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研究開発投資による企業価値創造

後 藤 哲 雄
要

旨

本稿では、企業の研究開発投資が企業の投資として有効に働いているかという課題につ
いて、成長機会の価値という指標に注目し、1991 年から 2006 年までの日本の全上場企業
約 4000 社の中から 434 社を抽出し、その財務情報データから研究開発投資が成長機会の
価値 MMB、MMPP の回帰を試みた。成長機会の価値はオットーなどにより近年注目さ
れているものである。その結果研究開発投資は成長機会の価値の回帰に対して統計的に有
意であることが得られた。これは市場全体としては研究開発投資は成長機会の価値に対し
て有効に働いているということを示している。従って、研究開発投資によって成長機会の
価値はある程度説明できることがわかった。しかし、M 社の財務情報データを得られた
回帰式に当てはめた結果、計算された M 社の成長機会の価値は必ずしも高いものではな
いということがわかった。M 社では研究開発投資が投資としてあまり有効に働いていな
い。従って、研究開発投資が成長機会の価値の向上、しいては企業価値創造に結び付けら
れるように、
「投資事業の選択」
「研究開発投資の PR」の 2 点についての提言をまとめた。

Ⅰ

課題の説明

1．日常の疑問─特許はきちんと評価されているか。
製造メーカーではしばしばその技術の専用実施権の獲得の為に特許の登録を行う。特許
は経済産業省の関連省庁である特許庁が審査を行い、新規性（過去に似たものがないこ
と）と進歩性（技術的な革新があること）がある技術に対して独占的に実施できる専用実
施権を認める制度である［石田正泰、鈴木公明，2006］
。従って、製造メーカーでは競争
戦略の中で特許戦略を計画し実施していくことになる。特許は次のような使い方をする。
（1）特許を自社で取得し独占的に実施し他社を排他する。
（2）特許を自社で取得しクロスライセンスを取得し他社と取引を行う。
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（3）特許を自社で取得しその特許を売却し収益を得る。
（4）特許を自社で取得し証券化して事業資金を得る。
筆者も勤務先においてその職務上発明を行い、特許登録を獲得してきた。なるべくたく
さんの特許を取得することは企業の特許戦略の中核であり、従業員に取ってはノルマに近
いものである。発明も職務発明として扱われ無償の実施権が会社側にある。もちろん使用
者側の専用実施権を設定した時には発明者は相当の対価の支払いを受ける権利を有する。
このように登録された特許でも実施されるものもあれば実施されないものもある。実施
されるものの中でも売上の大きい製品に実施されるものもあれば 1 台しか受注生産しない
ものの中で実施されるものもある。このような特許の価値はどのように評価されるべきも
のであろうか。実施されているものは日の目を見ており事業におけるその価値が売り上げ
ベースあるいは利益ベースで何とか評価することができる。しかし、これから実施される
特許、あるいは、実施されていない特許はどのようにその価値を評価すべきであろうか。
特許の貢献度はもちろん全ての特許で同様な付加価値があるとは考えないが、たとえ実施
されていない特許に対しても何らかの価値があるように思われる。もし、反対に価値のな
い特許を発明しているのだとしたら、価値のない特許にかける研究開発費を無駄に消費し
ているように思われる。何とか、価値のある特許だけに研究開発費を投入したい。
このような事態を考えていくと「特許の評価はきちんとできているのであろうか」しい
ては「研究開発費は有効に投資しているのだろうか」という疑問が発生する。本論文の課
題の出発点はこのような特許戦略の評価と改善に原点がある。

2．研究開発投資と株価の相関
特許に対する評価がきちんとできているのか、あるいは特許に対する研究開発投資が適
当であるかの議論は難しい。本論文では次のような特許と株式価格との相関を試み相関が
ない例を確認した。
（図 1）
特許に対する評価が小さい理由については、本当は大きく評価されても良いのに過小な
評価になっていることをまずあげたいが、本当に評価が小さいというケースも見過ごして
はならないと考える。両者の切り分けはこのデータからはできない。さらに、筆者は「評
価がきちんとできているのか」
、あるいは「開発投資が適当であるか」の問題は特許にと
どまらず工業所有権と呼ばれる実用新案、意匠、商標にも広がり、知的財産全体、さらに
ブランドやのれんなど無形資産全体に同様の問題があると考えている。
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3．価値の評価の課題
このような特許の価値はどのように決まるのであろうか？

現在はコストアプローチ、

マーケットアプローチ、インカムアプローチの 3 つの手法が一般的である。これらの無形
資産の価値の評価方法は会計的な分野から発達してきたものである。これらの無形資産の
価値の計算で最も不備であるのは、コストアプローチ、マーケットアプローチ、インカム
アプローチのいずれにせよ、すでに事業化している特許であるか、類似の特許が事業化し
ている場合などにしか適用できないことである。想定される特許権侵害訴訟の場合はおそ
らく侵害が事業化しているのでこのような計算マニュアルがあれば十分なのであろう。し
かし、本誌で課題としているのはいまだ実施していない特許であり、将来の価値が明確で
ない無形資産なのである。これらの無形資産の価値を具体的に計算する方法は現在はまだ
確立されていない。また、もちろん将来に渡っても確立は困難であることが予想できる。
投資家が株式に投資をするとき、あるいは M&A の時に買収される企業の財産を査定す
るデューデリジェンスを行う時に無形資産に与える評価はおそらくゼロではない。あるい
は高い評価を与える可能性のある無形資産の資源を所有しているかもしれない。その資源
を正当に評価できたとすれば無形資産の価値を向上させることができ、企業価値を向上さ
せることができるのではなかろうか？

あるいはどうしても価値の向上が期待できない無

形資産についてはそれにかける投資を中止あるいは削減して、余ったお金を価値の向上が
期待できる資産に投資することによって、間接的に無形資産の価値を向上し企業価値を向
上させることができるのではなかろうか？

無形資産の価値を向上させるには、無形資産

の価値を正当に評価することが必要と考える。
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4．本誌の課題
無形資産の価値を正当に評価することができれば、無形資産がその価値をどの程度生み
出しているかがわかる。本誌では議論の原点の特許に立ち返り、無形資産を研究開発投資
に限って研究開発が本当に価値を創造しているのか実証して、無形資産の価値を正当に評
価できるか実証して行く。ここでは価値は成長機会の価値を考える。成長機会の価値とは
いろいろな先行研究があるが、なかでもオットーが研究開発投資との実証研究に用いて注
目を浴びている［Ottoo, 2000］
［古賀智敏、榊原茂樹、與三野禎編著，2007］。本誌でもこ
の先行研究を参考にし、成長機会の価値を目的変数としてとらえることにする。

Ⅱ

本誌と先行研究との関係

たとえば株式価格の超過リターンと研究開発投資の間には有意な関係があることが
示唆されている［Lev, Sougiannis, 1996］
。Lev たちはスリーファクターモデル［Fama,
French, 1992］に対する超過リターンを検証している。さらに鄭はこれに R&D 投資を組
み込み重回帰分析を試み統計的に有意であることを示している［鄭義哲，2005］。鄭はさ
らにスリーファクターに 2 通りの収益率の差を組み込みファイブファクターとして R&D
集約度と異常リターンの関係を調べて、R&D 集約度の高い企業グループは有意な異常リ
ターンを検出していることを報告している［鄭義哲，2006］。本誌ではこれらの概念をさ
らに拡張し超過リターンではなく、将来に渡る収益から計算される理論株式価格が株式価
格が上回る価値を成長機会の価値ととらえる。

Ⅲ

検証の方法

1．データの種類
企業が発表する有価証券報告書、アニューアルレポートなどの会計財務データを元にし
て検証を進める。財務情報データの入手が容易で企業価値の評価が明確である上場企業を
対象とし、東証 1 部、2 部、マザーズ等、日本の全上場企業約 4000 社をターゲットにし
た。ここで示すデータは主に datastream 社のデータベースより入手している。

2．対象の企業
東証 1 部、2 部、マザーズ等、日本の全上場企業約 4000 社についてまず研究開発費
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（R&D 費）に関する財務情報データがある程度まとまっている企業を対象とした。具体
的には 1991 年に R&D 費の財務情報データがある 638 社を選定し、それらの企業につい
て 1991 年から 2006 年の期間に連続して R&D 費の報告がある 434 社について分析を行う
ことにする。これを図 2 に示す。このように選定した企業について R&D 費以外に必要な
データはたとえば売り上げデータ、総資産データ、長期負債データ、BPS データ、発行株
式数データ、
（修正）株価データなどである。すべての分析に使用した総財務情報データ
セット数は延べ 6500 社となるが、その年度別のうちわけを表 1 に示す。サンプル企業の
内訳を図 3 に示す。
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表1

R&D 費の報告企業数
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東証 33 業種分類ごとのサンプル企業数
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3．目的変数
本論文では次の 2 つを目的変数としてターゲットにする。
3.1

MMB

時価総額（market value）から簿価総額（book value）を引いたものを MMB（market
minus book）として成長機会の価値としてとらえて目的変数と扱う。
MMB ＝（時価総額）－（簿価総額）
ただし売上で標準化して利用した。
3.2

MMPP

ある年の利益を捕らえてその利益が将来まで継続すると考えたとき、その利益を年毎の
期待リターンで割り引いたものの和は利益から見たその企業の現在価値と捕らえることが
できる。株式時価総額からこの利益から算出した現在価値を引いたものは、アブノーマル
リターンであり、その企業に与えられた成長機会の価値と捕らえることができる。これを
MMPP（market value minus present value of profit）と呼ぶことにして目的変数と扱う。
MMPP ＝（時価総額）－（利益）／期待リターン
ここで

利益
利益
=!
t
期待リターン
t（1 + 期待リターン）
をあらわす。ただし売上で標準化して利用した。

4. 説明変数
4.1

研究開発費

単年度の研究開発費と、累積年度の研究開発費を目的変数に見立てる。実際の分析はそ
れぞれ売り上げで標準化したもので行う。累積年度数はここでは 3 年とする。3 年という
期間はより詳細な分析を行うときの課題とする。従って次の 2 つとした。
R&D1 ＝その年の研究開発費
R&D3 ＝前々年の研究開発費＋前年の研究開発費＋その年の研究開発費
ただし売上で標準化して利用した。
4.2

利益

利益については営業利益のほかに EVA（economic value added）を用いる。
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営業利益

単純な利益の概念では営業利益を用いる。営業利益は売上で正規化して利用した。
4.4

EVA

より正確な意味での利益としては EVA を用いる。EVA（economic value added）は米
スターン・スチュワート社が開発した指標で利息に配当を考慮した利益であることが特徴
である。企業価値評価の尺度として利用されているだけでなく各社の事情に合わせて改良
されて用いられている［櫻井通晴 伊藤和憲 , 2007］。EVA は単に利息を除いた利益ではな
く、利息に加え配当などの投資された資金が期待する利回りを上回るかどうかを示した指
標であり、投資の判断基準に良く用いられる。EVA は
EVA ＝ NOPAT － WACC ×投下資本
NOPAT : net operating profit after tax（税引後の営業利益）
WACC : weighted average cost of capital
で計算される。
NOPAT の計算はいくつかの方法で近似されるがここでは NOPAT を営業利益から法
人税を引いたものとして計算する。法人税は 40％とした。このようにして求めた EVA は
売上で標準化したものを利用する。
4.5

企業の規模

企業の規模の指標として総資産額の対数をとったものを利用する。対数の底は自然数
（e=2.718…）とした。
4.6

成長性指数

企業の成長を表す指数として総資産の増加分を用いる。今回はその総資産とその年から
5 年前の総資産の増加分から年あたりの平均的な増加分を求めて、資産の成長率とした。
“5 年”という数字については今後その詳細な検討が必要である。なお、各年の資産は各
年の売上で標準化した。従って次の計算式となる。

f 資産i p
売上 i

資産の成長率 =
5

f 資産i - 5 p
売上 i - 5

-1
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変動性指数

変動性の指数は株価の変動性と、売上の変動性の 2 つに注目し次を説明変数とした。
4.7.1

株価変動性

過去 1 年間の株価の変動に注目しもっとも高い株価 MAX（price）ともっとも低い株
価 MIN（price）の比を株価変動性とする。具体的には前年の 4 月より 3 月までの 1 年間
の MAX（price）と MIN（price）を計測しその比の自然対数をとったものを利用した。
株価変動性の計算式は次の通りである。

株価変動性 = ln <

MAX (price)
F
MIN (price)

ただし、4 月～ 3 月の週単位の修正株価データ

4.7.2

売上変動性

もう一つの変動性の指数として売上の変動性を導入した。年ごとに売上の増減率を計測
し、その増減率の標準偏差を売上変動性とした。標準偏差を算出する年数は今回 5 年間と
したが、今後精査は必要である。従って売上変動性の計算式は次のとおりである。

売上変動性 = STDEV 6%sales t ,% sales t - 1 ,% sales t - 2 ,% sales t - 3 ,% sales t - 4@
STDEV（X）
：X の標準偏差を表す。

％ sale t：t 年の売上の増減率を表す。

5．回帰の実証
5.1

実証結果

MMB と R&D1 を回帰分析したものを表 2 に示す。表 2 の 2 行目から 4 行目は説明変
数に前掲の EVA を組み込んだ場合である。R&D1 の t 値は 15.3~15.7 と極めて高く有意で
あることがわかる。表 2 の結果からも R&D1 は成長機会の価値 MMB について統計的有
意であることが示された。
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R&D1 による MMB

MMPP と R&D1 を回帰分析したものを表 3 に示す。まず 1 行目が R&D1 だけを説明
変数とした回帰分析で R&D1 の t 値は 14.1（係数は 4.1）と R&D1 が非常に有意な結果と
なった。2 行目から 4 行目は説明変数に EVA を組み込んだ場合である。R&D1 の t 値は
13.4~13.8 と極めて高く有意であることがわかる。表 3 の結果からも R&D1 は成長機会の
価値 MMPP について統計的有意であることが示された。
MMB と R&D3 を回帰分析したものを表 4 に示す。1 行目と 2 行目は説明変数に EVA
を組み込んだ場合である。R&D1 の t 値は 5.0~5.1 と高く有意であることがわかる。3 行目
から 4 行目は説明変数に EVA の代わりに営業利益を組み込んだ場合である。R&D3 の t
値は 2.7~2.8 と高く有意であることがわかる。表 4 の結果からは R&D3 は成長機会の価値
MMB について統計的有意であることが示された。

表3

R&D1 による MMPP
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R&D3 による MMB

MMPP と R&D3 を回帰分析したものを表 5 に示す。1 行目と 2 行目は説明変数に EVA
を組み込んだ場合である。3 行目から 4 行目は説明変数に EVA の代わりに営業利益を組
み込んだ場合である。表 5 の結果からは R&D3 は成長機会の価値 MMPP について統計的
有意であることが示された。

表5

R&D3 による MMPP

なお、1998 年 11 月に財務諸表等規則の改正があり、多くの企業が試験研究費を一括
費用計上していたものを繰延資産として処理することになった［桜井久勝、須田一幸，
2006］
。この影響を考慮するのは今後の課題である。
5.2

電気機器業界内での回帰の結果

次に電気機器業界内での回帰を行ってみた。電気機器業界は 88 社である。
MMB に対しては EVA を説明変数に加えたときには R&D1 は統計的に有意になり、
MMPP に対しては R&D1 は全ての場合に有意になった。しかし R&D3 を説明変数に加え
た時は t 値が低くあまり有意にならなかった。電気機器業界内では R&D3 を使ったモデ
ルでは研究開発費は統計的にあまり有意でないことがわかる。

6．実証の結論
以上から、業種を超えたサンプル企業全社から 1 年間の研究開発投資 R&D1 もその 3
年間の累積の研究開発投資 R&D3 についても成長機会の価値 MMB、MMPP を回帰した
ときに統計的に有意であることがわかった。成長機会の価値は単なる時価総額と異なり、
そこから本来の価値を引いたものである。MMB については本来の価値は簿価であると
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し、MMPP については本来の価値は将来収益の現在価値であるとした。これらの本来の
価値を差し引いた後に残る成長機会の価値に対しても研究開発投資（R&D1, R&D3）は
統計的に有意であることが示された。
電気機器業界内では研究開発費が統計的に有意となる場合は限られる。R&D1 の回帰に
ついては MMB、MMPP の大部分については統計的に有意となるが R&D3 の回帰につい
ては統計的にあまり有意とならない。

Ⅳ

M 社のポジションと今後の提言

Ⅲ章で示した研究投資開発費の優位性と成長機会の価値の重回帰式を元に、これを M
社に当てはめ、M 社の成長機会の価値のポジションを確認し、今後の提言をまとめる。

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
回帰
（R&D1、営利、売変)

回帰
（R&D1、営利、株変)

回帰
（R&D1、営利)

回帰
（R&D1、EVA、売変)

回帰
（R&D1、EVA)

図4

回帰
（R&D1、EVA、株変)

実際
回帰
（R&Dのみ）

0

回帰結果

M 社の成長機会の価値の実際と回帰の比較（MMPP, 2006）

1．M 社のポジション
このような M 社の財務情報データを III 章で求めた回帰式に当てはめ、M 社の成長機
会の価値（MMB、MMPP）を求める。さらに実際の MMB、MMPP と比較して市場にお
ける M 社の成長機会の価値のポジションを求めた。それぞれ R&D1 と R&D3 について
行った。
結果を図 4 に示す。実際の成長機会の価値はほとんどの場合に回帰式によって得られ
る値より低い。従って、M 社の成長の機会は全業種の水準より低くしか評価されてい
ないと言える。しいては、M 社の研究投資費は成長の機会にあまりよく反映されていな
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い、ということができる。同様のことを電気機器業界内で行った場合も同様の結果を示し
た。

2．今後の提言
Ⅲ章の研究開発投資費の成長機会の価値の回帰により成長機会の価値の回帰には研究開
発投資が非常に有意であることがわかった。しかし、Ⅰ章の M 社のポジションの考察よ
り、M 社の研究開発投資費における成長機会の価値のポジションは必ずしも高くないこ
とがわかった。従って、M 社の研究開発投資費は、必ずしも市場並みに高く成長機会の
価値に反映されていないことがわかる。今後は M 社の成長機会の価値の向上の為には次
のような戦略が必要であろうと提言する。
（1）研究開発投資費を成長機会の価値の向上に結びつけられるように、効率よく投資を
図ること。評価が得られる事業を選択し優先して投資をすることが上げられる。
（2）研究開発投資の効果についてさらに投資家に PR していくこと。例えば、経済産業
省が 2002 年から推進している知的財産報告書を充実させるなどが上げられる。
（2）に関しては M 社は比較的知財活動には熱心であるが、経済産業省が進めている知
的財産報告書、あるいは知的資産経営報告書などをまだ刊行していない。アニューアルレ
ポートに特別なページを割いてその報告を行っている。しかし、知的財産報告書、知的資
産経営報告書など特別な形で PR する企業が徐々に増えているので刊行を提案していきた
い。

Ⅴ

まとめ

本稿では、企業の研究開発投資が企業の投資として有効に働いているかという課題につ
いて、成長機会の価値という指標に注目し、1991 年から 2006 年までの日本の全上場企業
約 4000 社の中から 434 社を抽出し、その財務情報データから研究開発投資費が成長機会
の価値 MMB、MMPP の回帰を試みた。その結果研究開発投資費は成長機会の価値の回
帰に対して統計的に有意であることが得られた。これは市場全体としては研究開発投資費
は成長機会の価値に対して有効に働いているということを示している。従って、研究開発
投資によって成長機会の価値はある程度説明できることがわかった。しかし、M 社の財
務情報データを得られた回帰式に当てはめた結果、計算された M 社の成長機会の価値は
必ずしも高いものではないということがわかった。M 社では研究開発投資が投資として
あまり有効に働いていないのである。従って、成長機会の価値の向上に結び付けられるよ
うに、
「投資事業の選択」
「研究開発投資の PR」の 2 点について提言をまとめた。
また本稿によって、研究開発投資という無形資産が成長機会の価値という価値に対して
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一定の説明ができることが示された。これによってほんの一部ではあるが無形資産によっ
てその価値が説明できることがわかった。さらに説明できる無形資産を増加させ無形資産
に対する説明力を増していくのは今後の課題である。さらに発表会の指摘等を含め今後の
課題として次の 2 点をあげておく。
（1）研究開発投資（無形資産）の説明力の増強
（2）研究開発のパフォーマンスを測定するメジャーの導入
最後にご指導を賜った岡田先生に深く感謝する。
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