の株価形成を含んだ財務分析モデルの重要
性が明らかにされる。
つまり、企業価値評価を構成する要因として財務分析が存在し、両者が企業価値最大化、
株価最大化と密接に関連しているのである。
おわりに
本論文において、コーポレート・ファイナンスにおける企業価値評価の手法を中心にし
て、企業価値評価における財務分析の理論について考察を加えてきた。
企業の経営者がグローバル化した市場において経営活動を行う場合、企業価値最大化とい
う目標に根ざした経営を行うことは重要な意義を持っており、それは将来得られるキャッシ
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ュ・フローを資金提供者が要求するリスクによって割り引いて計算されるものである。
この意思決定に対する考えは今後も変わらないだろう。また、将来における株価形成も企
業価値最大化と同様に重要である。本論文では、財務分析の発展としての株式価値の評価を
考える事により、財務分析による情報提供に基づいた株式評価が企業価値最大化の構成要因
となっていることを明らかにした。
今後の研究の展開としては、理論を軸とした実証的な分析も行っていきたい。企業価値創
造における財務分析の理論が、企業経営者の財務的意思決定をどこまで説明することができ
るかという視点と、日本企業に求められている財務経営とはいかなる経営手法なのかについて、
企業価値最大化、財務分析における株式価値評価の視点を踏まえて明らかにしていきたい。
謝辞
本論文の作成にあたり、小椋康宏先生と董晶輝先生から懇切丁寧なご指導を頂戴したこと
を御礼申し上げます。また、１人の匿名レフェリーの先生から貴重なコメントを賜りまし
た。重ねて御礼申し上げます。
注
亀川とLerner and Carletonは自己資本利益率（Return on equity：ROE）の理論を、財務分析

１）

を体系的に捉える総合的な指標として提示した。これは、総資産利益率との関連を明確にし、負
債比率を財務レバレッジとして位置付けることで資本構成の変化を取り入れた総合的な尺度とし
て財務分析の理論的研究の中に位置づけた。
ROE（自己資本利益率）＝（１−T）
［ROA＋（ROA−i）×
i＝利子率 L＝負債

L
E

］

ROA＝総資産利益率

本指標は、企業の自己資本利益率とその他の重要な４つの財務変数、総資産利益率（Return on
asset：ROA）、負債比率（財務レバレッジ）、借入資金に支払われる利子、税率との間に存在す
る関係を明らかにしている。
また、税率の低下、あるいはROAの上昇は自己資本利益率を高めることになる。しかし、本指
標はいくつかの欠点もある。それは、事後に評価された指標であり、不確実性やキャッシュ・フ
ローのタイミング等が考慮されていない点である。
経済同友会が2006年に行った企業価値に関する調査は、近年の経営環境を取り巻く変化に対応す

２）

るためには、現代企業および経営者には何が求められているのかについて調査が行われた。ここ
では、現代経営者が果たさなければならない経営能力として将来の株価を基礎として形成される
株式時価総額（株価×発行済み株式総数）を企業価値として捉え、金融市場との関わりの中で経
営者が果たすべき責務に関して論じられている。
小椋康宏（1984）『経営財務［増補版］』，同友館，122頁．

３）

ここでの経営力とは企業価値創造において重要なキャッシュ・フローを創造する能力のことであ

４）

り、
「マーケティング力」、「組織力」、「技術力」、「財務力」をまとめた能力を意味する。
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企業価値評価における財務分析の理論

この図表において本文中では説明しなかった「経営環境と戦略分析」、「会計分析」も企業価値創

５）

造の中で重要な役割があると考える。企業が現在どのような競争環境にあり、どのようにして投
資を決定するかを計画するためには自社のポジショニングが必要となる。このために「産業分析」
や「戦略分析」といった経営環境の分析が行われる。また、経営環境の分析には外部の利害関係
者との関係も視野に入れ、各種利害関係者の意見をも尊重しながら経営活動を行っていくことが
重要である。
一方、
「会計分析」は自己資本利益率等の体系的分析を行う上で必要とされる一般的な会計の知
識である。財務諸表を作成するための記録・計算・測定がこの分析でなされる。
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Financial Analysis Model
in Corporate Valuation Theory
MATSUMOTO, Minoru
［Abstract］
In this paper, we discuss about the financial analysis model in corporate valuation
theory. Especially, we focus on the cost of capital relate to the corporate value. Firstly, we
explain the basic corporate value using corporate finance framework. We have reviewed
the importance of the cost of capital. Secondly, we focus on Dividend Discount Model
（DDM）using the cost of capital. Financial analysis model includes the risk analysis and
the prospective analysis. Using a theoretical framework above, the purpose of financial
analysis model is to provide the basic information for the stock valuation. Therefore, using
argument the cost of capital we have related financial analysis model to stock valuation.
As a result, we had clarified that financial analysis model is an important component in
corporate valuation. We have suggested that use corporate valuation theory should be
included the financial analysis model.
［Keywords］
Financial analysis model
Free cash flow
Cost of capital
Corporate valuation theory
Stock valuation
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