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１．はじめに 

「伊藤レポート」等は、日本経済が持続的な成長軌道に乗らない主因の一つは、日本企

業の ROEが国際的にみて低いことに表れているように、資本効率が悪く収益力が低いこと

にあり、「長期的に資本コストを上回る収益を生む企業こそが価値創造企業である」とし

て、企業は ROEの持続的向上を目指す経営をすべきことを論じている。1 日本企業の ROEが

総じて低く、ROEの向上を目指す経営を行うべきことに異論はない。「伊藤レポート」等政

府が進める企業評価に関わる報告書に資本コスト概念を入れたことも評価したい。しかし

ROEを資本コストと比較して企業評価を行うことは、企業財務理論及び実務の観点から適切

ではない。資本コストを企業評価に組み入れるのであれば、ROEではなく株式価値（株価）

を指標にすべきことを述べるのが本稿の目的である。最後にコンセンション方式 PFIに関

わる、政府系企業の財務に関わる企業評価について、本稿の論点から考察すべき視点を述

べる。尚、本稿では特に断りのない限り、企業を株式会社と同義で使用する。 

 

２．ＲＯＥと資本コストの定義 

（１）ＲＯＥとは 

ROE（Return on Equity：株主資本利益率）は、企業の利益の株主資本に対する比率であ

り、通常次の計算式で表示する。2 

ROE（株主資本利益率）＝1株あたりの利益（EPS）÷1株あたりの株主資本（BPS）  

1株あたりの利益（EPS）＝当期純利益÷発行済み株式数  

1株あたりの株主資本（BPS）＝株主資本÷発行済み株式数  

（２）資本コストとは 

資本コストは、投資計画から得られる予想収益の現在価値を計算する時に用いる、資本

市場における同等リスクの代替的証券投資が提供する収益率（割引率）であり、機会費用

の概念に基づく。機会費用である理由は、投資家は証券投資を放棄して当該プロジェクト

に投資するために諦める収益だからであり、投資家が期待 3 する最低の収益率という意味

でハードルレートと呼ばれ、投資家が自由に投資対象を選択し売却できることが前提とな

                                                   

＊本稿の初期の原稿に貴重なコメントを頂いた辰巳憲一教授、岡部光明教授、根本祐二教

授にお礼申しあげる。但し本稿における間違いは全て筆者に帰せられる。 
1 「伊藤レポート」13 頁。山を動かす研究会「企業統治でどう変わる」（2015 年）もほぼ

同様の考え方である。 
2 企業会計原則では、自己資本、純資産、株主資本は厳密には同じではないが本稿では同義

で用いる。 
3 本稿では「期待」と「予想」はほぼ同義で適宜使用する。 
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る。4 ROEは株主資本に対する利益率であるから、投資家である株主が要求する最低の期待

収益率である資本コスト以上の ROEでないと、株主は満足しないという考え方である。株

主が評価する財務上の企業評価基準は、株主が期待する利益を確保し、どの程度上回る利

益を達成できるのかにあり、資本コスト概念を基準にすることは当然である。 

 

３．資本コストを基準とするＲＯＥによる企業評価の問題点 

しかし ROEと資本コストは直接比較できる概念ではない。以下この点を詳述する。 

（１）ＲＯＥと資本コストは評価対象期間が異なる 

ROE を投資家が期待する投資額に対する最低の期待利益率である資本コスト比較するの

であれば、将来の決算見通しに基づく予想 ROE を用いるべきであるが、資本コストを基準

にして日本企業の ROE が低いと指摘する時、通常決算上実現した ROE が用いられる。決算

上の ROE が資本コストを下回る水準にあっても、今後の ROE が資本コストを上回る水準に

なると予想されるのであれば株主価値を毀損しない。5 期待収益率が従来の実績値から大き

く変わる場合は多く、決算結果の ROEと資本コストの単純比較は妥当ではない。 

（２）何をリターンとみるかが異なる 

ROEの分子は当期純利益（税引後の最終利益）を用いることが多いため、減価償却の方法

等会計処理方法により異なり、同一基準による企業間比較が難しい。その上特別損益項目

等営業外から生ずる損益が含まれるため、企業価値を正確に示す計数ではない。資本コス

トを用いて企業価値を求める場合は、資本提供者（株主と債権者）に帰属するキャッシュ

フローを計算するため、支払利息控除前税引後営業利益(Net Operating Profit After Tax 

NOPAT)を用いる。6 企業価値の算定には将来行う投資に関わる支出と収益効果も織り込む必

要があり、フリー・キャッシュフロー・バリェーションでは、下記算式による将来フリー・

キャッシュフローを資本コストで割り引いて現在価値(企業価値)を算定する。異なるリタ

ーンの概念を用いて ROEと資本コストを比較しても意味はない。 

フリー・キャッシュフロー＝NOPAT＋減価償却－粗投資（更新投資＋純投資） 

       ＝NOPAT－純投資（減価償却＝更新投資と想定） 

                                                   
4 Brealey, R, and S.C.Myers(2000年）17頁(訳書上 22頁)。 
5 Amazon社は 1994年設立当初の 4〜5年の期間は赤字体質であり ROEはマイナスであった

が、経営者は将来のフリー・キャッシュフローを最大化することを株主に示し、即ち株主

が期待する以上の収益率を達成することを示したため、株価も上昇し 1997年にナスダック

上場を果たし以後今日迄急成長している。 
6 EVA（economic Value Added-経済付加価値）の算定では、NOPAT(Net Operating Profit After 

Tax-税引後純営業利益)を用いる（Grant,J.L.(1997)訳書 27頁）。 
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（３）資本コストは企業毎に異なる 

企業収益の変動リスクが小さければ投資家の期待収益率は低くなり、逆にリスクが大き

ければ期待収益率は高くなる。資本コストは企業毎異なるのである。「伊藤レポート」の

ように「8％を上回る ROEを達成することに各企業はコミットすべき」7というのは、資本コ

ストは個別企業毎に異なることについての考慮を欠いた議論である。仮に ROEと資本コス

トが同じ基準に基づき比較可能だとしても、企業収益のリスクが小さく資本コストが 8％を

下回る企業については、ROEが 8％に満たなくとも企業価値を創造していると評価すべきで

ある。同様に ROEが 8％以上であっても、資本コストを上回らない限り株主価値を毀損して

いることになる。日本企業の平均 ROEが国際的に低いことが指摘されるが、企業収益変動

のリスクに応じ各国毎異なる企業の平均資本コストとの比較で評価されるべきである。以

上の ROEを資本コストの単純比較に関わる問題点を考慮すると、資本コストと比較するの

は将来の企業収益の内部収益率(Internal Rate of Return :IRR)であり、企業はゴーイン

グ・コンサーンとして投資を行う主体であることを考慮すると、企業収益ではなくフリー・

キャッシュフローを評価対象とするのが正しい評価方法である。ROEを用いて企業評価をす

る場合は、将来の期待フリー・キャッシュフローの IRRの代理指標として、決算で実現し

た ROEが妥当かどうか判断すべきである。 

（４）資本構成の検証が必要 

 企業価値を増加させる方法は、将来の企業収益の向上と企業全体の資本コストを下げる

ことであるが、ROEは企業収益のみ注目するもので、企業全体の資本コストを下げる最適資

本構成についての視点が欠けている。8 企業の資本構成において負債の割合(DE レシオ)を

高めるほど、節税効果により企業全体の資本コストは低くなる｡9 一方 DEレシオが高くなる

ほど倒産ないし資金繰り困窮(破綻懸念)のコストは上昇する｡つまり資本コストを低下さ

せる要素と上昇させる要素がトレード・オフの関係にある。DE レシオがゼロから上昇する

にしたがい、当初は節税の効果が効いて企業全体の資本コストは低下するが、DE レシオが

さらに上昇すると、倒産ないし資金繰り困窮のコストが上昇し、節税効果を上回り企業全

体の資本コストも低下から上昇に転ずる｡結局、企業全体の資本コストが低下から上昇に転

ずる最下点の DEレシオが、企業の全体の資本コストが最も低く、企業の期待収益率との差

                                                   
7 「伊藤レポート」13 頁。 
8 DEレシオ（負債資本倍率）等、有利子負債が株主資本の何倍に当たるかを示す数値を資

本構成と称する。 
9 企業金融の基礎理論を築いたモジリアーニ＝ミラー(MM)両教授が、一定の条件の下では資

本構成は企業全体の資本コストに影響されないという MM理論の修正として提示した考え方

である（Modigliani, F. and M.H.Miller(1963)）。負債の割合が大きくなると、銀行のモ

ニタリングが強化されエージェンシー・コストが小さくなるという考え方もある。 

http://www.ifinance.ne.jp/glossary/account/acc057.html
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が最大、即ち企業価値が最大となるため最適資本構成である｡10 企業財務理論では、株主資

本のコストは負債の資本コストより高く、DE レシオが高まるにつれ株主資本のコストは上

昇するとされている。したがって期待収益率の代理変数としての ROE を株主資本のコスト

と比較する前に、資本コストが最も低くなる資本構成を構築しているか（フローの概念で

言えば資本コストが最低となる資金調達をしているか）を評価することが求められる。企

業価値を最大化しているかどうかの判定は、ROE を拠り所にして資本効率だけ見るだけでな

く、コストが低い負債調達の実行による最適資本構成が構築され、企業全体の資本コスト

の低下が図られているかも検証しなければならない。資本構成によって株主資本のコスト

は変わるので、資本構成を検証しないと ROE 評価の拠り所となる株主資本のコストを算定

できないのである。 

（５）金融緩和下における負債活用  

日本企業の財務の現状を考えると資本構成の問題はもっと注目されて良い。日本企業は

資金調達を銀行借り入れに依存する度合いが伝統的に高く、90 年代以降深刻な不良債権問

題に遭遇した経験から、総じて倒産ないし資金繰り困窮のコストは高いと考えられ、負債

比率は低い方が望ましいと考える傾向がある。90年代から 2000年代初頭までの期間、企業

収益は改善したが余剰資金を有利子負債の削減に使った企業が多く、成長を担う設備投資

が十分に行われなかったが、過剰と見做された有利子負債の削減は企業の資本構成を最適

にするという、財務理論に照らして合理的な財務政策であったと考えられる。11 しかしそ

の後さらに続く DEレイショの低下は、最適資本構成を下回るほど有利子負債を削減し、本

来行うべき投資を行わないことになっていないか疑問なしとしない。例えば（実質的に）

無借金であることを自讃する経営者の言葉を聞くが、無借金であることは正しい財務政策

であるわけではない。財務的にあまりに保守的になり、本来行うべき投資を控え、有利子

負債の削減に走る企業が多いことが、近年の日本経済低迷の原因の一つのように思えてな

らない。長年の金融緩和政策により、銀行の資金ポジションは相当の余剰の状態にある。

銀行は過去多額の不良債権を作ったトラウマから脱し、より合理的な与信審査基準を構築

し、余剰資金の活用を図るべきである。同時に企業経営者も負債調達を有効に活用し、企

業価値向上を目指す投資の実行に挑むことが望まれる。異次元の金融緩和策が実体経済の

改善に十分効果が出ない主因の一つは、企業の保守的過ぎる資本構成構築にあるのではな

いだろうか。 

                                                   
10 経済学的にいうと節税効果の限界価値が負債増加により生じる倒産と資金繰り困窮と取

引費用の限界コストが等しくなる点が、当該企業の最適資本構成ということになる【伊藤

友則(2015年)、林原行雄(2006年)36～37頁】。 
11 林原行雄(2006年)80～81頁,153～155頁。 
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４．望ましい企業の財務評価方法 

（１）企業価値最大化原則 

投資家が評価する企業評価は、企業が資本コストと呼ばれる投資家が期待する最低限の

利益を確保し、どの程度資本コストを上回る利益を達成できるのか、即ち企業価値最大化

を目指す経営がなされているかを評価することである。ROEはそのような企業評価指標とし

ては、必ずしも適切ではないことを述べた。企業財務理論では、企業価値は企業が事業か

ら生む将来のキャッシュフローの現在価値であり、株式の価値と負債の価値の合計である。

12 将来のキャッシュフローを企業全体の資本コスト（株式資本コストと負債コストの加重

平均）で割り戻した現在価値が企業価値である。負債の現在価値は B/S 上の負債額とほぼ

同額とみなせるので、企業価値から負債額を控除した値が株主資本の現在価値であり、株

主資本の現在価値を発行済株式数で除した値が株価の理論値となる。B/S上の資産額は企業

の解散価値13 の内株主の取り分と見なせるので、企業価値が B/S 上の資産額をどの程度上

回るかは、株主資本の現在価値が B/S 上の株主資本の額をどの程度上回るかで、企業価値

は評価できる。14 企業価値の最大化は株式資本の現在価値の最大化と同義である。評価予

想期間に企業が行う投資支出と投資が生み出すキャッシュフローを考慮したフリー・キャ

ッシュフローで評価すると、フリー・キャッシュフローの予測値を資本コストでの割り戻

して得られるフリー・キャッシュフローの現在価値(純現在価値)が、どの程度プラスにな

るかで、企業価値は評価できる。15 

（２）資本コストの算定は難しい 

資本コストを用いる企業価値評価が理論上は正しい企業評価方法であるが、実務上の最

大の難点は資本コスト、特に信頼するに足る株主資本のコストの算定が難しいことにある。

株主資本のコストを算定する最も一般的な評価方法である、資本資産価格モデル(Capital 

                                                   
12 井出正介・高橋文郎（2009年）199頁。 
13 企業解散に伴う株主の取り分に税金が課せられることを考慮すると、企業の資産の再構

築価格という方が正確である。 
14 経済学でいうトービンのｑと同じ概念である。 
15 企業の財務評価、投資評価では、純現在価値と類似の評価方法として内務収益率法があ

る。内務収益率は純現在価値をゼロにする割引率であり、内部収益率が資本コストを上回

るか否かで評価する。純現在価値法と内部収益率法は同じ結論が出そうであるが、実際に

計測すると両者の結論は一致しないことがあり、実務では純現在価値法を評価する見方の

方が多い（Brealey, R, and S.C.Myers(2000年）101～108頁、訳書上 113～122頁。内部

収益率を資本コストと比較して企業評価を行う米国 Holt Value Associates が提唱する

CFROI もある（Madden, B.J. (1999)）。 
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Asset Pricing Model-CAPM)は、厳しい諸仮定を前提にしている。16 経営者としては現実と

は相当かい離した条件のもとで、過去の実績値から算定される資本コストを基準に、パフ

ォーマンス評価をされてはかなわないというのが率直な気持ちであろう。我が国で資本コ

ストの概念が一つ広まらない理由は、実務家に説得性のある株主資本のコストの算定が難

しいことにあるのではないだろうか。 

（３）企業評価は株価評価に帰せられる 

正確な資本コストの算定が難しければ、株式市場で成立する株価は、株価の理論値が実

現していると考え、即ち資本コストを内生化して企業価値評価をすれば、株主資本のコス

トの算定を行う必要はない。前記のように算定された株式の価値は、投資家に支払われる

キャッシュフローである期待配当額の現在価値とする配当割引モデルの考え方と同じであ

ることが知られている。17 財務的利益を追求する投資家は市場で実現している株価が、自

分が考える適正株価（当該投資家が予想するキャッシュフロー【配当】を自ら考える期待

収益率【株主資本コスト】で割り引いて得られる株価）を下回っていると、株式を購入す

るため株価は上昇する。反対に市場の株価が自ら考える適正株価を上回ると、株式を売却

するため株価は下落する。即ち、財務的利益を追求する投資家は、自ら考える資本コスト

以上のリターンを追求して株式投資を行い、その見通しに悲観的になると当該株式を売却

している筈である。市場の株価は日々様々な要因で変動するが、長期的には株価は多くの

投資家が考える水準に収束しており、資本コストは株式市場で実現していると考えられ、

企業評価は結局株主が期待する株価評価に帰せられる。PBR（Price Book-Value Ratio、株

価純資産倍率）は一株あたり純資産額に対する株価であり、PBRが１を下回れば、理屈上は

課税の問題を考慮しなければ、株式を保有するより企業を解散した方が株主に有利になる

ので、財務的には経営的には大きな問題があることになる。18 PBRが 1を上回っていても株

価はもっと高くできる、即ち企業価値はもっと高めることができると、株主は評価するか

もしれない。経営者は株主が期待する株価をサステナブルに実現する経営を行うことを目

指すべきであり、投資家は市場で形成される株価で投資政策を決めるのが、資本コストを

基準にして企業評価を行う際の基本である。企業価値を向上させるためには、収益力の向

                                                   
16 CAPM モデルの前提条件：①完全競争、取引コストと税金ゼロ、投資家はｒｆで無制限

に貸出借入可。②トービンの分離定理が成立。③全ての投資家が証券の期待収益率、分散、

資産間の相関について同じ予測をする（同じ情報を持つ）。④全ての証券の需給は均衡する

（Brealey, R, and S.C.Myers(2000年）1991～203頁、訳書上 211～216頁)。 
17 井出正介・高橋文郎（2009年）153～155頁。 
18 90 年代以降 PBR が 1 以下という状況が長く続いた企業が少なからずあるが、自主廃業

して資産を売却し株主に売却代金を還元したというケースは、少なくとも上場企業では聞

かない。企業の株価形成に何か問題でもあるのだろうか。 

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E4%B8%80%E6%A0%AA%E3%81%82%E3%81%9F%E3%82%8A%E7%B4%94%E8%B3%87%E7%94%A3%E9%A1%8D&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%BE%A1
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上による将来のキャッシュフローの増加と、リスクと資金調達コストを考えて最適資本構

成の最適化を図ることが必要であり、それは市場で形成される株価で評価される。 

（４）株価に与える非財務的要因について 

株価を企業評価指標にすることに対しては、持合い株主のように非財務的目的によって

株式を保有する多くの株主がいる上に、企業価値とは直接関係のない外的要因で株価が変

動することもあり、市場で形成された株価は、財務理論通りに期待収益を資本コストで割

り戻した現在価値を必ずしも正確に反映していないという反論があろう。問題は CAPMを用

いる場合のように、非現実的な条件で成立する算式を用いて、過去のデータを使って計量

的に資本コストを求め企業価値を算定するのと、長期的には将来の予想収益や資本コスト

は結局株価に現れてると考え、株価を基準に企業評価するのと、どちらが信頼できるかと

いう判断に帰する。創業時の Amazon社やこれからイノベーションで急成長する企業の評価

に、過去の実績値を使い CAPMから求められる資本コストに依存するのは妥当な方法ではな

い。株価基準の方がより多くの経営者や投資家は納得するのではないだろうか。19 

（５）投資家の短期志向化について 

 「伊藤レポート」では企業が中長期的な戦略を策定・実行する上で、投資家の短期志向

化を問題視している。20 企業は長期的に持続的成長を図ることが重要であり、経営者は長

期的視点を持って経営することが望ましく、そのために経営者は株式を長期保有する株主

を歓迎するということは理解できる。しかし株価を評価指標として使うためには、市場で

形成される市場価格が適正であることが基本であり、そのためには市場で売買に参加する

投資家数と取引量が十分に多いことが必要である。もし多くの株主が長期保有者になり、

株式の流動性が不足すると、株価のボラティリティが増大し、企業価値を適正に反映して

いると見做されにくくなる。投資家が市場で自由に株式を売買できることが原則であり、

短期売買することも、長期保有することも、投資家の選好で決定される限り、投資家以外

の第三者が干渉すべきことではない。株式市場で株価が適正に形成するためには、十分な

売買が行われ適正な流動性が維持されることが市場経済には求められる。21 

 

 

                                                   
19 本来的に企業価値とは関係が薄い外的要因による株価の影響を排除する主成分分析等の

データ解析手法を用いて、株価が長期的には理論値に収束しているという実証研究が行わ

れることを期待したい。 
20 伊藤レポート 70~77 頁。 
21 米国の銀行の自己勘定取引（Proprietary Trading）を禁止したいわゆるボルカー・ルー

ルの下でも、市場で適正な価格が形成されるために、値付け（マーケットメーク）取引は

金融機関の重要な使命とみなされ認められている。 
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５．政府系企業の財務戦略と公共施設等におけるコンセッション方式ＰＦＩに与える示唆 

（１）非上場政府系企業と営利性 

 最後に以上の議論に関連して、PPPビジネスではどう理解されるのか、近年注目されてい

るコンセッション方式 PFI22 に焦点をあてて考察してみたい。 

まず公的機関が株主である政府系企業であっても、広く誰でも株式を購入できる上場企

業であれば、これまで述べた基本的な考え方は変わらない。次に非上場企業であっても政

府系企業であろうとなかろうと、株式会社である以上営利法人であることが重要である。

営利法人の営利性とは、①対外活動で利益を得ること(商人概念の構成要素としての営利

性)と、②得た利益を構成員(株主)に分配することの 2条件が充足されて成立する。23 非上

場政府系企業も株式会社であれば営利法人である。但し上場企業の場合は株式価値が株式

市場で成立した株価を基に算定されるのに反し、非上場企業の株式価値はアナリスト等が

将来にキャッシュフロー予測を基に算定する。もっとも営利法人と非営利法人の区分は、

非営利法人であっても商人概念の構成要素としての営利性はあり、両者の違いは必ずしも

大きくない。24 株式会社形態をとっていない上下水道事業のような公営企業・公益事業に

ついても、商人概念としての営利性はあり、出資者への配当や解散時の残余財産の分配は

できないが、企業価値最大化原則が財務戦略に応用できる面はある。25 

（２）非上場政府企業における企業価値最大化原則 

企業は営利を目的とするところから、「株主の利益最大化」が会社を取り巻く関係者の利

益調整の原則になる。26 同時に企業は定款で定められた事業目的があり、その達成のため

に努めなければならない。定款に定めがなくとも企業の社会的責任（CSR）等、企業理念、

企業綱領、事業報告書、アニュアル・レポート等を通じ公表されているコミットメントの

履行責任を企業は負う。しかし企業価値最大化（株主利益最大化）原則の規範性は強いも

のではない。27 企業価値最大化原則は経済学でいう不完備契約の典型であり、企業価値最

大化の努力が不十分で、エージェンシー問題を抱える企業は、上場企業にも少なからず存

在する。しかし、契約の完備性の強弱に関わらず、関係者全員が合意して「株主の利益最

                                                   
22 空港などの料金徴収を伴う公共施設などについて、施設の所有権を公的機関に残

したまま、運営を特別目的会社 SPCが行い、SPCは運営権対価を公的機関に支払う

PFI事業。 
23 神田秀樹（2015 年）6 頁。 
24 この定義によると第一生命株式会社は営利法人であるが、日本生命保険相互会社は相互

会社であり出資者に利益配当しないので非営利法人となる。 
25 福川伸次、根本祐二、林原 行雄（2014年）9～10頁。 
26 江頭憲治郎（2015年）21頁。 
27 江頭憲治郎（2015年）21～24頁。 



10 

 

大化」に反する会社運営をする場合を除き、企業価値最大化という財務目的の達成は、定

款に規定された事業目的の遂行、社会にコミットした CSRとともに、企業が果たせねばな

らない責務である。非上場政府系企業の場合、利益を犠牲にしても事業目的の遂行や社会

的責任の履行をすべき使命があると言われることがあるが、正しい企業行動とは思えない。

その第１の理由は、企業化最大化、事業目的の遂行、社会的責任の遂行は、相互に Conflict

がある訳ではないことがある。長期的に見ればそれらの責務の履行は相互に補完的といえ

るからである。28 第 2 の理由は、企業価値最大化は将来の予想キャッシュフロー（の現在

価値）の最大化であり、公的債務の縮減等、政策目的達成のためにも必要だからである。

非上場政府系企業も企業価値最大化を目指すべき組織なのである。 

（３）コンセッション方式ＰＦＩ導入の意義と財務政策 

1999年に公布された PFI法の施行以降、PFI（Private Finance Initiative）は官民が連

携して民間の持つ資金、リソースを活用して VFM（Value For Money）を生み出す方式とし

て期待されたが、その成果は必ずしも十分とはいえなかったように思える。その理由は様々

あろうが、PFIの幾つかのケースの財務データを検証してみると、公的部門の財政事情への

対処という面が強調され、民間参加企業にとり企業価値向上に結びつくプロジェクトにな

っていないことが多いのも一因のように思える。その意味で PFI法が 2011年 6月に改正さ

れ、「公共施設等運営権」という権利が新たに創設され、民間企業に公共施設等の運営権を

長期間付与できるコンセッション方式 PFIが可能になったことは、運営権を設定する民間

事業者により自由度を与え、その創意工夫による経済的成果は大いに期待できる。特に今

進められている空港や水道事業におけるコンセッション方式 PFI事業では、運営権を付与

する政府系企業と運営権を設定する民間事業者が、相互に企業(事業)価値を最大化させる

条件で契約できることが望ましい。政府系企業の運営権付与について言えば、採算を単に

公的部門の財政事情や政府企業の ROEだけで評価せず、運営権を譲渡する政府系企業の企

業価値の最大化という視点から見ることが肝要である。政府系企業の企業価値の最大化は、

将来受け取る期待キャッシュフローの現在価値を最大化であり、そのためには政府系企業

は最適資本構成が構築されるべきである。未曽有の低金利が続く金融環境の中で、低い負

債コストを生かした財務政策が必要なことは、一般民間企業と同じである。 

 

                                                   
28 財務目的、事業目的、社会的責任の達成には、ティンバーゲンの定理（政策目標と同じ

数の政策手段が必要で、それぞれ異なる最も効率的な政策手段の割り当てが必要になる）

と、マンデルの定理（ある問題の達成のためには，その達成に最も効率的な手段を割り当

てるべき）が基本的には当てはまると考えるべきである。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/VFM


11 

 

６．日本経済再生のために経営者に求められること 

日本経済再生のためには、果敢にイノベーションに挑戦し、長期的に企業価値向上を目

指す創造的企業が、もっと増えることが必要である。29 そのような企業のパフォーマンス

評価は ROEが資本コストを上回るかどうかではなく、企業価値、即ち株式価値最大化を目

指す経営がなされているかで判断されるべきである。日本経済が低迷しているとしたら、

その原因は金融面にあるわけではでない。金融市場には余剰資金があり余っており、相当

量のお金が日銀の当座預金に預けられている。未曽有の長期の金融緩和による低コスト資

金を活用して、適切な負債と自己資本の組み合わせによる資本調達を行い、成長に必要な

投資を行うことが経営者に求められている。その一つの方策がコンセッション方式 PFIに

よる、民間の資金、リソースの活用である。その成果の評価基準も、結局は参加民間企業

の企業価値創造努力がなされているかどうかであることを改めて強調したい。30  

                                                   
29 そのためには官と民の連携をもっと深め、民間企業の持つ資源とノウハウがより有効に

生かされる政策遂行と、経営者の創造的経営力が求められている(福川伸次、根本祐二、林

原 行雄編著（2014年）。 
30 本稿は財務面に焦点を当てたが、企業を財務面からのみ評価するのは狭い考え方である。

企業価値を高めることは、株主を含む多くの企業を取り巻くステークホルダーの利益を考

えて、企業が持続的成長を図る経営が行われることが求められている（Tirole,J (2001), 

(2006)）。この点については別の機会に論じることにしたい。 
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英文題名 

Problems concerning ROE as corporate valuation method and a suggestion on 

concession PFI   
 

英文要約 

The Ito Report argues that one reason the Japanese economy has not achieved 

sustainable growth is the capital inefficiency of Japanese firms as evident in their 

internationally low ROE. It characterizes firms generating earnings exceeding the cost 

of capital as true value-creating firms and says that corporate management should 

focus on increasing ROE in a sustainable manner. While the author agrees that capital 

efficiency in Japan is relatively low and that management should make greater effort to 

improve ROE, The author finds it inappropriate to base company valuations on a direct 

comparison between ROE and the cost of capital from the standpoints of both financial 

theory and business practice. The author argues that company valuations should be 

based on stock value if the concept of cost of capital is included. Finally, The author 

points out some important issues in valuation of unlisted government-owned companies 

in vo l v ing  PFI  t ransa c t i ons  w i th  concess i on  o f  op era t i ona l  r i gh ts . 


