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〔論 文〕

『金融経済研究』第43号，2021年3月

コミットメントライン契約の決定要因＊

―日本の上場企業のデータを用いた実証分析―

本 田 朋 史

要旨
本稿は，2004－2017年に上場していた日本企業を対象とし，コミットメントライン契約の

決定要因を明らかにするため実証分析をおこなった．プロビットモデルによる推計結果から，
次のことが明らかとなった．第1に，キャッシュフロー，設備投資需要の増加は，コミット
メントラインを契約する確率の増加につながる．第2に，主要取引銀行との関係が緊密な企
業ほど，コミットメントラインを契約する．

また，本稿では，コミットメントラインに類似した当座貸越を考慮し，多項プロビットモ
デルによる推計をおこない，上記のコミットメントラインに関する結果が頑健であることを
確認した．更に，当座貸越契約の決定要因に関して，コミットメントラインの結果と同様に，
キャッシュフローの増加が当座貸越を契約する確率の増加につながることが明らかとなった．
一方で，コミットメントラインの結果とは異なり，銀行企業間関係が緊密である企業ほど，
当座貸越を契約しないことが観察された．

1 は じ め に
本稿の目的は，日本の上場企業を対象とし，コミットメントライン契約の決定要因を明らかにす

ることである．
コミットメントラインとは，銀行企業間で結ばれる銀行融資であり，予め決められた条件で，一

定額の融資を企業に保証する契約である．コミットメントラインは，証書貸付等と比較して新しい
銀行融資であり，1999年3月「特定融資枠契約に関する法律（以下，特定融資枠法）」の施行後，
大企業を中心に契約されるようになっている．1)

図1は，2001－2018年のコミットメントライン契約額（契約社数）の推移を示している．2001年
1月時点で約10兆円（1,358社）であったコミットメントラインの市場規模は，2018年12月で約34
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1) 詳細は，第2節で説明する．
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兆円（13,008社）と拡大していることが観察されており，この20年間でコミットメントラインは普
及していることが分かる．2)

海外の企業を対象とし，コミットメントライン契約の決定要因を分析している研究は，企業の要
因から説明している Martin and Santomero (1997), Sufi (2009)，一方で，銀行の要因から明らかに
している Kashyap et al. (2002), Acharya et al. (2013）が挙げられる．

海外の先行研究に対して，現在までに確認されている日本の研究は，コミットメントラインの株
式市場に対するシグナリング効果を検証した金子・渡邊（2004），富田・池田（2014），要求払い預
金とコミットメントライン供与の関係を分析した胥・劉（2013），現金やコミットメントラインの
保有動機を調査した佐々木他（2016）が挙げられる．しかしながら，筆者が知る限り，日本企業を
対象として，コミットメントライン契約の決定要因を分析した研究はおこなわれていない．また，
日本の先行研究は，クロスセクションや数百社の少数サンプルを用いているという問題があること
に加え，日本には，当座貸越というコミットメントラインと類似した融資枠があるが，両者を厳密
に識別して分析をおこなっていない．

このように，日本では，コミットメントライン契約の決定要因に関する分析はおこなわれていな
い．しかしながら，日本だけでなく海外の先行研究も含めると，銀行企業間の結びつきがコミット
メントライン契約に及ぼす影響を検証できていないという問題点も挙げられる．（Cagle（1956），
沓見（1968），Berger and Udell（1995），広田（2009），佐々木他（2016））．

そこで本稿は，2004－2017年に上場していた日本企業を対象とし，企業，銀行の要因，更に銀行
企業間の関係がコミットメントライン契約に及ぼす影響を分析した．分析の結果，次のことが明ら
かとなった．第1に，キャッシュフロー，設備投資の増加は，コミットメントラインを契約する確
率の増加につながる．特に，キャッシュフローの経済的影響は，先行研究と同程度に大きいことが
明らかとなっている．第2に，規模の大きい銀行ほど，コミットメントラインを供与する．第3に，

コミットメントライン契約の決定要因（本田朋史）

©Japan Society of Monetary Economics 2021

29

2) 日本銀行 HP（http://www.stat-search.boj.or.jp/index.html, 最終閲覧日2019年11月27日）．

図1 コミットメントライン契約額，契約社数の推移
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銀行企業間関係が緊密な企業ほど，コミットメントラインを契約する．また，本稿は当座貸越を考
慮した分析をおこない，当座貸越契約の決定要因も明らかにしている．分析結果から，コミットメ
ントラインに関する結果と同様に，キャッシュフローと当座貸越を契約する確率にはプラスの相関
が観察された．一方で，コミットメントラインに関する結果とは異なり，規模の小さい銀行が当座
貸越を供与していること，銀行企業間の結びつきが緊密な企業ほど，当座貸越を契約しないことが
明らかとなった．

本稿の貢献は次の通りである．第1に，日本企業を対象として，コミットメントライン契約の決
定要因を明らかにしたことである．コミットメントラインに関連した日本の先行研究は，コミット
メントライン契約の決定要因を明らかにしていないだけでなく，当座貸越を識別して分析をおこな
っていない．一方で，本稿はコミットメントラインだけでなく当座貸越契約の決定要因も明らかに
しており，新たな知見をもたらしている．第2に，銀行企業間の結びつきがコミットメントライン
契約に及ぼす影響を実証分析により明らかにしたことである．コミットメントライン契約は銀行企
業間関係の影響を受けて決定されることを，一部の先行研究は言及していたが，現在までに，その
言及を裏付ける検証は実施されていなかった．こうした状況下で，初めて，本稿は銀行企業間関係
がコミットメントライン契約に及ぼす影響を実証分析により明らかにしている．

本稿の構成は次の通りである．第2節では，コミットメントラインの制度や利用実態について説
明をする．第3節では，本稿に関連した先行研究を紹介すると共に仮説を提示する．第4節では，
本稿で利用するデータと分析方法について説明する．第5節では，分析結果を示す．最後に，第6
節で結論を述べる．

2 コミットメントライン
本節では，初めにコミットメントラインの制度を説明する．次に，アメリカのコミットメントラ

インの利用実態を見ていく．最後に，日本のコミットメントラインの導入背景と情報開示制度を確
認する．
2.1 コミットメントラインの制度
コミットメントラインとは，貸手と借手の間で，予め決められた条件で極度額を設定する契約で

あり，証書貸付をはじめとする通常の融資とは，2つの異なる特徴がある．第1に，コミットメン
トラインを通じた融資に対して審査がないことである．通常の融資では，借手は融資を申請するた
びに，貸手から審査を受ける．一方で，コミットメントラインを通じた融資では，確かに契約段階
では審査を要するが，一度契約することができれば，借手は追加の審査なしに，コミットメントラ
インを通じて融資を受けることができる．3) 第2に，借手は手数料を支払う必要がある．コミット
メントラインは借手に融資を保証する契約であり，貸手は，借手からのコミットメントラインを通
じた融資の申請に応じるため，常時資金を準備する必要がある．そのため，準備した資金の機会費
用の対価として，借手はコミットメントフィーという手数料を支払う．4)

2.2 アメリカのコミットメントラインの利用実態
コミットメントラインは，少なくとも1940年代頃から，アメリカの企業により利用されるように

なったことが確認されている．5) Cagle（1956）は，FRB が1955年に，初めてコミットメントライ
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3) ただし，契約時に設定された借手が遵守すべき条項（例，財務制限条項）を満たす必要がある．
4) 特定融資枠法第2条で，コミットメントライン契約の法的性質が記されている．
5) アメリカでは，Credit Line, Line of Credit と呼ばれている．
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ンの利用実態を調査した，The Survey of Member Bank Loans for Commercial and Industrial
Purposes の結果を報告しており，この調査の対象となった2,000行の内，約半数以上がコミットメ
ントラインを供与していたことが明らかとなっている．更に，Summers（1975）によると，1941
年の時点ですでに，中長期型のコミットメントラインである Revolving Credit Facility の利用が確
認されている．現在では，FRB の調査によれば，2017年第2四半期において，新規に組成された
商工業ローンの内，約80％がコミットメントラインを通じた融資であることが報告されている．
2.3 日本のコミットメントラインの導入背景と情報開示制度
前小節で言及した通り，コミットメントラインは，古くからアメリカで利用されていた．一方で，

日本でコミットメントラインが本格的に利用されるようになったのは，特定融資枠法が施行された
1999年3月以降である．

1999年3月以前，日本でコミットメントラインの利用が制限されてきた原因として，コミットメ
ントフィーが「みなし利息」に該当することが挙げられる．利息制限法第3条や出資法第5条の4
第4項は，「金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は，礼金，割引金，
手数料，調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず，利息とみなす」としており，コミッ
トメントフィーも例外ではなく，みなし利息に該当した．

ここで，みなし利息問題の確認のため，第一勧業銀行国際金融部（2001）の例を引用する．企業
A は，極度枠100億円，借入金利0％，極度枠全体に掛かるコミットメントフィー料率0.1％であ
る，コミットメントラインを契約しており，その枠から1,000万円を借入れしていたとする．この
時，みなし利息に該当する手数料は1,000万円（100億円×0.1％）であり，実質的な借入金利は
100％となる．このような例の場合，実質的な借入金利は，利息制限法や出資法が規定する上限金
利，それぞれ年15.0％，20.0％を超過する．実務上，この例の状況が発生する可能性は十分にある．
仮に発生した場合，銀行は利息制限法における罰則の対象とはならないが，出資法における刑事罰
の対象となり，罰則を受ける可能性が生じる．1999年3月以前の日本では，このような法的な問題
が背景にあったため，コミットメントラインの利用が制限されてきた．6)

しかしながら，特定融資枠法が成立する1年前の1998年3月，日本電気がシティバンクと総額
700億円のシンジケート方式のコミットメントラインを契約する出来事が起きた．この出来事が契
機となり，経団連や銀行業界がこれまで法務省や大蔵省に要望していた，「コミットメントフィー
の規制緩和」が本格的に検討されることになった．最終的には，1999年3月に，「特定融資枠法」
が成立，施行され，大企業に限定して，コミットメントフィーがみなし利息に該当しないと認めら
れ，コミットメントラインが契約されるようになった．現在までに，2001年，2011年と2度の法改
正が実施され，コミットメントフィーがみなし利息に該当せず，コミットメントラインを契約でき
る対象企業は拡大している．表1は特定融資枠法の改正と対象企業の変遷を示している．2019年現
在，企業の信用リスク等を考慮しなければ，全ての上場企業はコミットメントラインを契約するこ
とができる．一方で，中小企業は大会社の子会社，資本金の額が3億円を超えている，または金融
業という場合を除いて，原則的にはコミットメントラインを契約することはできない．7)

コミットメントラインの情報開示制度に関しては，日本公認会計士協会の「金融商品会計に関す

コミットメントライン契約の決定要因（本田朋史）
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6) 法律の条項や上限金利は現在のものに基づいている．
7) 中小企業は，利息制限法や出資法が制限する金利を超過しないように，極度額の内，一定額を借入れるという
「最低借入条項」を満たすことでコミットメントラインを契約することができる．特定融資枠法の成立以前では，
この条項を満たすことで，大企業もコミットメントラインを契約していたことが報告されている（小田（1998））．



21-01-029　028_02-論文（本田朋史）.mcd  Page 6 21/03/05 13:35  v5.51

る実務指針」が次のように述べている．「同指針の311-2」によれば，「当座貸越契約及び貸出コミ
ットメントの借手においては，将来の借入余力を示すキャッシュ・フロー情報として有用であると
ころから，その旨及び借入枠から実行残高を差し引いた額を注記するのが望ましい」．8) そのため，
コミットメントラインの情報を公開するか，また開示する項目については，個々の企業に委ねられ
ている．開示される主な項目は，極度額，実行残高，未実行残高や取引金融機関数である．また，
契約期間，取引金融機関名，コベナンツの内容（財務制限条項）及びその違反の有無，シンジケー
ト型か相対型か，借入スプレッド，コミットメントフィー料率といった項目は稀に開示される．こ
れらの項目は当座貸越と合算して開示されることもある．また，契約の有無のみ開示している企業
も存在する．コミットメントラインの情報は，有価証券報告書の提出が義務付けられている企業で
公開されており，中小企業のコミットメントラインの情報は，筆者が知る限り，現在でもほとんど
公表されていない．

3 先行研究と検証仮説
先行研究は，コミットメントライン契約の決定要因を，企業，銀行の要因，更に銀行企業間関係

によって説明している．そこで，本節では，コミットメントライン契約の決定要因を分析した先行
研究を整理し，検証する仮説を提示していく．
3.1 コミットメントライン契約と企業の要因
コミットメントライン契約と企業の要因の関係を分析した先行研究は，設備投資需要とキャッシ

ュフローが，その契約において重要な要因であることを指摘している．
Martin and Santomero（1997）は，コミットメントライン契約と設備投資需要の関係を理論モ

デルにより分析している．コミットメントラインは，借手に融資を保証するだけでなく，短期間に
資金を供給することができる．9) 理論モデルは，企業は，設備投資を含む，短期間で消滅する投資
機会に直面し，この投資機会を獲得することができなければ，利益を得る機会を失うことを想定し
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8) 「金融商品会計に関する実務指針（第14号）（https://jicpa.or.jp/specialized_field/14_34.html, 最終閲覧日
2019年11月27日）．

表1 特定融資枠法の改正と対象企業

西暦 特定融資枠法に関する出来事 対象企業

1999年3月29日 「特定融資枠契約に関する法律」の施行

2001年6月29日

2011年5月25日

1　資本金の額が5億円以上またはB/S上の負債の額が
200億円以上の株式会社
1　上記対象会社，2　資本金の額が3億円を超える株
式会社，3　証券取引法の規定による監査証明を受け
なければならない株式会社，4　特定債権等譲受業
者，5　特定目的会社，6　登録投資法人，7　有価証
券の発行，借入，出資の受入れにより資産を取得し，
当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもっ
て，その債務の履行，利益の配当及び残余財産の分配
を専ら行うことを目的とする株式会社，有限会社
1　2001年改正時点における対象会社，2　純資産の額
が10億円を超える株式会社，3　大会社の子会社，4　
資本金の額が3億円または純資産に相当するものの額
が10億円を超える外国会社，5　保険業法上の相互会
社，6　第一種金融商品取引業者，7　投資運用業者，
8　証券金融会社，9　貸金業者

資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取
引法等の一部を改正する法律（第13条）の公布

「特定融資枠契約に関する法律の一部を改正する法
律」の施行

(出所) 「特定融資枠契約に関する法律」，「特定融資枠契約に関する法律の一部を改正する法律」，「資本市場及び金融業の基盤強化の
ための金融商品取引法等の一部を改正する法律」より，筆者が作成．
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ており，短期間で消滅する投資機会を獲得するため，企業にコミットメントラインを契約する動機
が働くことを明らかにしている．

Sufi（2009）は，1996－2003年に上場していたアメリカ企業を対象に，コミットメントライン契
約の決定要因を実証的に分析している．分析結果から，キャッシュフローの増加は，コミットメン
トラインを契約する確率，極度額の増加につながること，一方で，キャッシュフローの減少は，コ
ベナンツを違反する確率を上昇させ，極度額の減少につながることを明らかにしている．そのため，
彼はキャッシュフローがコミットメントライン契約の重要な要因であると指摘している．

このように理論，実証面から，コミットメントライン契約と企業の要因を分析したものに加え，
その契約の動機をアンケートによって分析した研究として，Lins et al. (2010）が挙げられる．

Lins et al. (2010）は，企業のコミットメントライン及び現金の保有動機を明らかにするため，延
べ29か国の企業を対象にアンケートを実施している．アンケート結果によれば，回答企業の60％が
コミットメントラインを保有する動機として，「リスクまたは買収時における確実な資金源（Cer-
tainty of funding during event risk or acquisition opportunities）」を，一方で47％が現金を保有す
る動機として，「キャッシュフローの低下時におけるバッファー（Cash as a buffer against future
cash flow shortfalls）」を挙げていたことが明らかとなっている．

以上の先行研究から，企業の設備投資需要やキャッシュフローがコミットメントライン契約に影
響を及ぼすことが示唆されるため，企業の要因に関連した以下の仮説を提示する．
仮説1 設備投資需要，キャッシュフローの大きい企業ほど，コミットメントラインを契約する．
3.2 コミットメントラインの供与と銀行の要因
コミットメントライン契約を企業の要因によって説明する研究がある一方で，銀行の要因から検

証した研究も存在する．
Kashyap et al. (2002）は，コミットメントラインの供与と銀行の受入れ預金の関係を分析してい

る．理論分析は，コミットメントラインを通じた融資と受入れ預金の引出しが同時に発生しにくい
条件の下で，コミットメントラインの供与と受入れ預金はプラスの相関であることを示唆している．
銀行は，預金の引出しに備えて，流動性が大きく，収益性が低い資産を保有する．しかし，預金全
額が引落される状況が発生する確率は低く，先ほどの形で資産を運用することは非効率的であるた
め，銀行はコミットメントラインを供与し，収益性を高める．アメリカの金融機関を対象とした実
証分析では，コミットメントラインの供与と受入れ預金にはプラスの相関が観察されている．

胥・劉（2013）は，2006年の日本の銀行を対象に，融資枠（コミットメントライン，当座貸越）
の供与と要求払い預金の関係を実証的に分析している．分析結果では，多くの要求払い預金を受入
れている銀行ほど，融資枠を供与していることが明らかとなっており，Kashyap et al. (2002）と整
合的な結果を得ている．

Acharya et al. (2013）は，aggregate risk（市場全体のリスク）が企業のコミットメントライン
と現金の選択に及ぼす影響を分析している．理論分析では，銀行と銀行へ資金を供給する複数の企
業があり，企業は資金需要ショックを受ける企業とそうでない企業を想定する．市場全体に，資金
需要ショックを受ける企業が増加すると，銀行への資金供給が減少するため，銀行自体が資金制約
に陥り，コミットメントラインの供与が減少する．そのため，aggregate risk が大きい状況では，
企業はコミットメントラインではなく，現金を選択する．アメリカの企業を対象とした実証分析で

コミットメントライン契約の決定要因（本田朋史）
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9) 第一勧業銀行国際金融部（2001）によると，企業は融資実行希望日の3～5営業日前に銀行へ予告することで，
コミットメントラインを通じて融資を受けることができる．
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は，aggregate risk の指標として株価のベータ（企業，銀行業）を用いて，ベータとコミットメン
トライン／現金比率にはマイナスの相関が観察されており，理論モデルが示唆する結果を得られて
いる．

以上の先行研究から，受入れ預金や aggregate risk がコミットメントラインの供与に関係するこ
とが示唆される．Acharya et al. (2013）の実証分析では，理論モデルが単一の銀行を仮定している
ため，銀行産業全体の株価のベータを用いている．ただし，彼ら自身は個別の銀行の自己資本比率
について拡張して分析ができると言及している．そのため，本稿はコミットメントラインの供与と
銀行の要因に関する仮説2を設定する．
仮説2 多くの預金を受入れているまたは自己資本比率の大きい銀行ほど，コミットメントライ

ンを供与する．
3.3 コミットメントライン契約と銀行企業間関係
コミットメントライン契約が企業，銀行の要因によって決定されることが先行研究により明らか

となっている．一方で，これらの観点とは異なり，銀行企業間の結びつきとの関係から言及した研
究が存在する．

Cagle（1956）は，FRB が1955年に実施したコミットメントラインに関する調査，The Survey
of Member Bank Loans for Commercial and Industrial Purposes の結果を報告しており，その中で
銀行がコミットメントラインを供与する目的として，取引関係の緊密な企業を囲いこむことを指摘
している．銀行は，取引関係が緊密な企業を中心に，コミットメントラインを供与し，手数料の代
わりとして両建て預金を求める．10) 企業は，融資が保証されるため，両建て預金を承諾し，コミッ
トメントラインを契約する．その結果，企業の取引は自行に集中する．沓見（1968）もまた，この
調査結果について言及しており，企業はコミットメントラインを供与されることで，融資の保証だ
けでなく，他のサービスも享受することができると同時に，銀行の中での信用ポジションが上昇す
ることを指摘している．

Berger and Udell（1995）は，アメリカの中小企業を対象に，コミットメントラインのデータの
みを利用して，リレーションシップバンキングが融資の契約内容に及ぼす影響を分析している．こ
こで，本稿と最も関連していることは，なぜ，彼らがコミットメントラインのデータに着目するの
かである．その理由については，彼らの論文（p.353）で次のように述べられている．
“The L/C is an attractive vehicle for studying the bank-borrower relationship because the L/C

itself represents a formalization of this relationship.”
すなわち，ここでいう L/C とはコミットメントラインのことであり，コミットメントライン契

約は，銀行企業間の結びつきが強固であることを表現していると言及されている．Cagle（1956），
沓見（1968），Berger and Udell（1995）の見解に対して，日本企業を対象とした場合，広田

（2009）は整合的な見方をする一方で，佐々木他（2016）は相反する所見を示している．
広田（2009）は，1970年代前半から2000年代後半までの融資，持株関係，役員派遣を調査するこ

とで，日本のメインバンクの役割がどのように変化していったのかを分析している．その中で，彼
は『会社四季報』の銀行欄で最初に記載されている銀行をメインバンクと定義し，2001－2007年に
組成されたコミットメントラインの主幹事がメインバンクとどの程度一致するのか調べている．そ
の結果，7年間，計136件のコミットメントラインの内，メインバンクが主幹事となっているコミ
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10) この他に，銀行は取引関係の希薄な顧客に対し，新たな関係を形成するためにコミットメントラインを供与
する場合もある．
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ットメントラインは105件（シェア77.2％）であることが明らかとなっている．また，日本の上場
企業とメガバンクに対するインタビューからは，コミットメントラインを契約する場合はメインバ
ンクと結ぶ，また，コミットメントラインにおける銀行の序列がメインバンクであるかどうかの指
標であるという回答が得られている．

佐々木他（2016）は，Lins et al. (2010）にならい，日本の上場企業を対象として，コミットメン
トラインや現金の保有動機についてアンケートを実施しており，その中でコミットメントラインを
設定しない理由を聞いている．アンケート結果から，回答企業の46.1％が，「必要があればメイン
バンクが貸してくれるため，コミットメントラインを設定しない」を理由に挙げていることが明ら
かとなっている．この結果は，Cagle（1956），沓見（1968），Berger and Udell（1995）や広田

（2009）が示唆する見解とは，対立したものであると言える．
先行研究からも示唆されるように，銀行企業間の結びつきが，コミットメントライン契約に何ら

かの影響を及ぼすことが考えられるため，コミットメントライン契約と銀行企業間の結びつきに関
する仮説3を設定する．
仮説3 銀行企業間の結びつきが緊密である企業は，銀行融資だけでなく，その他の金融サービ

スの取引を含め，主要取引銀行との関係を重視して，コミットメントラインを契約する．
一方で，主要取引銀行との結びつきが緊密であることで，必要な時に主要取引銀行から
借入ができると考え，企業はコミットメントラインを契約しない．

4 実証分析のアプローチ
本節では，まず，本稿で用いるデータソースに関して言及し，続いて，分析方法を説明する．
4.1 データソース
本稿は，2004－2017年に，連結決算を採用している日本の上場企業をサンプル対象としている．

各企業の財務データは「日経 NEEDS FinancialQUEST（株式会社日本経済新聞社）」，コミットメ
ントラインのデータは「eol（株式会社プロネクサス）」から取得している．本稿は，2つのデータ
を企業の株式コードを基にマッチングし，分析可能なデータを作成している．データ作成のプロセ
スは次の通りである．

コミットメントラインに関するデータの取得方法は次の通りである．(Ⅰ)「eol」上で，キーワ
ード「コミットメント，当座貸越」とし，該当企業とその有価証券報告書のデータを取得し，(Ⅱ)
各有価証券報告書に記載されている融資枠（コミットメントライン，当座貸越）に関するデータを
直接確認して集計し，分析可能なデータを作成する．11)

「日経 NEEDS FinancialQUEST」からは，企業の貸借対照表，損益計算書，銀行借入明細，大
株主，また銀行単体の貸借対照表，損益計算書のデータを取得している．

これら2つのデータをマッチングし，銀行業，その他金融業，保険業，証券業，電気・ガス業，
農林水産業に属する観測値を取り除き，更に，決算期を変更している，または決算月数が12か月未
満の観測値を削除した結果，サンプル対象（全上場企業）となる観測数は31,649 firm-year となっ
ている．最後に，表2に示している，分析で使用する各変数が欠損値となっている観測値を削除し
た結果，最終的な分析対象の観測数は23,854 firm-year となっている．分析で使用する変数は，
Commitment Line，Relationship1及び Relationship2，CP を除いて，上下1％を超える異常値を落

コミットメントライン契約の決定要因（本田朋史）
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11) 本稿では，銀行が供与しているコミットメントライン契約の決定要因を分析しているため，親会社のみとコ
ミットメントラインを契約している企業は，コミットメントラインを契約していない企業としている．
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としたものを使用している．
4.2 分 析 方 法
本稿の目的は，コミットメントライン契約の決定要因を明らかにすることである．そのため本稿

では，プロビットモデルによる分析をおこなう．推計式は以下の通りである．

Pr(Commitment Line=1)i,t
=Φ(α+β＊Firmsi, t－1+γ＊Banksij,t－1+δ＊Relationshipi, t－1)

被説明変数である Commitment Line は，コミットメントラインを契約していたら1，それ以外は
0をとるダミー変数である．Φ は Commitment Line が1の値をとる確率を表す標準正規分布関数
である．各推計については Sufi (2009), Acharya et al. (2013）にならい，東証業種別による産業及
び年次固定効果を含めている．Firms，Banks はそれぞれ企業及び銀行の要因，Relationship は銀
行企業間の結びつきを表す変数ベクトルである．各変数の定義は表2に示している．企業の要因を
表す Firms について，各変数の予測される符号を考察する．仮説1に関して，Cash Flow の係数
はプラスになることが予測される．これは Sufi（2009）の実証結果が示すように，キャッシュフロ
ーを高い水準で維持しなければ，企業はコベナンツ違反をしてしまうからである．12) また，Martin
and Santomero（1997）によると，設備投資需要の豊富な企業ほど，コミットメントラインを契約
すると予測しているため，Capex の係数はプラスになると考えられる．その他の企業属性を表す
説明変数の予測される符号は次の通りである．Cash の係数はマイナスになると予測される．これ
は，多額の現金を保有している企業ほど，追加的な手元流動性を必要としないと考えられるからで
ある．次に，Morgan（1990），Sufi（2009）によると，規模の大きい企業ほど，コミットメントラ
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12) 本稿の分析対象の内，コミットメントライン契約に係るコベナンツを開示している観測値523 firm-year の内，
465 firm-year（88.91％）に対しキャッシュフローに関連するコベナンツが設定されていた．

表2 変数定義

Variable Prediction Definition

Commitment Line t期にコミットメントラインを契約していたら1，
それ以外は0をとるダミー変数

Firms
Cash Flow + EBITDA / 総資産
Capex + （t期有形固定資産 －t－1期有形固定資産） / t－1期有形固定資産
Cash － 現預金 / 総資産
Assets + log（総資産）
MB － （時価総資産 + 自己株式） / 総資産
Tangibility + 有形固定資産 / 総資産
Net Worth － 自己資本 / 総資産
WC Volatility + サンプル期間中の企業別運転資金の標準偏差
Age － log（1 + 企業年齢）

CP + コマーシャル・ペーパー及び社債市場で資金調達をしていれば1,
それ以外は0をとるダミー変数

Banks
Bank Assets + log（銀行総資産）
Bank Net Worth + 銀行自己資本 / 銀行総資産
Bank Deposits + （普通預金 + 当座預金） / 銀行受入れ預金
Relationship

Relationship1 + / － t期の主要取引銀行がt－1期と同一であれば1，
それ以外は0をとるダミー変数

Relationship2 + / － t期に企業と主要取引銀行が互いに株式を保有していれば1，
それ以外は0をとるダミー変数
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インを契約しているため，Assets の係数はプラスになることが予測される．また，ペッキングオ
ーダーの理論を考慮すれば，成長機会の大きい企業ほど，外部資金調達手段を選択しないと考えら
れるため，MB の係数はマイナスになることが予測される．Tangibility の係数は Sufi（2009）の
結果にならい，プラスになると考えられる．自己資本比率が大きい企業ほど，負債に依存しない傾
向にあるため，Net Worth の係数はマイナスになると考えられる．また，WC Volatility の係数は
プラスになることが予測される．これは，運転資金の変動が大きい企業ほど，事前に運転資金を確
保する動機が働くからである．企業年齢が大きいほど，外部との情報の非対称性が小さくなるため，
Age の係数はマイナスになることが予測される．最後に，CP の係数はプラスになると考えられる．
これは，CP・社債市場での資金調達ができない状況に備えて，代替的な資金調達手段の確保のた
め，また，CP・社債の高格付けを維持する目的で，企業はコミットメントラインを契約すると考
えられるからである．

続いて，銀行の要因を表す Banks について，各変数の予測される符号を考察する．まず，Bank
Assets の係数はプラスになることが予想される．これは，コミットメントラインの供与に関して，
規模の大きい銀行ほど，法律上の利害関係の整理，コベナンツ及び手数料等の設定や管理に関する
ノウハウが蓄積されていると考えられるからである．次に，Acharya et al. (2013）によると，自己
資本比率の大きい銀行がコミットメントラインを供与することが予想されるため，Bank Net
Worth の係数はプラスになることが予測される．また，Kashyap et al. (2002)，胥・劉（2013）に
よると，受入れ預金とコミットメントラインの供与にはプラスの相関が観察されているため，
Bank Deposits の係数はプラスになると考えられる．

最後に，銀行との結びつきを表す Relationship に関する変数は，プラス，マイナス，どちらか
の符号になることが予測される．主要取引銀行との関係を重視するならば，企業はコミットメント
ラインを契約すると予測されるが，一方で主要取引銀行が必要な時は貸してくれると考えている場
合には，企業はコミットメントラインを契約しないと考えられるからである．

ここで仮説2と仮説3の検証に当たっては，主要取引銀行の情報を用いて分析をおこなう．その
ため，本稿では，各決算期において，企業に対して最も融資残高を有する銀行を主要取引銀行と定
義する．留意するべきは，主要取引銀行がコミットメントラインを供与する銀行と同一かどうかと
いう点である．広田（2009）によると，メインバンクが主幹事となっているコミットメントライン
は，77.2％であることが明らかとなっている．また，メガバンクへのインタビューから，地銀がメ
インバンクの場合は，主幹事がメガバンクとなり，サブのアレンジャーにメインの地銀がなるとい
うことが報告されている．すなわち，企業にとって最も重要な取引銀行は，高い確率でコミットメ
ントラインの供与に参加していると考えられる．この点を踏まえ，本稿では主要取引銀行の属性を
用いて，銀行の要因及び銀行企業間の結びつきとコミットメントライン契約の関係を検証する．13)

5 分 析 結 果
5.1 コミットメントラインの契約状況
集計データによる，コミットメントラインの契約状況は，図1で確認した．そこで本小節は，本

稿の分析対象の年次別コミットメントライン契約企業数を観察して，図1との相違を確認する．ま

コミットメントライン契約の決定要因（本田朋史）
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13) サンプル期間には，現在のメガバンクを中心に多くの銀行が合併した時期を含んでいるが，本稿は合併の影
響を見ることを趣旨とはしていないため，合併前後の主要取引銀行が共に合併行なら関係が継続しており，一方
で合併前の主要取引銀行が被合併行，合併後が合併行であれば関係が継続していないと定義している．
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た，どの産業に属する企業がコミットメントラインを契約する傾向にあるのか確認する．
図2は，分析対象の年次別コミットメントライン契約企業数の推移を示している．2004年では，

263社がコミットメントラインを契約していることが分かる．コミットメントライン契約企業数は，
2008年まで増加している．その後，2014年までに大きな増減は観察されない．ここまでは，図1と
おおむね同様の傾向を示している．しかしながら，2015年以降，コミットメントライン契約企業数
は減少しており，図1と異なった傾向を示している．

ここで参考として，プロビット推計に必要な変数が欠落している観測値を含めた場合，すなわち
サンプル対象（全上場企業）による，年次別コミットメントライン契約企業数の推移を確認する．
図3を見ていくと，図2と比較して，どの年次でもコミットメントライン契約企業数は多い．また，
推移の傾向は2014年までは同様である．両者の傾向の違いが見られるのは，2015年以降である．図
3では，図2のような減少が観察されない．そこで，2015年以降の両者の違いの原因を明らかにす
るため，コミットメントラインを契約しているが，プロビット推計に必要な情報が欠落している観
測値を確認した．その結果，これらの観測値の多くは銀行借入がないことが分かった．また，こう
した観測値は2015年以降，特に散見された．図2と図3の契約企業数の違いの原因を調査した結果，
銀行借入がない企業でも，コミットメントラインを通じて，銀行との取引関係を維持している可能
性が示唆される．

また，図3では，2008年以降，コミットメントライン契約企業数は，ほぼ横ばい状態である．一
方で，図1では，2015年以降，契約企業数の増加が観察される．両者の違いから，上場企業以外に
よる，コミットメントラインへの需要が高まっていることが示唆される．

次に，どの産業に属する企業がコミットメントラインを契約する傾向にあるのか，東証業種別の
コミットメントライン契約率を示している図4を確認する．この図では，3つの期間(A)2004－
2008年，(B)2009－2012年，(C)2013－2017年に区分して確認する．14)

まず，(A)の期間を見ると，コミットメントライン契約率は，不動産業で約30％，建設業で約
24％，その他の産業は約20％となっている．次に(B)の期間では，コミットメントライン契約率は，
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図2 コミットメントライン契約企業数の推移（プロビット推計の対象サンプル）
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鉱業で大きく増加し，約41％となっている．一方で，世界金融危機の影響を最も受けた製造業では，
約24％と(A)の期間と比較して，約5％ポイント増加している．その他の産業でも，コミットメン
トライン契約率は約3～7％ポイント増加している．不動産業のコミットメントライン契約率は
17％であり，(A)の期間と比べて減少している．最後に(C)の期間では，鉱業に属する企業の80％
以上がコミットメントラインを契約している．海外市場リスクに直面しているため，鉱業に属する
企業がコミットメントラインを契約している可能性が考えられる．(B)の期間と比較して，鉱業の
コミットメントライン契約率が著しく増加している一方で，その他の産業のコミットメントライン
契約率に大きな変化は観察されない．
5.2 記述統計量と相関係数
本小節では，初めに本稿で使用する分析対象の記述統計量を，次にコミットメントライン契約と

仮説検証に関連する変数の相関係数を確認する．
本稿で使用する分析対象の記述統計量を示しているものが表3である．まず，Commitment

Line の平均は0.216となっている．Sufi（2009）によれば，アメリカの上場企業の約80％がコミッ
トメントラインを契約している．日本では，コミットメントラインの情報開示が任意であることか
ら，本稿の平均値は，実際のコミットメントライン契約率よりも過小評価されている可能性がある．
しかしながら，80％と22％という水準の違いを踏まえると，アメリカと比較すれば，日本ではコミ
ットメントラインが普及していないことは明らかである．

次に，企業の要因に関する変数の平均値を見ると，Cash Flow は0.031，Capex は0.037となっ
ている．Cash は0.138であり，Lins et al. (2010）のサンプル対象の総資産に対する余剰資金は2％

コミットメントライン契約の決定要因（本田朋史）
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14) 産業分類は東証業種別大分類（平成15年版，https://www.jpx.co.jp/sicc/sectors/01.html，最終閲覧日
2019年11月27日）に従っており，分類は，鉱業，製造業（食料品，繊維製品，パルプ・紙，化学，医薬品，石
油・石炭製品，ゴム製品，ガラス・土石製品，鉄鋼，非鉄金属，金属製品，機械，電気機器，輸送用機器，精密
機器，その他製品），運輸・情報通信業（陸運業，海運業，空運業，倉庫・運輸関連業，情報・通信業），商業

（卸売業，小売業），不動産業，サービス業，建設業である．

図3 サンプル対象のコミットメントライン契約企業数の推移（全上場企業）
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であることから，預金を含んでいるが，海外の企業と比べて，日本企業は多くの現金を保有してい
ることが考えられる．Assets は134,925（百万円）となっており，MB, Tangibility, Net Worth は
それぞれ，0.885, 0.318, 0.414となっている．WC Volatility は0.076であり，最大値で0.402とな
っており，分析対象には運転資金の変動が大きい企業が含まれていることが分かる．Age, CP は
それぞれ，54（年），0.418となっている．

続いて，銀行の要因に関する変数を確認する．Bank Assets の平均値は76,800,000（百万円）と
なっている．また，Bank Net Worth の平均値は0.044である．Bank Deposits は平均値で0.511，
中央値で0.553となっている．Kashyap et al. (2002）のサンプルでは，Bank Deposits は中央値で
0.281であることから，アメリカの銀行と比較すると，日本の銀行は多くの預金を受入れているこ
とが示唆される．

最後に，銀行企業間の結びつきに関する変数を確認する．Relationship1の平均値は0.780となっ
ており，2000年代以降でも，ほとんどの企業が主要取引銀行を変更していないことが示唆される．
また，Relationship2の平均値は0.462であり，近年，銀行企業間の株式の持合いが解消されている
が，分析対象の約半数近くが依然として株式の持合いをしていることが示唆される．

表4は，コミットメントライン契約と仮説に関連する変数の相関係数を示している．まず，コミ
ットメントライン契約と企業の要因に関する変数の相関について見ると，Cash Flow との相関は
0.028，Capex との相関は0.016を示しており，仮説1と整合的な結果であることが分かる．また，
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図4 東証業種別コミットメントライン契約率
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コミットメントライン契約と銀行の要因に関する変数の相関について，Bank Net Worth は
－0.016とマイナスの相関を示している．一方で，Bank Deposits は0.020とプラスの相関であるこ
とが分かる．すなわち相関からは，仮説2と整合的な結果は必ずしも得られていない．最後に，コ
ミットメントライン契約と銀行企業間の結びつきに関する変数の相関を確認する．Commitment
Line と Relationship1, Relationsip2との相関は，それぞれ0.013, 0.016を示しており，プラスの相
関であることが分かる．すなわち，日本企業を対象とした場合，銀行企業間の結びつきが緊密な企
業ほどコミットメントラインを契約することが示唆される．
5.3 推 計 結 果
本小節以降，コミットメントライン契約の決定要因に関する分析結果を確認していく．
5.3.1 プロビット推計結果
表5は，コミットメントライン契約に関するプロビット推計の限界効果を示している．1列目は

企業の要因のみを変数に用いた場合の推計結果を示している．Cash Flow の係数はプラスの符号を
示しており，1％水準で有意となっている．また，Cash Flow が1標準偏差分増加した場合，コミ
ットメントラインを契約する確率は4.121(＝0.644×0.064)％ポイント増加する．アメリカの上場

コミットメントライン契約の決定要因（本田朋史）
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表3 分析対象の記述統計量

Variable Mean Sd Min Median Max
Commitment Line 0.216 0.411 0.000 0.000 1.000
Firms
Cash Flow 0.031 0.064 －0.276 0.033 0.196
Capex 0.037 0.250 －0.475 －0.007 1.723
Cash 0.138 0.100 0.012 0.113 0.503
Assets 134,925 328,479 1,987 34,319 2,224,344
MB 0.885 0.522 0.162 0.778 3.327
Tangibility 0.318 0.182 0.009 0.306 0.806
Net Worth 0.414 0.177 0.044 0.408 0.815
WC Volatility 0.076 0.067 0.004 0.059 0.402
Age 54 24 5 56 113
CP 0.418 0.493 0.000 0.000 1.000
Banks
Bank Assets 76,800,000 56,500,000 1,951,610 71,500,000 195,000,000
Bank Net Worth 0.044 0.013 0.017 0.045 0.082
Bank Deposits 0.511 0.114 0.146 0.553 0.673
Relationship
Relationship1 0.780 0.414 0.000 1.000 1.000
Relationship2 0.462 0.499 0.000 0.000 1.000
(注) 表は分析に使用するサンプルの基本統計量を示している．各変数の定義は表2に示している．Assets, Bank Assets の単位は百

万円，Age の単位は年．また，Commitment Line, Relationship1, Relationship2, CP を除く，全ての変数は上下1％を超える異常値
を落としている．

表4 コミットメントライン契約と主要な説明変数の相関係数

Commitment
Line Cash Flow Capex Bank

Net Worth
Bank
Deposits Relationship1 Relationship2

Commitment Line 1.000
Cash Flow 0.028 1.000
Capex 0.016 0.158 1.000
Bank Net Worth －0.016 0.076 0.037 1.000
Bank Deposits 0.020 0.042 0.008 －0.128 1.000
Relationship1 0.013 0.017 －0.086 0.024 0.040 1.000
Relationship2 0.016 0.004 －0.095 0.010 0.008 0.149 1.000

(注) 表は各変数の相関係数を示している．各変数の定義は表2に示している．
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企業を対象に分析した Sufi（2009）の結果においても，Cash Flow が1標準偏差分増加した場合，
4.377(=0.124×0.353)％ポイント増加することが明らかとなっている．すなわち，日本の上場企業
を対象とした場合でも，コミットメントライン契約においてキャッシュフローが重要な要因である
ことが示唆される．また，Capex の係数もプラスの符号を示している．Capex の1標準偏差分の
増加に伴い，コミットメントラインを契約する確率は2.075(0.083×0.250)％ポイント増加する．
すなわち，キャッシュフローと比較すると，統計的及び経済的な影響は小さくなるが，設備投資需
要もコミットメントライン契約にとって重要な要因の1つであることが示唆される．Cash の係数
はマイナスの符号であり，1％水準で有意な結果を得られている．現金を潤沢に保有している企業
ほど，コミットメントラインを契約しないことが示唆される．Assets の係数は，Morgan（1990），
Sufi（2009）と整合的で，プラスの符号を示しており，規模の大きい企業がコミットメントライン
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表5 コミットメントライン契約に関するプロビット推計結果

Dependent Variable : Commitment Line
（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8）

Cash Flow 0.644＊＊＊
（0.170）

0.704＊＊＊
（0.138）

0.639＊＊＊
（0.170）

0.625＊＊＊
（0.170）

0.631＊＊＊
（0.170）

0.532＊＊
（0.208）

0.517＊＊
（0.208）

0.524＊＊
（0.207）

Capex 0.083＊＊
（0.038）

0.076＊＊＊
（0.029）

0.082＊＊
（0.038）

0.086＊＊
（0.038）

0.083＊＊
（0.038）

0.065
（0.041）

0.069＊
（0.042）

0.066
（0.042）

Cash －0.397＊＊＊
（0.126）

－0.371＊＊＊
（0.101）

－0.389＊＊＊
（0.127）

－0.387＊＊＊
（0.127）

－0.377＊＊＊
（0.127）

－0.449＊＊＊
（0.138）

－0.446＊＊＊
（0.137）

－0.438＊＊＊
（0.137）

Assets 0.167＊＊＊
（0.007）

0.167＊＊＊
（0.006）

0.158＊＊＊
（0.007）

0.158＊＊＊
（0.007）

0.158＊＊＊
（0.007）

0.159＊＊＊
（0.009）

0.159＊＊＊
（0.009）

0.159＊＊＊
（0.009）

MB －0.004
（0.027）

－0.019
（0.019）

－0.009
（0.027）

－0.007
（0.027）

－0.004
（0.027）

－0.001
（0.027）

0.001
（0.027）

0.004
（0.028）

Tangibility －0.444＊＊＊
（0.067）

－0.374＊＊＊
（0.058）

－0.374＊＊＊
（0.067）

－0.377＊＊＊
（0.067）

－0.371＊＊＊
（0.067）

－0.401＊＊＊
（0.065）

－0.403＊＊＊
（0.065）

－0.398＊＊＊
（0.064）

Net Worth －0.268＊＊＊
（0.075）

－0.286＊＊＊
（0.059）

－0.276＊＊＊
（0.076）

－0.272＊＊＊
（0.076）

－0.290＊＊＊
（0.076）

－0.302＊＊＊
（0.078）

－0.298＊＊＊
（0.078）

－0.316＊＊＊
（0.080）

WC Volatility 0.510＊＊＊
（0.171）

0.425＊＊＊
（0.150）

0.551＊＊＊
（0.171）

0.560＊＊＊
（0.171）

0.564＊＊＊
（0.172）

0.558＊＊＊
（0.176）

0.568＊＊＊
（0.176）

0.571＊＊＊
（0.173）

Age －0.039＊＊
（0.019）

－0.034＊＊
（0.017）

－0.043＊＊
（0.019）

－0.046＊＊
（0.019）

－0.051＊＊＊
（0.020）

－0.049＊＊
（0.020）

－0.052＊＊＊
（0.020）

－0.056＊＊＊
（0.022）

CP 0.165＊＊＊
（0.020）

0.155＊＊＊
（0.018）

0.158＊＊＊
（0.020）

0.160＊＊＊
（0.020）

0.158＊＊＊
（0.020）

0.159＊＊＊
（0.024）

0.161＊＊＊
（0.024）

0.158＊＊＊
（0.024）

Bank Assets 0.060＊＊＊
（0.009）

0.060＊＊＊
（0.009）

0.062＊＊＊
（0.009）

0.059＊＊＊
（0.009）

0.059＊＊＊
（0.009）

0.061＊＊＊
（0.009）

Bank Net Worth －0.009
（0.947）

－0.014
（0.947）

－0.005
（0.946）

0.145
（1.062）

0.143
（1.057）

0.146
（1.066）

Bank Deposits －0.130
（0.089）

－0.136
（0.089）

－0.134
（0.089）

－0.134
（0.086）

－0.139
（0.087）

－0.138
（0.087）

Relationship1 0.042＊
（0.023）

0.044
（0.027）

Relationship2 0.037＊
（0.020）

0.035
（0.024）

Industry fixed Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Year fixed Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Pseudo R2 0.049 0.049 0.051 0.051 0.051 0.052 0.052 0.052
Log pseudolikelihood －11,834.0 －15,536.0 －11,807.0 －11,805.0 －11,805.0 －10,619.0 －10,617.0 －10,617.0
Chi2 1,259.0 1,646.0 1,313.0 1,318.0 1,316.0 1,496.0 1,499.0 1,496.0
Prob > chi2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Observations 23,854 31,649 23,854 23,854 23,854 21,492 21,492 21,492

(注) 表はコミットメントライン契約の決定要因に関するプロビット推計の限界効果を示している．2列目はサンプル（全上場企業）
を対象とした推計結果を示している．各推計式は定数項，産業及び年次固定効果を含めている．また，1列目から5列目のカッコ
内はロバスト標準誤差を，6列目から8列目のカッコ内は銀行×年度クラスター標準誤差を表している．Commitment Line, Re-
lationship1, Relationship2, CP を除く全ての変数は，上下1％を超える異常値を落としている．各変数の定義は表2に示している．
***, **, * は，それぞれ1, 5, 10％水準で有意であることを示している．
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を契約していると考えられる．Tangibility の係数は，Sufi（2009）の結果とは異なり，1％水準で
マイナスの符号を得られている．この結果の原因として，融資慣行の違いが考えられる．すなわち，
日本では，銀行が企業に融資する際には担保を設定することが多い．そのため，有形固定資産を多
く保有する企業は，コミットメントラインを契約しなくても，通常の融資を受けることができるた
め，Tangibility の係数がマイナスになったと考えられる．Net Worth の係数はマイナスの符号を
示しており，自己資本比率の大きい企業がコミットメントラインを契約しないことが示唆される．
WCVolatility の係数は1％水準でプラスの符号を示している．運転資金の変動が大きい企業ほど，
運転資金の確保を目的としてコミットメントラインを契約していると考えられる．一方，Age の
係数はマイナスの符号を得られており，外部との情報の非対称性が小さい企業ほど，資金調達が容
易になるため，コミットメントラインを契約しないと考えられる．CP の係数は1％水準でプラス
の符号が得られている．すなわち，CP・社債市場が麻痺した場合の代替的な資金調達手段として，
または CP・社債の高格付けを維持するために，企業がコミットメントラインを契約していること
が示唆される．

ここで，5.1節で言及した観測値の違いにより，推計結果が異なるか確認するため，サンプル
（全上場企業）を対象としたプロビット推計の結果を示している2列目を見ていく．2列目の推計
結果では，Capex の係数が1％水準でプラスの符号を示していることを除けば，1列目とおおむ
ね同様の結果を得られている．すなわち，観測値の違いにより，コミットメントライン契約の決定
要因に関する推計結果が大きく異ならないことが示唆される．

3列目は，企業の要因に加え銀行の要因をコントロールした場合の推計結果を示している．企業
の要因に関する変数は1列目と同様の結果を得られている．銀行の要因としては，Bank Assets の
係数は0.060とプラスの符号を示しており，1％水準で有意な結果を得られている．すなわち，コ
ミットメントライン契約に関する技術的な情報が豊富である銀行がコミットメントラインを供与し
ていることが示唆される．しかしながら，Bank Net Worth, Bank Deposits の係数は，いずれも統
計的に有意な結果を得られていない．

4列目，5列目は，企業及び銀行の要因に加え，銀行企業間の結びつきをコントロールした場合
の推計結果を示している．4列目，5列目では，企業及び銀行の要因に関する変数の推計結果は3
列目の結果と大差ないことが観察される．銀行企業間の結びつきに関する変数は，4列目の Re-
lationship1，5列目の Relationship2の係数は共に，10％水準でプラスの符号を示している．また，
限界効果も同程度であり，銀行企業間の結びつきが強固になると，コミットメントラインを契約す
る確率は約4％ポイント増加する．すなわち，主要取引銀行との関係が緊密である企業がコミット
メントラインを契約することが示唆される．

本稿の表5の分析では，銀行の要因に関する変数と誤差項に相関がないと仮定して分析している
ため，銀行の要因に関する変数にはバイアスが生じている可能性がある．そこで，銀行の要因に関
する変数の結果が頑健であるか確認するため，銀行×年度によるクラスター標準誤差を用いたプロ
ビット推計をおこない，その結果を示したものが6列目から8列目である．企業の要因に関する変
数は，Capex の係数が有意でないことを除けば，これまでの推計結果とおおむね同様の結果を得
られている．銀行の要因に関する変数は，依然として Assets の係数は有意にプラスの符号を示し
ている．銀行企業間の結びつきに関する変数である，Relationship1, Relationship2の係数は有意な
結果を得られていない．
5.3.2 企業固定効果を考慮した推計結果
本小節では，企業固定効果を考慮した，コミットメントライン契約の決定要因に関する推計結果

コミットメントライン契約の決定要因（本田朋史）
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について言及する．本稿の分析対象の傾向は，企業は一度コミットメントラインを契約したら，継
続的にコミットメントラインを契約する一方で，コミットメントラインを契約しない企業は継続的
にコミットメントラインを契約しないことである．そのため，企業固有の効果がコミットメントラ
イン契約に影響を及ぼすことが考えられる．そこで本稿は，企業固定効果を考慮した線形確率モデ
ルによる推計もおこない，コミットメントライン契約の決定要因に関する結果がどのように変化す
るのか確認する．

表6は企業固定効果を考慮した，コミットメントライン契約の決定要因に関する推計結果を示し
ている．表5の結果と同様に，Cash Flow の係数は5％有意水準でプラスの符号を示している．一
方で，Capex の係数はプラスの符号を示しているが，有意な結果を得られていない．Assets の係
数はプラスの符号を得られている．表5と異なる結果として，Net Worth が挙げられる．表5では
Net Worth の係数はマイナスの符号を示している一方で，表6では Net Worth の係数はプラスの
符号を示している．表6のような結果が得られた原因としては，純資産維持に関するコベナンツが
挙げられる．15) すなわち，健全性の高い企業ほど，この純資産維持に関するコベナンツを遵守する

©Japan Society of Monetary Economics 2021

44

表6 企業固定効果を考慮した線形確率モデルによる推計結果

Dependent Variable : Commitment Line
（1） （2） （3） （4） （5）

Cash Flow 0.099＊＊
（0.047）

0.079＊＊
（0.037）

0.099＊＊
（0.047）

0.098＊＊
（0.047）

0.099＊＊
（0.047）

Capex 0.003
（0.009）

0.002
（0.006）

0.003
（0.009）

0.003
（0.009）

0.003
（0.009）

Cash －0.060
（0.058）

－0.088＊
（0.045）

－0.062
（0.058）

－0.062
（0.058）

－0.062
（0.058）

Assets 0.056＊＊＊
（0.015）

0.044＊＊＊
（0.013）

0.055＊＊＊
（0.015）

0.056＊＊＊
（0.015）

0.056＊＊＊
（0.015）

MB 0.003
（0.009）

0.004
（0.007）

0.002
（0.009）

0.002
（0.009）

0.002
（0.009）

Tangibility －0.102
（0.063）

－0.068
（0.052）

－0.102
（0.063）

－0.103
（0.063）

－0.102
（0.062）

Net Worth 0.104＊＊
（0.049）

0.086＊＊
（0.039）

0.103＊＊
（0.049）

0.104＊＊
（0.049）

0.104＊＊
（0.049）

Age －0.177＊＊＊
（0.060）

－0.174＊＊＊
（0.049）

－0.178＊＊＊
（0.060）

－0.179＊＊＊
（0.060）

－0.178＊＊＊
（0.060）

CP 0.018＊＊
（0.009）

0.019＊＊
（0.008）

0.018＊＊
（0.009）

0.018＊＊
（0.009）

0.018＊＊
（0.009）

Bank Assets 0.001
（0.004）

0.001
（0.004）

0.001
（0.004）

Bank Net Worth 0.636＊＊
（0.318）

0.644＊＊
（0.318）

0.634＊＊
（0.317）

Bank Deposits 0.050
（0.034）

0.049
（0.034）

0.051
（0.034）

Relationship1 0.004
（0.005）

Relationship2 －0.007
（0.009）

Firm fixed Yes Yes Yes Yes Yes
Year fixed Yes Yes Yes Yes Yes
R-squared 0.020 0.015 0.020 0.020 0.020
Observations 23,854 31,649 23,854 23,854 23,854
(注) 表はコミットメントライン契約の決定要因に関する企業固定効果をコントロールした線形確率モデルによる推計結果を示してい

る．2列目はサンプル（全上場企業）を対象とした推計結果を示している．各推計式は定数項，年次固定効果を含めている．また，
カッコ内はロバスト標準誤差を表している．Commitment Line, Relationship1, Relationship2, CP を除く全ての変数は，上下1％を
超える異常値を落としている．各変数の定義は表2に示している．***, **, * は，それぞれ1, 5, 10％水準で有意であることを示して
いる．
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ことができるため，Net Worth の係数がプラスの符号になったと考えられる．また，表5の結果と
同様に，Age の係数はマイナス，CP の係数はプラスの符号で有意な結果を得られている．

2列目は，サンプル（全上場企業）を対象とした推計結果を示している．Cash の係数は10％水
準でマイナスの符号を示している．現金を潤沢に保有している企業ほど，コミットメントラインを
契約しないことが示唆される．その他の変数に関しては1列目とおおむね同様の結果が得られてい
る．

3列目は，企業及び銀行の要因をコントロールした場合の推計結果を示しており，企業の要因に
関する変数は1列目と同様の結果を得られている．銀行の要因に関しては，表5の結果とは異なり，
Bank Assets の係数は有意な結果を得られていない一方で，Bank Net Worth の係数は5％水準で
プラスの符号を示している．健全性の高い銀行がコミットメントラインを供与していることが示唆
される．

4列目，5列目は，企業及び銀行の要因に加え，銀行企業間の結びつきをコントロールした場合
の推計結果を示している．企業及び銀行の要因に関する変数は，これまでと同様の結果を得られて
いる．一方で，表5とは異なり，4列目の Relationship1，5列目の Relationship2の係数は，いず
れも有意な結果を得られていない．本稿の分析対象では，主要取引銀行との関係性は，年次を通じ
て継続されることが確認されている．そのため，企業固定効果をコントロールした場合，Relation-
ship1，Relationship2の係数は有意な結果を得られなかった可能性が考えられる．16) 17)

5.3.3 当座貸越を選択肢に含めた推計結果
前小節までは，コミットメントライン契約に関するプロビットモデル，企業固定効果を考慮した

線形確率モデルによる推計結果に言及した．ただし，これまでの分析では，企業と銀行はコミット
メントラインを契約するか，契約しないかの2通りの選択に直面していると仮定していた．しかし
ながら，日本にはコミットメントラインと類似した融資枠である，当座貸越がある．そのため，現
実的には，企業と銀行は，(A)融資枠を契約しない，(B)コミットメントラインのみを契約する，
(C)コミットメントラインと当座貸越を契約する，(D)当座貸越のみを契約するという選択問題に
直面していると考えられる．本小節では，このように企業と銀行が複数の選択肢に直面しているこ
とを考慮して，追加的な分析をおこない，プロビットモデルや線形確率モデルにより得られた結果
が頑健なものであるのか検証する．
〈当座貸越〉
まず，本小節では分析手法について言及する前に，コミットメントラインに類似した当座貸越の

制度を説明する．
当座貸越とは，コミットメントラインと同様に，貸手と借手の間で，予め決められた条件で極度

額を設定する契約である．一方で，次の2点で，当座貸越はコミットメントラインと異なる特徴を
有する．第1に，借手は手数料を支払う必要がないこと．第2に，当座貸越は必ずしも，借手に融
資を保証するものではないこと．ここで，「必ずしも」と言及したのは，日本では，融資を保証す
る「預金連動当座貸越」と融資を保証しない「貸付専用当座貸越」，2つの当座貸越が存在するか
らである．預金連動当座貸越は，明治時代にはすでに利用されており，借手は当座勘定取引のある

コミットメントライン契約の決定要因（本田朋史）
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15) コベナンツを開示しているサンプル（523 firm-year）の約90％に対して，純資産維持に関するコベナンツが
設定されていた．

16) 当期に Relationshipi(i=1, 2)が1をとると，翌期に Relationshipi(i=1,2)が1をとる割合は約80％以上であっ
た．

17) この点については，匿名のレフェリーの方から貴重なご意見を頂いた．
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銀行と契約できる．18) この預金連動当座貸越では，当座預金に応じて極度額が設定され，法律上，
借手の手形や小切手の振出しに対して，貸手は融資実行の義務を負う．一方で，貸付専用当座貸越
は，1970年代頃から印紙税負担の軽減を目的として利用されるようになり，借手は当座勘定取引の
ない銀行とでも契約できる．この貸付専用当座貸越では，当座預金とは関係なく極度額が設定され，
貸手は融資実行の義務を負わない．19)

預金連動当座貸越及び貸付専用当座貸越は，同じ当座貸越という名称を冠しても，借手に融資を
保証するかという点で，別々の融資枠であると考えたほうが現実的には妥当である．しかしながら，
金融商品会計に関する実務指針は，両者の違いを考慮していないため，有価証券報告書で開示され
る当座貸越の情報は，預金連動または貸付専用，どちらの当座貸越であるのか，企業が公表しない
限り識別できない．この理由により，本稿でも，2つの当座貸越を識別できないという限界を踏ま
えた上で，融資枠契約の決定要因を分析する．
〈分析方法〉
前小節で言及した通り，コミットメントラインと当座貸越には，融資実行の義務と手数料の点で

異なる特徴がある．そのため，企業はどの融資枠を契約するのか，その意思決定に相互に影響を及
ぼすことが考えられる．そこで本稿では，企業による融資枠契約が，他の融資枠契約に影響されな
いこと（Independence of irrelevant alternatives: IIA）を仮定しない，多項プロビットモデルによ
り，融資枠契約の決定要因を明らかにする．多項プロビットモデルでは，全ての要因（Firms，
Banks，Relationship）に関する説明変数を含めて推計をおこなう．
〈コミットメントラインの決定要因に関する多項プロビット推計結果〉
表7は，融資枠契約の決定要因に関する多項プロビット推計の限界効果を示している．3列目，

4列目は，コミットメントライン契約のみの決定要因に関する推計結果を示している．まず Cash
Flow の係数はいずれの列においても，プラスの符号を示しており，5％水準で有意な結果を得ら
れている．一方で表5の結果とは異なり，Capex の係数は有意ではないことが確認される．これ
までの結果通り，Assets の係数はプラス，Tangibility の係数はマイナス，Net Worth の係数はマ
イナス，WCVolatility の係数はプラスの符号を示しており，有意な結果を得られている．一方で，
Age の係数は3列目で10％水準であるがプラスの符号であることが観察される．CP の係数はプラ
スの符号を示している．また，表5の結果と同様に Bank Assets の係数はプラスの符号であるこ
とが分かる．Relationship1, Relationship2の係数はいずれもプラスの符号を示しており，その統計
的水準も1％であることが観察される．

次に，コミットメントライン及び当座貸越契約の決定要因に関する推計結果を示している5列目，
6列目を確認する．ここでも Cash Flow の係数はプラスの符号を示しており，1％水準で有意な
結果が観察されている．3列目，4列目の結果とは異なり，Capex の係数はプラスの符号を示し
ている．ここで先に，WC Volatility の係数を確認すると，5列目，6列目では有意な結果を得ら
れていない．先ほどの3列目，4列目の結果では，Capex の係数は有意でなく，WC Volatility の
係数は有意であることが確認されている．これらの結果を踏まえると，運転資金の確保，または設
備投資の拡張といった，企業のコミットメントラインを契約する動機が異なっているため，このよ
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18) 佐野（1903）では，預金連動当座貸越の仕組みを説明している．また，斎藤（1937）によれば，1931（昭和
6）年末，当座貸越残高は904百万円で，融資額全体の約8％を占めていたことが確認されている．

19) ただし，どちらの当座貸越でも，金融情勢の変化や債権保全のためなど相当の事由がある場合は，貸手には
当座貸越の極度額の減額，貸越の中止，契約を解約することが認められている．
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うな結果が観察された可能性が考えられる．3列目，4列目とは異なり，Cash の係数はマイナス
で有意な結果を得られている．その他の企業の要因に関する変数は，3列目，4列目と同様の結果
を得られている．次に銀行の要因を確認すると，Bank Deposits の係数はマイナスの符号であり，
Kashyap et al. (2002)，胥・劉（2013）の分析結果とは異なる．預金以外による資金調達が可能な
銀行ほど，コミットメントラインを供与していることが考えられる．銀行企業間の結びつきに関す
る変数である，Relationship1, Relationship2の係数は，3列目，4列目とは異なり，有意な結果を
得られていない．
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表7 融資枠契約に関する多項プロビット推計結果

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8）

（A） Firms without
Loan Commitments

（B） Firms with
only Commitment Line

（C） Firms with
Commitment Line
and Overdraft

（D） Firms with
only Overdraft

Cash Flow －0.284＊＊＊
（0.052）

－0.282＊＊＊
（0.052）

0.092＊＊
（0.042）

0.094＊＊
（0.042）

0.099＊＊＊
（0.031）

0.098＊＊＊
（0.031）

0.093＊＊＊
（0.027）

0.090＊＊＊
（0.027）

Capex －0.022＊
（0.012）

－0.022＊
（0.012）

－0.001
（0.010）

－0.002
（0.010）

0.020＊＊＊
（0.006）

0.021＊＊＊
（0.006）

0.003
（0.006）

0.004
（0.006）

Cash 0.102＊＊＊
（0.039）

0.099＊＊
（0.039）

－0.008
（0.029）

－0.004
（0.029）

－0.094＊＊＊
（0.024）

－0.095＊＊＊
（0.024）

－0.000
（0.021）

－0.000
（0.021）

Assets －0.024＊＊＊
（0.002）

－0.024＊＊＊
（0.002）

0.036＊＊＊
（0.002）

0.036＊＊＊
（0.002）

0.010＊＊＊
（0.001）

0.010＊＊＊
（0.001）

－0.021＊＊＊
（0.001）

－0.021＊＊＊
（0.001）

MB 0.007
（0.008）

0.006
（0.008）

0.002
（0.007）

0.004
（0.007）

－0.006
（0.005）

－0.006
（0.005）

－0.004
（0.004）

－0.004
（0.004）

Tangibility 0.063＊＊＊
（0.021）

0.062＊＊＊
（0.021）

－0.047＊＊＊
（0.016）

－0.044＊＊＊
（0.016）

－0.054＊＊＊
（0.012）

－0.054＊＊＊
（0.012）

0.038＊＊＊
（0.012）

0.037＊＊＊
（0.012）

Net Worth 0.063＊＊＊
（0.023）

0.066＊＊＊
（0.023）

－0.078＊＊＊
（0.018）

－0.085＊＊＊
（0.018）

0.000
（0.013）

0.002
（0.014）

0.015
（0.013）

0.016
（0.013）

WC Volatility －0.259＊＊＊
（0.054）

－0.264＊＊＊
（0.054）

0.178＊＊＊
（0.041）

0.180＊＊＊
（0.041）

－0.017
（0.030）

－0.017
（0.030）

0.098＊＊＊
（0.028）

0.100＊＊＊
（0.028）

Age 0.047＊＊＊
（0.006）

0.049＊＊＊
（0.006）

0.008＊
（0.005）

0.006
（0.005）

－0.022＊＊＊
（0.003）

－0.021＊＊＊
（0.003）

－0.033＊＊＊
（0.003）

－0.034＊＊＊
（0.003）

CP －0.053＊＊＊
（0.006）

－0.053＊＊＊
（0.006）

0.019＊＊＊
（0.005）

0.018＊＊＊
（0.005）

0.027＊＊＊
（0.004）

0.027＊＊＊
（0.004）

0.007＊＊
（0.004）

0.008＊＊
（0.004）

Bank Assets －0.010＊＊＊
（0.003）

－0.010＊＊＊
（0.003）

0.016＊＊＊
（0.002）

0.017＊＊＊
（0.002）

0.001
（0.002）

0.001
（0.002）

－0.007＊＊＊
（0.001）

－0.007＊＊＊
（0.001）

Bank Net Worth 0.127
（0.295）

0.135
（0.294）

－0.302
（0.225）

－0.297
（0.225）

0.255
（0.172）

0.254
（0.172）

－0.080
（0.165）

－0.092
（0.165）

Bank Deposits －0.022
（0.028）

－0.021
（0.028）

0.005
（0.021）

0.006
（0.021）

－0.039＊＊
（0.016）

－0.040＊＊
（0.016）

0.056＊＊＊
（0.016）

0.055＊＊＊
（0.016）

Relationship1 －0.001
（0.007）

0.016＊＊＊
（0.005）

－0.005
（0.004）

－0.010＊＊
（0.004）

Relationship2 －0.010
（0.006）

0.014＊＊＊
（0.005）

－0.003
（0.004）

－0.001
（0.004）

Industry fixed Yes Yes
Year fixed Yes Yes
Log pseudolikelihood －20,735.0 －20,737.0
Chi2 2,551.0 2,548.0
Prob > chi2 0.000 0.000
Observations 23,854 23,854

(注) 表は融資枠契約の決定要因に関する多項プロビット推計の限界効果を示している．それぞれのカテゴリーの定義は次の通りであ
る．

(A)Firms without Loan Commitments: 融資枠を契約していない企業．(B)Firms with only Commitment Line: コミットメント
ラインのみを契約している企業．(C)Firms with Commitment Line and Overdraft: コミットメントライン及び当座貸越を契約して
いる企業．(D)Firms with only Overdraft: 当座貸越のみを契約している企業．各推計式は定数項，産業及び年次固定効果を含めて
いる．また，カッコ内はロバスト標準偏差を表している．Commitment Line, Relationship1, Relationship2, CP を除く全ての変数は，
上下1％を超える異常値を落としている．各変数の定義は表2に示している．***, **, * は，それぞれ1, 5, 10％水準で有意であるこ
とを示している．
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多項プロビットモデルによる推計結果から，次のことが明らかとなった．第1に，コミットメン
トライン契約では，キャッシュフローが最も重要な要因の1つである．第2に，設備投資需要が大
きくなると，コミットメントラインを契約する確率が増加する．第3に，規模の大きい銀行がコミ
ットメントラインを供与する．第4に，主要取引銀行との結びつきが強固な企業ほど，コミットメ
ントラインを契約する．
〈当座貸越契約の決定要因〉
前小節までは，プロビットモデル，企業固定効果を考慮した線形確率モデル，多項プロビットモ

デルを用いて，コミットメントライン契約の決定要因に関する推計結果に言及した．本小節では，
多項プロビットモデルにより，当座貸越契約の決定要因も分析ができているため，当座貸越契約と
コミットメントライン契約の決定要因の相違に言及する．

表7の7列目，8列目は，当座貸越契約の決定要因に関する推計結果を示している．まず，
Cash Flow の係数は1％有意水準でプラスの符号を示しており，コミットメントライン契約の推計
結果である3列目，4列目と同様であることが分かる．コミットメントライン契約と同様に，当座
貸越契約でも，キャッシュフローが重要な要因の1つであることが示唆される．次に，Capex の
係数はプラスの符号を示しているが，統計的には有意な結果を得られていない．ここで先ほどと同
様に，WC Volatility の係数を確認すると，1％水準でプラスの符号を示していることが分かる．
この結果から，企業の当座貸越を契約する動機は運転資金の確保であると考えられる．Assets の
係数はマイナスの符号であることが観察される．この結果は，コミットメントライン契約の
Assets の符号とは異なり，規模の小さい企業ほど，当座貸越を契約すると言える．コミットメン
トライン契約と異なる結果は，Tangibility の係数にも表れており，Tangibility の係数はプラスの
符号を示している．当座貸越契約の場合，通常の銀行融資と同様に，借手は貸手から担保を要求さ
れることに対し，コミットメントライン契約の場合では，担保の代わりにコベナンツが設定され
る．20) そのため，当座貸越契約の推計結果で，Tangibility の係数がプラスの符号になったと考えら
れる．Age の係数はマイナスの符号を示しており，コミットメントライン契約と同様に，企業年
齢が上がるにつれて，企業は当座貸越を契約しなくなることが示唆される．

銀行の要因に関する変数を見ると，Bank Assets の係数はマイナスの符号を示している．コミッ
トメントラインとは異なり，規模の小さい銀行ほど，当座貸越を供与していると考えられる．また，
Bank Deposits の係数はプラスの符号を得られている．コミットメントラインとは異なり，資金調
達手段を預金に依存している銀行が当座貸越を供与していることが示唆される．これらの結果をま
とめると，規模が大きく，預金以外の資金調達手段を有している銀行がコミットメントラインを供
与する一方で，規模が小さく，資金調達手段を預金に依存している銀行が当座貸越を供与している
ことが示唆される．

銀行企業間の結びつきに関する変数については，7列目において Relationship1の係数がマイナ
スの符号であり，5％水準で有意な結果を得られている．一方で，コミットメントライン契約の推
計結果である3列目，4列目では，Relationship1, Relationship2の係数はプラスの符号を示してい
る．すなわち，銀行との取引関係が緊密になると，企業は当座貸越よりもコミットメントラインを
契約するようになることが示唆される．当座貸越契約では，企業は資金調達手段を必ずしも確保す
ることができず，銀行は当座貸越からの借入がなければ収益を得ることができない．一方でコミッ
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20) 当然ながら，借手の信用リスクに応じて，コミットメントライン契約の場合でも担保が設定されることがあ
る．
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トメントライン契約では，企業は不測の事態に陥っても資金調達手段を確保することができ，銀行
もコミットメントラインからの借入残高の有無に関係なく，少なくとも手数料収入を得ることがで
き，両者は互いに便益を享受することができる．このような意味で，取引関係が緊密である企業と
銀行ほど，コミットメントラインを需要し供与する関係になっていると考えられる．

6 結 論
本稿は，2004－2017年に上場していた日本企業を対象として，コミットメントライン契約の決定

要因を分析した．その結果，次のことが明らかとなった．第1に，キャッシュフローや設備投資需
要の増加はコミットメントラインを契約する確率に対してプラスの影響を及ぼすこと．第2に，規
模の大きい銀行がコミットメントラインを供与していること．第3に，主要取引銀行との関係が緊
密である企業ほど，コミットメントラインを契約すること．日本では，コミットメントラインに類
似した融資枠である当座貸越が長年利用されてきた．そのため，コミットメントラインを契約する
かどうかという選択肢に直面していると考えるだけでなく，コミットメントラインと当座貸越，複
数の融資枠の選択肢に直面していると考えることもできる．そこで本稿では，(A)融資枠を契約し
ない，(B)コミットメントラインのみを契約する，(C)コミットメントラインと当座貸越を契約す
る，(D)当座貸越のみを契約するという4つの選択肢による多項プロビットモデルによる分析をお
こなった．分析の結果，本稿のコミットメントライン契約に関する主要な結果は頑健であることが
確認された．

また，この多項プロビット推計により，当座貸越契約に関する決定要因も明らかとなった．コミ
ットメントラインと同様に，キャッシュフローと当座貸越を契約する確率には，プラスの相関が観
察された．しかしながら，コミットメントラインとは異なり，規模の小さい銀行が当座貸越を供与
していること，銀行企業間の結びつきが緊密である企業ほど，当座貸越を契約しないことが明らか
となった．

（一橋大学）
投稿受付2019年9月20日，最終稿受理2019年12月30日
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《SUMMARY》

THE DETERMINANTS OF CREDIT LINES：
EVIDENCE FROM JAPAN

By TOMOHITO HONDA

This paper empirically examines the determinants of credit lines in Japan, using a unique
dataset for the Japanese public corporations during the period 2004-2017 to find the following.
First, an increase in a firm’s cash flows and its demand for capital expenditure lead to an
increase in the probability of the firm’s use of credit lines. Second, a firm that establishes a closer
relationship with a bank is more likely to have credit lines than a firm without such a
relationship. Furthermore, this paper examines the determinants of overdrafts, one of other
forms of loan commitments, to find that a firm is less likely to be endowed with overdrafts when
it has smaller cash flows or maintains a stronger relationship with the primary bank.

（Hitotsubashi University）

コミットメントライン契約の決定要因（本田朋史）
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