うと、１９９０年代のバブル崩壊期は借入の圧
縮が大きな課題であった。企業は有利子負債を
少しでも削減したいと考え、貸す側の銀行は自
己資本比率の向上と貸倒引当金削減のために貸
出を圧縮していた時代である。

武藤泰明

財務省から２０１７年度（ 年３月期）の法
人企業統計が公表された。最大のトピックは、
企業の外部からの資金調達が５年ぶりにプラス
に転じたことである。
５年ぶりと書いたが、５年前の資金調達は表

内部留保

476

627
減価償却

380

381
株式調達

-566

-37
社債・借入

193

153
設備投資

429

454

13

19

今世紀に入って自社株買いが解禁されると、
企業全体としては自社株買いが増資を上回るよ
うになる。上場会社の目的は株価上昇である。
企業が買い取って保有する自社株には議決権が
ない。株主資本ではなくなるということである。
したがって、たとえばＲＯＥ（自己資本利益率
＝純利益÷自己資本）の分母が小さくなるので
ＲＯＥが上昇し、これが株価上昇をもたらすと

企業の資金調達は復活するか
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表１ 企業の資金調達の推移

(年度、千億円)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
443 442 550 614 753 835 641 484 1125
計

4

1

94

64
15

33

34

99

89
借入 -44 -108 31

60

3
-28 -19
6
社債 15

-18 -33 -42 -371 116
2
-65 -179 -64

増資 -36 -78 -67 -38 -36 -70 -78 -566 -37

508 622 615 612 771 869 683 856 1009
627
減価償却 405 390 376 353 354 376 397 380

381
資料：法人企業統計

ではこれからどうなるのか。第一に、企業全
体としては利益からの内部留保が増え、自己資
本比率も上昇しているので、投資余力が高まっ
ている。人手不足を背景として今後は省力化投
資が増えていくものと思われるが、その原資は
あるということだ。世界経済は米中貿易戦争を
契機として下降リスクが大きくなっているが、
自己資本が大きければこのリスクに耐えること
もできるだろう。
第二に、２０１７年度に上場会社の自社株買
いが減少したのが株高のためだとすると、 年
度はふたたび自社株買いがふえる。本誌３月号
に書いたとおり、 年度後半の株高は証券会社
の「演出＝買取」によるところが大きい。この
統計は公表されているので、大企業の経営企画
部門なら把握している。したがって、株高は続
かないと考えていたはずである。つまり自社株
買いをしばらく控えようとした。結果として資
金調達は大幅なプラスになった。
そして現在は株価低下局面を迎えている。先
行きは不透明だが自社株買いは再開されるだろ
う。結果として外部資金調達はふたたびマイナ
スに転じる。ただしそれはここ 年来の「バラ
ンスシートの適正化」を目的とするものとは異
なり、積極的な財務行動として実施されること
になるだろう。利益と内部留保がこれを支えて
いるからである。資金調達を必要としない企業
成長がしばらく続くことになりそうである。

○自社株買いは再び増える

このような「自己資本の縮小」は２０１７年
度も続いてはいるのだが、資金調達はプラスに
転じた。少し詳しく見てみよう（表２）
。
まず２０１６年度について。設備投資は減価
償却費を超えて実施されている。この傾向はし
ばらく変化がない。
換言すれば、
企業は内部留保、

○資金調達がプラスに転じたことの背景

期待される。ＰＥＲ（一株あたり純利益÷株価）
についても株数が減れば分子が大きくなるので
数字が大きくなって株価にはプラスである。だ
から上場会社は自社株を買ってきた。結果とし
て、株式市場全体としては、資金を調達する場
ではなく、返す場になっているのである。資本
主義はこれでよいのかと、常識的には考えるべ
きであろう。

内部留保 103 231 239 258 417 492 286 476

18

200

内部調達

20

うち配当
16

外部調達

17

のとおり２０００億円で、それ以前はずっとマ
イナスである。２０００億円というのは、プラ
スとはいえ限りなくゼロないしマイナスに近い
と思ったほうがよい。 年度の外部調達は 兆
６０００億円なので 年度と比べると２ケタ違
う。企業の財務行動がやっと積極化したという
ことができる。
では２０１６年度以前はどうであったかとい

ているということである。逆に言えば、２０１
６年度は「余裕はないが自社株を買った」のだが、
この理由は株価が低かったことである。日経平
均は２０１６年６月には１６０００円を割って
いたのだが、その後は上がり続け２０１７年は
９月以降２００００円を超える状態が続いた。
３割上がったということである。２０１５年は
年より株価が高かった。つまり、 年の自社
株買いは株価下落による。合理的な行動なのだ
が、自社株を買えたのは「過去の内部留保のス
トック」と「低金利による借入」によるものだ
ということができるだろう。換言すれば、２０
１６年度の企業行動も合理的だったということ
である。

○自己資本比率は上昇している

41

16

ところで、企業が自社株を買うと純資産（自
己資本）が減少する。したがって自己資本比率
が低下する。社債や借り入れで資金を調達する
と負債が増えて、やはり自己資本比率が低下す
る。しかし、日本企業の自己資本比率は趨勢と
して上昇している。２０１３年度は ・６％だ
ったのだが、 年度は ・６％、 年度は ・
７％である。この理由は、利益から内部留保に
回っている金額が大きいためである。では配当
を抑制しているのかというと、配当も増えてい
る。利益から配当を支出しながら、同時に内部
留保も増やしている。利益が増えているからこ
れができる。結果として自己資本比率が高くな
る。
40

614

68
2018. 12. 1／vol.389

69

16

37

18

497
純利益

11

資料：法人企業統計より作成

17

2017

12

2016

つまり蓄積した利益を設備投資資金として使っ
ているのだが、 年度は株式による資金調達の
マイナス額が内部留保より大きくなった。これ
は、日本の企業全体としては、利益を投資に回
せなかったことを意味している。差額は９兆円
である。設備投資額と減価償却費の差額は４・
９兆円なので、これを加えると ・９兆円の資
金不足である。社債と借り入れが ・３兆円。
これでファイナンスされていると考えることが
できる。もちろん、これは企業全体の話なので、
個々の企業を見るならば、過年度までの内部留
保のストックで設備投資を行った企業もあるだ
ろうし、借り入れを設備投資に回さなかった会
社もある。統計は全体を語るだけなのだが、そ
れでも全体としては、お金を借りてまで自己資
本を縮小したということである。
では２０１７年度はどうか。設備投資と減価
償却の差額は７・３兆円である。この資金不足
は、 兆円を超える内部留保で十分に賄えてい
るものと思われる。つまり、企業は資金的な余
裕を持ちながら、投資と自社株買いを両立させ

16

（年度、千億円）

60
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