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企業情報の開示に関する研究の課題 

―非上場および中小企業を主体として― 

 

リスク管理研究所 

高 市 幸 男 

【要旨】 

我が国経済の発展および企業間取引において企業情報は欠かせない。しかし、信用調査を実施

しても量的・質的に十分な情報を入手できないという現実がある。この現実は、非上場および中

小企業において特に顕著に存在する。情報の非対称性は逆選択とモラル・ハザードという不健全

かつ非効率的な取引・経済実態を招いている。情報の非対称性を生んだ理由は、非上場および中

小企業の消極的または回避的な情報開示姿勢にある。筆者は、消極的・回避的な情報開示姿勢が

生まれた原因は、非上場および中小企業の情報開示に関する制度と研究が不十分で、情報開示の

理論的根拠が形成されなかったためである、と考える。現在の情報開示制度と情報開示の先行研

究を検証した。その結果、現在の開示制度および先行研究は、上場企業の法的開示と株主・投資

家保護を主体とし、開示者の責任と義務を問う理論に偏重しており、非上場および中小企業に対

する開示制度ならびに開示理論はまったく整備されず、放置されていることが明らかになった。 

検証結果から、筆者は、企業ひいては日本経済の健全かつ効率的な発展に貢献するため、今後

必要とされる情報開示の研究課題は次の４点にある、と主張する。 

・非上場および中小企業に特定した情報開示の研究が必要である。 

・情報開示根拠として、開示先の保護・利益ではなく、開示者側に立った理論が必要である。 

・情報開示根拠には、開示者の効果・メリットが必要である。 

・情報開示は、開示者にとって積極的かつ能動的な経営施策でなければならない。 

 

 

第１章 本研究の目的 

企業間取引、特に与信取引１において、取引先の企業情報を必要とすることが多々ある。しかし、

信用調査を実施しても量的および質的に十分な情報を入手できないという現実がある。十分な情

報を入手できない現実は、非上場および中小企業２において顕著に存在する。企業情報の入手は、

自社が取引上優位の立場にあれば容易である。取引上劣位の立場にある場合は、相手企業の情報

開示姿勢に頼るしかない。しかし、非上場および中小企業の情報開示姿勢は、消極的または回避

的であり、情報の入手を難しくする。 

筆者は、消極的・回避的な情報示姿勢が形成された原因は情報開示制度（ディスクロージャー：

disclosure）にあると考える。なぜなら、現在の我が国の情報開示制度は上場企業の法的開示を主

体とし、非上場および中小企業の情報開示制度は不十分なまま長年に渡って放置されてきた。こ

のため、非上場および中小企業が納得できる情報開示の理論的根拠が形成されなかったからであ

る。企業の情報開示は、長年にわたって内外から夥しい数の研究が発表されている。しかし、非

上場および中小企業についての研究は極めて少ない３。筆者は、研究が少ない理由は次の３点にあ

ると考える。 
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第 1 の理由は、情報開示の研究は株主・投資家の保護を目的として発達してきたため、おのず

と開示の対象者は上場企業および外部に多数の株主をもつ企業とし、オーナー経営者で外部株主

がいない非上場および中小企業は開示対象から外れてしまった。近年、株主や投資家以外の利害

関係者に対する情報開示の研究が進み、拡張・統合の理論が展開されている。しかし、開示者へ

のアプローチは乏しく、非上場および中小企業の開示意識と制度を変えるまでの研究にはいたっ

ていない。第 2 の理由は、上場企業の企業データ（特に財務データ）は入手しやすく、分析もし

やすいが、非上場および中小企業のデータは入手が難しく、しかもデータの信頼性が乏しいため、

研究がなされなかった。企業データを分析した情報開示の研究には、情報開示によって得られる

効果やメリットの実証分析が多数認められる。しかし、株主と経営者が分離され、多くの株主と

投資家を持ち、直接金融を行う上場企業の経営環境と非上場および中小企業の経営環境はまった

く異なる。よって、情報開示による効果やメリットの実証分析は、非上場および中小企業にとっ

て株式公開の動機づけにはなっても、情報開示の根拠にはなりえない。第 3 の理由は、中小企業

は経済規模が小さく、取引金額も少ない。よって企業が中小企業に数ヶ月の期限の利益４を与えて

も、特に大きなリスクとはならず、企業情報の入手を必要としない。このため情報開示の研究も

必要がなかった。というものである。 

筆者は、第 3 の理由について疑問を持つものである。中小企業の経済規模は企業単位として見

た場合小さい。しかし、中小企業全体では我が国法人数の 99.7％、与信額の 37.6％を占めており、

経済的に大きな地位を占めている。中小企業が我が国経済に与える影響は大きく、中小企業の存

在を無視できるものではない。また、企業間取引におけるリスク管理でも、企業倒産件数の 99.9％

が中小企業である現実をみるに、中小企業のリスクを軽視できるものではなく、信用管理上企業

情報が必要不可欠なはずである。不十分な開示制度と消極的・回避的な開示姿勢が、「情報の非対

称性」５を生み、逆選択６とモラル・ハザード７という不健全かつ非効率的な取引・経済実態を作り

出している。 

本研究の目的は、企業、ひいては日本経済の健全かつ効率的な発展に貢献するために、非上場

および中小企業の企業情報の必要性を認識し、情報入手の現場が抱える問題を確認、その原因と

なる情報開示制度と開示理論を検証することで、今後必要とされる情報開示に関する研究の課題

を明らかにすることにある。 

 

 

第２章 企業情報の必要性 

 企業経営における情報の必要性については「経営情報論」において論じられている。適切で効

率的な経営管理が問われることの多い今日の企業にとって、情報はまさに経営資源ということが

でき、経営情報の研究と経営情報管理の整備充実が要求される根拠がそこにある８。情報とは、判

断、選択、予測、計画設定などの行動にあたって意思決定を行う当事者に役立つメッセージであ

る９。経営と意思決定は密接な関係にあり、経営管理は意思決定と同意語である１０と言われてい

る。意思決定に欠かせないものが情報であり、しかもその情報の内容（その質）が意思決定（経

営的判断）の成否を左右するほどになっている１１。企業間取引は企業経営において重要な業務で

あり、取引の意思決定において取引先の企業情報が必要なのはいうまでもない。本研究では取引

先の企業情報の必要性を企業間信用とリスク管理から検証する。 

 

第１節 企業間信用 
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 仕入先への代金決済を即時に支払うことなく、支払手形・買掛金などの買入債務（仕入債務）

によって支払いを猶予してもらうことがある。この猶予期間中は、仕入先より資金融通を受けた

のと同じになる、これを企業間金融（企業間信用）という１２。中小企業にとって企業間信用は非

常に重要な資金調達手段であり、金融機関からの資金調達コストが高い中小企業は、金融機関借

入から企業間信用にシフトさせる。この結果は金融機関融資と企業間信用の間に代替性があるこ

とを示している１３。我が国企業の仕入債務（買入債務）の推移は、「図表 1 仕入債務・短期借入

金の流動負債における構成比」「図表 2 仕入債務・短期借入金の構成比推移」の通りである。 

 

図表 1 仕入債務・短期借入金の流動負債における構成比 

 

図表 2 仕入債務・短期借入金の構成比推移 

 

              出所：図表１に基づき筆者作成 

（単位：億円）

年度 支払手形 買　掛　金 仕入債務 構成比 短期借入金 構成比 流動負債

1993 845,953 1,150,405 1,996,358 33.2% 2,587,669 43.0% 6,021,421

1994 857,848 1,182,174 2,040,022 34.6% 2,484,098 42.1% 5,900,106

1995 869,980 1,304,885 2,174,865 34.7% 2,600,646 41.5% 6,267,727

1996 778,799 1,306,907 2,085,706 34.6% 2,481,510 41.1% 6,032,014

1997 779,552 1,270,684 2,050,236 34.4% 2,434,874 40.9% 5,955,910

1998 659,284 1,385,655 2,044,939 35.5% 2,302,191 39.9% 5,764,710

1999 595,178 1,227,973 1,823,151 34.1% 2,168,854 40.5% 5,349,480

2000 622,658 1,367,938 1,990,596 36.6% 1,996,049 36.7% 5,443,584

2001 534,181 1,215,865 1,750,046 34.4% 1,999,991 39.3% 5,091,108

2002 479,857 1,217,967 1,697,824 34.9% 1,874,462 38.5% 4,863,012

2003 439,988 1,295,355 1,735,343 36.1% 1,759,538 36.6% 4,802,985

2004 432,081 1,365,370 1,797,451 36.7% 1,744,841 35.6% 4,894,670

2005 400,901 1,509,129 1,910,030 36.2% 1,799,672 34.1% 5,271,943

2006 427,055 1,559,733 1,986,788 38.4% 1,623,641 31.4% 5,171,835

2007 386,969 1,593,558 1,980,527 38.3% 1,623,223 31.4% 5,168,545

2008 330,063 1,250,597 1,580,660 32.7% 1,734,727 35.8% 4,840,289

2009 277,779 1,304,966 1,582,745 31.9% 1,855,761 37.4% 4,956,734

2010 282,555 1,316,556 1,599,111 33.6% 1,640,782 34.4% 4,764,176

2011 292,869 1,379,828 1,672,697 33.9% 1,633,389 33.1% 4,936,837

2012 265,898 1,358,632 1,624,530 33.4% 1,623,264 33.4% 4,862,942

2013 254,991 1,416,853 1,671,844 33.3% 1,680,329 33.5% 5,018,759

2014 299,435 1,467,862 1,767,297 34.5% 1,613,947 31.5% 5,120,707

出所：財務総合政策研究所『財政金融統計月報』 

（億円） （右
（左軸）

（流動負債に占める割合） 
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仕入債務と短期借入金が流動負債に占める割合は、短期借入金が上昇したときは仕入債務が減

少し、短期借入金が減少したときは仕入債務が増加している。1993 年度の短期借入金は流動負債

の 43.0％を占めていたが、2014 年度は 31.5％と 11.5 ポイント減少している。期間内の推移に大

きな波はあるが概して減少傾向にある。反対に仕入債務は 1993 年度 33.2％、2014 年度 34.5％と

1.3 ポイント増加している。仕入債務の変動は短期借入金ほど大きくはなく、資金調達における地

位は比較的安定している。 

前述では、仕入債務と短期借入金の金額および流動負債に占める割合を論じてきたが、２つの

勘定科目には根本的な違いがあり、単純な金額や比率の比較によって評価できるものではない。

短期借入金は期中借入と期中返済があるにせよ、期末残高をもって資金調達額とすることに大き

な間違いはない。しかし、仕入債務は毎月の仕入取引で発生しており、仕入債務の内訳は毎月異

なる。よって、年度末の仕入債務残高を企業間信用金額とするのは間違いであり、期中に発生し

た仕入債務の累計を企業間信用金額とすべきである。2014 年度末の仕入債務 177 兆円が毎月あ

ったとすると、同年度の仕入債務累計は 2,121 兆円と計算される。よって資金調達において企業

間信用が極めて多額の金額にあることを示している。 

企業間信用は、企業の資金繰りを維持し、経営の安定・発展に貢献、ひいては日本経済の発展

に大きな役割を果たしてきた。この企業間信用が成立する要件は、買い手が一定期間経過後に確

実に現金を支払うという信頼性、信用にある。この信用を形成するのは、今までの支払実績や、

堅実な経営姿勢、安定した経営内容、豊富な資金力、経営者の資質などの信用を裏付ける企業情

報である。Joseph,(2003,137 頁)は、「信用の提供者が尋ねなければならない主要な質問は、契約

が履行される確率はどれだけか、すべて返済を受けられるか、あるいは、返済された財が手元に

送られてくるか、である。情報がこの疑問の核心にある。取引相手の経済状態についての情報だ

けでなく、取引相手が直面するインセンティブ構造についての情報も重要である」と、信用供与

における情報の重要性について説明している。以上から、企業情報は円滑な企業間信用の形成に

重要な役割を果たしており、その必要性・重要性が確認される。 

 

第２節 信用リスク 

信用リスクとは、債権者の与信先や投資先など債務者に対する信頼が希薄化してくる潜在的要

因の総称である１４。具体的には企業倒産、業績悪化、商品開発失敗、過剰債務負担、法令順守違

反、環境激変などの理由で債務不履行ないし債務返済遅延などの不良債権化が生ずる懸念を意味

する。不良債権化が生ずる可能性のある債権は、売掛金や受取手形などの売上債権や未収入金、

未入金、貸付金などである。 

 

１、与信金額 

 与信とは、相手の企業に対して信用を与えることをいい、具体的にはそれを金額で表示する１５。

販売取引における与信金額は売上債権額１６とされるが、決算における売上債権額は決算時点の残

高であって、与信金額を正確に表しているとはいえない。与信はそれぞれの取引において年間を

通して発生するものであり、期中の累計金額でみるのが正しいと思われる。たとえば、1 月Ａ社、

２月Ｂ社、３月Ｃ社・・・・１２月Ｌ社と与信取引をしたと仮定するなら、年間の与信金額は各企

業それぞれの与信金額の合計であり、Ｌ社だけの与信金額ではない。 

よって、我が国の 2014 年度の売上債権額は 231 兆円にあるが（図表 3 累計与信金額 参照）、

与信金額は売上債権の 12 か月分として 2,776 兆円と計算される。日本の 2016 年度一般会計予算

は約 96.7 兆円であることから、与信金額がいかに大きいかが実感される。企業規模による内訳は
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資本金１億円以上が 1,731 兆円（62.4％）、１億円未満が 1,044 兆円（37.6％）であり、１億円未

満の企業にも多額の与信金額がある。 

 

図表 3 累計与信金額 

 

 

２、企業倒産と債権回収率 

 東京商工リサーチの発表によると、2014 年の企業倒産件数は 9,731 件、負債総額は 1 兆 8,741

億円であった（図表 4 企業倒産件数・負債総額 参照）。 

 

図表 4 企業倒産件数・負債総額  （単位： 件数：件、負債総額：億円） 

 

（単位：億円）

年度 受取手形 売掛金 売上債権
売上債権
回転期間（月）

売　上　高 累計与信額

1993 616,713 1,764,346 2,381,059 1.99 14,391,120 28,572,708

1994 595,664 1,801,376 2,397,040 2.00 14,389,845 28,764,480

1995 650,712 2,006,085 2,656,797 2.15 14,846,977 31,881,564

1996 586,706 1,874,490 2,461,196 2.04 14,483,830 29,534,352

1997 550,204 1,866,732 2,416,936 1.98 14,674,240 29,003,232

1998 486,736 1,772,126 2,258,862 1.96 13,813,377 27,106,344

1999 449,259 1,791,502 2,240,761 1.94 13,834,639 26,889,132

2000 467,768 1,907,933 2,375,701 1.99 14,350,278 28,508,412

2001 432,928 1,728,703 2,161,631 1.94 13,382,065 25,939,572

2002 358,952 1,694,628 2,053,580 1.86 13,268,020 24,642,960

2003 320,929 1,745,837 2,066,766 1.86 13,346,737 24,801,192

2004 332,582 1,851,567 2,184,149 1.85 14,203,559 26,209,788

2005 310,009 2,010,085 2,320,094 1.85 15,081,207 27,841,128

2006 336,924 2,091,064 2,427,988 1.86 15,664,328 29,135,856

2007 295,900 2,159,107 2,455,007 1.86 15,801,713 29,460,084

2008 285,052 1,802,180 2,087,232 1.66 15,082,072 25,046,784

2009 227,773 1,825,073 2,052,846 1.80 13,680,196 24,634,152

2010 239,753 1,821,680 2,061,433 1.79 13,857,426 24,737,196

2011 239,544 1,922,325 2,161,869 1.88 13,810,469 25,942,428

2012 230,060 1,895,597 2,125,657 1.86 13,745,105 25,507,884

2013 215,333 1,977,286 2,192,619 1.87 14,091,572 26,311,428

2014 253,501 2,059,482 2,312,983 1.92 14,478,425 27,755,796

出所：財務総合政策研究所『財政金融統計月報』

注：回転期間と累計与信額は筆者計算

年 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

件数 7,234 6,468 10,723 14,069 14,564 14,061 15,108 14,834 16,464 18,988

負債総額 12,323 19,959 81,488 76,015 68,477 56,294 92,411 81,229 140,447 137,484

年 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

件数 15,352 18,769 19,164 19,087 16,255 13,679 12,998 13,245 14,091 15,646

負債総額 136,214 238,850 165,196 137,824 115,818 78,177 67,035 55,006 57,279 122,920

年 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

件数 15,480 13,321 12,734 12,124 10,855 9,731 8,812

負債総額 69,301 71,608 35,929 38,346 27,823 18,741 21,124

出所：東京商工リサーチ『倒産月報』
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企業規模でみると大企業は件数 8 件、負債総額 385 億円、中小企業は件数 9,723 件、負債総額

1 兆 8,355 億円であり、中小企業は倒産件数の 99.9％、負債総額の 97.9％を占めている。以上の

とおり企業倒産のほとんどは中小企業であり、管理すべき与信先は中小企業を主体にすべきこと

が分かる。 

倒産会社からの債権回収率について我が国全体を集計したものは見当たらない。経済産業省

（2007）は、中小企業倒産防止共済貸付金の債権回収委託実績を発表している。それによると、

回収委託債権額 166 億円（長期間債務者に接触できなかった債権）、委託時の回収予想 358 百万

円（2.15％）、現時点の回収見込み額 70 百万円（0.42％）であり、長期延滞債権の回収率がいか

に低いかを示している。帝国データバンク（2011）によると、一般更生債権の平均弁済額は11.5％、

民事再生法では 12.4％となっている。倒産情報をいち早く入手し、急遽、自社の納品を引き上げ

てきても、債権残高の 20％程度回収できれば上出来、多少強引に引き上げたとしても 10～20％、

弁護士が介入した破産の場合ならば 3～5％程度の回収１７。とも言われている。 

手形不渡りを出しての夜逃げの場合、債権回収率はほとんどゼロである。さらに、日本与信管

理協会のホームページ（home page:ＨＰ）１８ などを参考にすると、我が国の倒産会社からの債

権回収率は 5％程度と推定される。しかも、民事再生法では 3 年据え置きの７年払い、会社更生

法では 3 年据え置き 10 年払いが多く、倒産会社からの債権回収の厳しさを認識させられると同

時に、取引時における信用管理および信用調査、企業情報の必要性が再認識される。 

 

３、企業信用調査の件数 

 企業間信用と信用リスクによって企業情報の必要性を確認してきたが、実際我が国で年間何件

の信用調査が実施されているのか、企業情報の必要性を実証する上で必要なデータであるが、そ

の集計を見出すことはできなかった。信用調査会社による企業信用調査件数が、帝国データバン

クと東京商工リサーチの 2 社によって日本全体の 90％を占めていると仮定し、両社の売上、商品

構成比、商品単価から計算すると、信用調査会社による企業信用調査件数は年間 207 万件１９と推

定される。 

信用調査には、前述の信用調査会社に依頼する「依頼調査」のほか、自社で行う「自社調査」や

企業情報ＤＢによって行う方法、リスクモンスターなどの企業情報データサービスを活用するケ

ースもある。これらによる信用調査件数の集計データもないが、依頼調査 30％、自社調査 70％に

仮定すると、全体の調査件数は 690 万件となる。国税庁発表の法人数は 2,595 千社２０であるが、

国税庁発表の法人数は、調査対象法人の確定申告書等から得た標本値に、標本法人割合の逆数を

乗じて推計されている。よって国税庁発表の法人数は実際に事業活動を営む企業数に近いものと

判断される。以上から、事業活動を営む日本の企業は１年間に平均 2.7 回の信用調査をされてい

る計算になる。 

  

第３節 取引リスク 

 第２章―第２節では、販売先に対する与信金額と倒産の発生、債権回収率から販売先の信用リ

スクを確認した。しかし、企業の取引先は販売先だけでなく、仕入先や外注先、事業サービス会

社などさまざまな企業が多数存在する。信用リスクはすべての取引先に共通するリスクであるが、

取引先との取引内容によってそれぞれ多様なリスクがある。これらを取引リスクと名付け、整理

すると次のようになる２１。 

 

１、取引先とリスクの内容 
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 ①販売先・・・競争力低下、販売力低下、信用度低下による売上減少リスク 

        押し込み販売、乱売、安売りなどによる販売価格・販売方法リスク 

        架空販売、介入取引、環状取引などの不正取引リスク 

        消費者保護法違反、訪問販売法違反、独占禁止法違反などの法的リスク 

        債務不履行、回収の長期化、債権の焦げ付きなどの信用リスク 

        支払拒否、難癖、クレーム、返品、値引き要請などの身勝手な要求リスク 

 ②販売代理店・・・（販売先のリスクに同じ） 

        商品の横流し、商品情報・営業情報の漏洩などの商品・営業管理リスク 

 ③投資先・・・株価の低下、配当の減少などの投資リスク 

 ④融資・貸付先・・・返済の遅延、貸付・融資の焦げ付きなどの信用リスク 

 ⑤預金先・・・金利・利息の引き下げ、引き上げ難などの金融リスク 

 ⑥賃貸先・・・賃貸物件の転貸、賃貸物件の喪失などの賃貸リスク 

        賃貸料の回収遅延、賃貸料の焦げ付きなどの信用リスク 

 ⑦仕入先・購入先・・・商品供給遅延、供給量の減少、供給停止などの供給リスク 

        原料価格高騰、高コストなどの仕入価格リスク 

        品質不良、欠陥商品、データ偽装などの品質リスク 

        安全不良、衛生不良、公害、製造物責任などの法的リスク 

経営不振、技術力低下、信用低下などの経営リスク、        

支払いの早期化要求、過大な値上げ要求などの要求リスク 

過大請求、架空請求などの不正取引リスク 

 ⑧外注先・加工先・・・不安定な業務処理、納期遅れ、納入停止などの納入リスク 

        受注減、受注停止などの受注リスク 

        知的財産権侵害、製造物責任、公害、リコールなどの法的リスク 

        欠陥商品、品質不良などの品質リスク 

        品質管理不良、技術水準の低下、機械整備不良、過大・過小設備、過剰生産な

どの製造管理リスク 

        技術・製品盗用、情報流出などの情報リスク 

        支払いの早期化要求、過大な値上げ要求などの要求リスク 

過大請求、架空請求などの不正取引リスク 

 ⑨借入先・・・金利引き上げ、返済期限の早期化、期限の利益喪失、債権の譲渡 

        などの借入リスク 

 ⑩リース・賃貸先・・・保守、修理不良、保証金の焦げ付き、アフターサービス不良 

        などのリース・賃貸リスク 

 ⑪各種事業サービス会社（警備、派遣、清掃、廃棄物処理、修理、メンテ、配送、印刷、 

広告、決済、調査、他） 

     ・・・役務の提供停止、不良サービスなどの事業サービス提供リスク 

不正転売の不正販売リスク 

過大請求、架空請求の不正取引リスク 

 ⑫工事業者・・・工事遅延、手抜き工事、技術力不足などの工事リスク 

データ偽装などの虚偽表示リスク 

 ⑬事業提携先・・・販売力低下、競争力低下、信用度低下などの売上減少リスク 

        営業情報流出、商品情報流出などの商品・営業管理リスク 
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 ⑭ＦＣザー・・・信用度低下、経営支援なし、商品供給遅延・停止などのリスク 

 ⑮ＦＣジー・・・経営放棄、ルール違反経営、ロイヤルティー不払い、看板替えなどのリ 

スク 

 ⑯マスコミ、情報・信用調査会社・・・誤報による名誉・信用棄損、低評価情報の公開・ 

流布、レピュテーションリスク（reputation risk）などの信用情報リスク 

  

（財）企業共済協会『経営再建・事業活性化マニュアル』（2005）のアンケート回答結果データ・

ファイル２２には、各経営分野におけるリスク要因が集計されている２３。そこでも取引リスクと認

識される回答が幾つか確認できる。 

回収遅延の長期化と貸し倒れの発生 218 社（有効回答の 40.2％） 

販売・受注価格が採算ライン割れまで低下 188 社（34.7％） 

価格・納期・決済など取引条件の悪化 152 社（28.1％） 

新規販売先開拓の困難性 122 社（22.6％） 

販売先が支払いサイトを延長し手形比率を高めた 99 社（18.3％） 

価格競争力などの不足による販売不振 91 社（16.8％） 

債権回収優先で取引の縮小・停止 87 社（16.1％） 

取引条件の悪化で営業赤字に転落 83 社（15.3％） 

原材料・外注費などの売上原価の増大 77 社（14.2％） 

仕入先が決済条件を厳しくし早期回収に徹する 37 社（6.8％） 

 売れ筋商品の品ぞろえ困難 30 社（5.5％） 

 品質・機能の競争力不足による販売不振 17 社（3.1％） 

 納期・決済などの条件の厳格化による取引停止 14 社（2.6％） 

 

２、ハイリスクカンパニー（high risk company：HRC） 

 「１、取引先とリスクの内容」では、取引リスクとして、それぞれの取引先が保有するさまざ

まなリスクを羅列した。これら多様なリスクをそれぞれ単独で認識・評価する必要はない。なぜ

なら、これらのリスクを起こす会社には共通した特徴があり、その会社が発する情報からその特

徴をとらえれば、リスクの発生を評価できるからである。あらためて企業にリスクをもたらす取

引先の特徴を分類すると次のようになる。筆者は高リスク会社：ハイリスクカンパニー（high risk 

company：HRC）と名付けた２４。 

①不良・低レベル会社 

 元来経営のレベルが低く、経営姿勢が不真面目。満足のできる商品やサービスの提供ができな

い。納品遅れや誤納品、書類のミスが多く、経理面もルーズで約定通りの決済をしないなど、社

内管理がルーズ、担当の不在やたらいまわし、質問してもなしのつぶての会社をいう。 

②ジコチュウ会社 

 金銭感覚が利己的でわざと支払いを遅くしたり、請求書が届いてないなどの嘘を平気でつく。

自社の都合のみでかってに商品・サービスの仕様や価格を変更する。担当者の交代が煩雑で信頼

関係を構築することができないばかりか、スムーズな取引もできない。社内のルール、社内事情

が最優先でまったく融通が利かない。商品・サービスの難癖や、過剰サービスの要求、過大な値

引きの要請は当たり前、クレームをつけると逆に凄まれる会社をいう。 

③低・反モラル会社 

 法令や契約・権利についての意識が乏しく、またはなく、違反してもその対応をしない、また
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は対応が不十分な会社をいう。法令違反自体での損害や対応のまずさによる二次被害もあるが、

コンプライアンスが注目される昨今、コンプライアンス違反発覚の際には大きな打撃を受け、経

営そのものを揺るがす事件に発展することがあり、被害は取引先にもおよぶ。他に、架空販売や

架空仕入、過大請求などによる業務上横領または裏金作りの協力を要請されることもある。不正

の発覚によって法的罰則を受けるばかりか、出入り禁止になるなど、取引先と信用を失い、死活

問題に発展するおそれがある。 

④経営悪化会社 

 元々は健全な経営で、提供する商品・サービスにも問題はなく、支払い振りも良好であったが、

売上・利益の減少など業績不振が続き、経営が悪化。商品・サービスの品質も低下し、資金繰り

の悪化から支払い遅延を起こしている会社をいう。今後、倒産に発展し、損害の拡大および確定

が予想される。従来の信用リスクや「危ない会社の見分け方」などの研究は、ほとんどが経営悪

化会社に注目している。 

⑤悪徳・詐欺会社 

 健全な企業の法令違反や契約不履行、権利侵害は、法令や契約に対する認識不足または対応の

拙さなどの過失によって起こるものであるが、悪徳商法や詐欺会社は、初めから法令違反および

契約不履行、権利侵害を認識したうえで、意図的にかつ計画的に行なわれる。公開される企業情

報はでたらめで、決算書は粉飾されていることが多いため、取引先がしっかりした与信管理をし

ないと、大きな損害を受ける可能性が高い。 

⑥反社会的勢力 

 反社会的勢力とは、暴力団や暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力

集団、それらとの関係の深い企業をさす２５。反社会的勢力と取引上のトラブルや行き違いがあっ

た場合、交渉の精神的負担が重いばかりか、強制的に経済的負担を強いられることもある。深い

関係でなくても取引があると判明しただけで、自社の信用度を落とし、取引先の喪失など死活問

題に発展するおそれもある。 

 

３、リスク発生の根源 

「図表 5 企業活動と経営情報」は、企業活動と企業活動によって発生する経営情報の関係を

示したものである。経営者の性格や能力、姿勢によって経営方針および計画が生まれ、経営方針・

計画を元に事業活動および財務活動、取引活動を行い、それら活動の成果は決算書で表現される。

経営方針・計画および３つの活動、決算書のそれぞれは経営内容を表す情報を発している。経営

情報を評価することによってＨＲＣを判別することができる。換言すれば、リスクを発生させる

経営内容を直接監視できないが、経営内容と関係の強い観察可能な経営情報をシグナルとして利

用すれば、ＨＲＣの発見・評価ができる。筆者はシグナリング仮説２６を支持するものである。 

企業の信用度やリスクの評価は、経営内容の質的な評価も必要だが、現実的には大部分が決算

書の財務分析で占められ、その比重は高い２７とされる。しかし、経営に問題を抱える企業ほど会

計の操作がされやすい２８との実証研究がある。この研究は、分析が必要なリスクの高い企業ほど

決算書が粉飾されやすいことを示しているとも言え、決算書分析の限界を知らしめている。 

上場企業の有価証券報告書には会計監査法人が作成した監査報告書が添付されている。監査報

告書は「公正妥当と認められる会計基準による決算書である」と証明している。しかし、監査報

告書は粉飾が発覚したすべての有価証券報告書にも添付されている。監査報告書を作成する会計

監査法人は、企業の内部データも入手できる決算分析のプロである。よって、粉飾決算は決算分

析のプロでも見抜けないことを意味する。公表データしか入手できない部外者（取引先）が、一
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般に知られている財務比率などの分析によって、粉飾決算を見分けるのはほとんど不可能といわ

ざるをえない。 

財務分析によって決算書に異常値があることを見つけ出したとしても、その決算書に粉飾があ

ると結論付けることはできない。なぜなら、粉飾決算とは決算数値と取引・事業・財務活動との

ギャップであり、取引・事業・財務活動との比較・分析・検証なくして判断することは困難なた

めである。決算書分析でわかるのは決算時点の財務内容と過去の業績だけであり、決算書分析に

よって企業の信用度やリスクのすべてがわかるとする意見は、間違いである。会社を倒産に至ら

しめる原因の 70％程度が経営者の性格にある２９。との意見もある。 

取引・事業・財務活動の根源は経営者の資質、性格、経営姿勢・方針にあり、リスク発生の原因

は経営者の資質、性格、経営姿勢・方針にこそ内在する。たとえば、反社会的勢力や悪徳・詐欺会

社のリスクを評価するのに、決算書を入手・分析する意味および必要性はまったくなく、商業登

記や経営者の資質、性格、経営姿勢、経営方針の分析だけで分かることが多々ある。よって、リ

スクの把握・評価において入手すべき企業情報は、決算書などの財務情報だけでなく、取引・事

業・財務活動を表す非財務情報（企業概要情報）も必要なのである。 

 

図表 5 企業活動と経営情報 

 

出所：筆者作成 

 

第３章 企業情報入手の問題点 

企業情報を入手する一般的な手法は信用調査である。信用調査は与信取引の可否を判断する意

思決定において必要とされる企業情報の収集を行うものである。信用調査で得られた情報は、被

調査先の信用度の把握と評価、すなわちリスクの把握と評価に使用されるだけでなく、リスクの

対応策である与信限度の設定やその見直し、さらに債権回収業務における担保の設定や担保権の

実行、裁判の基礎資料としても使用される。よって企業情報は企業間取引の重要な基礎資料とな

る。しかし、信用調査を実施しても、量的に不十分または質的に不正確な情報しか得られないと

いう現実が存在する。十分な情報が得られないという現実を調査方法および調査項目の検証によ

って明確にする。 
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第１節 信用調査の方法 

 企業信用調査の方法は「図表 6 信用調査の方法」の通りである。信用調査にいくつかの方法が

ある理由は、調査人の置かれている立場と被調査先の情報開示姿勢によって、実施できる調査方

法が限られるためである。限られた調査方法には量的に不十分、質的に不正確な情報しか得られ

ないという問題を内包している。ここでは、それぞれの調査方法が抱える問題を検証する。 

図表 6 信用調査の方法 

 

１、直接調査 

直接調査は被調査先から直接的に情報を入手する方法である。直接調査には取引上の力関係に

よって４つの方法がある。書類調査は被調査先に自社の調査書類を渡し、記入、提出させる方法

である。調査人が取引上優位にある場合、たとえば金融機関や大手企業が融資先や仕入先、外注

先を選定する場合に使用される。面談調査は被調査先に信用調査という目的を告げ、面談によっ

て調査する方法である。面談調査も調査人が取引上優位の立場にある時に利用される。商談調査

は、商談の中で経営情報を聞き出す方法であり、信用調査であることを感じさせず、いかに真実

の情報を引き出すかがポイントとなる。調査人は取引上劣位の立場、たとえば中小企業が販売先

を調査するケースに多く使われる。観察調査は被調査先の事務所や工場、倉庫の様子や代表者の

言動などから経営状況を嗅ぎ取る調査方法であり、調査人の経験と感、知識が重要になる。通常

取引上劣位の場合に使用されるが、書類調査や面談調査を実施しながら、情報の正確性を担保す

る目的から、併用されることもある。 

直接調査において問題となるのは、被調査先に「調査されることに対する悪感情」を持たれる

危険性である。取引上劣位企業が販売先を調査する場合、調査の実施が発覚することによって取

引関係が壊れることがある。直接調査は取引上劣位企業にとって危険性が高く、実施が難しい調

査方法と言える。さらに、調査人は信用調査の経験や知識、ノウハウが乏しく、必要な情報を収

集できないという自身の問題も抱えている。 

 

２、間接調査 

間接調査は被調査先の関係先から情報を入手する方法である。間接調査は、直接調査ができな

い場合の代用または直接調査で得られた情報の裏付けや直接調査で得られなかった情報の補充を

目的に使用される。検索調査は、インターネットで被調査先のＨＰを調べたり、業界団体のデー
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タベースを検索する方法である。官公庁登録調査は、登記所の商業登記や不動産登記、エディネ

ット（Electronic Disclosure for Investors NETwork：EDINET)の有価証券報告書、建設業・不

動産業などの業者登録から企業情報を入手する方法である。側面調査とは、被調査先の関係者、

たとえば取引先や同業者、近隣業者、ビル管理人などから風評などを聞き出す方法である。 

間接調査は、直接調査に比べて被調査先に調査の実施が発覚するという危険性は低いが、必要

な正しい情報を漏らさず入手できないという問題がある。検索調査では情報が更新されず古い、

信用度を表す情報が掲載されていないことが多々ある。官公庁登録調査は登記情報を除くと登録

企業が限られている。側面調査は情報入手の可能性が低い上、精度の担保も難しい。などの問題

がある。 

 

３、依頼調査 

依頼調査は第三者に依頼し、第三者から情報を入手する方法である。自社では信用調査の実施

ができない場合、または自社で収集した情報の補完や精度の確認、自社の評価を検証するために

使用される。依頼調査には取引銀行から被調査先の情報を入手する信用照会と信用調査会社に信

用調査を依頼する２つの方法がある。信用照会は、金融機関の顧客情報の保護義務から、多くの

情報を得ることは難しい。信用調査会社の信用調査報告書には、決算書（推定決算書を含む）や

過去データ、信用情報３０など、自社調査では得られない情報があり、与信判断に役立つ。また信

用調査報告書の入手は、自社調査に比べて費用および手間、時間の点からもメリットが大きい。  

しかし、皮相的で突っ込んだ情報が少ない、調査項目や内容には限界がある、内容に矛盾や粉

飾があっても、その点を突っ込んで追跡調査した形跡がみられない、調査マンの生の印象や第六

感で感じたことが伝わってこない３１、などの批判があるのも事実である。 

 

第２節 信用調査の調査項目 

 企業信用調査で収集する企業情報は「図表 7 信用調査の調査項目」のとおりである。これら調

査項目は、調査人にとって被調査先の信用度を評価し、リスクの発生を予測するのに必要な情報

である。調査人（情報利用者）は被調査先の信用度の核心を突いた情報を欲する。しかし信用度

の核心をついた情報は、経営上問題を抱える被調査先（情報の開示側）にとっては、最も開示し

たくない情報である。よって、調査人が入手できる情報の質と量は、調査人の取引上の立場と被

調査先の情報開示に対する姿勢、そして実施された調査方法によって左右される。調査人が取引

上劣位の立場にあり、被調査先が上場企業や業者登録企業でない場合、「まったく情報が得られな

い」または「不都合な情報は隠され表面的な情報しか開示されない」「決算書にいたってはまった

く交渉の余地がなく、入手できない」ことが多々発生する。 

企業情報開示制度（ディスクロージャー：Disclosure）の開示項目は、財務情報を主体とし、非

財務情報をあまり重視してこなかった。近年、開示情報の拡大や統合情報などの研究において、

非財務情報の必要性が大いに議論されているところである。一方、信用調査は決算書の重要性を

認めながらも、決算書入手の困難性から非財務情報、特に会社概要に重点を置いた経営分析およ

びリスク評価の研究が進んだ。信用調査と情報開示は、ともに相手先の企業情報を扱うが、情報

項目に対するアプローチはまったく違うことを示している。 
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図表 7 信用調査の調査項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 情報入手の環境 

「第 3 章・第１節と第２節」では、信用調査の方法および項目の 2 点から、内在する問題を検

証し、問題の原因は調査人の取引上の立場と被調査先の情報開示姿勢にあることを明示したが、

ここで改めて、取引上の立場と情報開示の関係を「情報入手の環境」として図示する（図表 8 情

報入手の環境 参照）。 

図表 8 情報入手の環境 

 

出所：筆者作成 

基本的項目         社名、本社所在地、登記上本社所在地、電話番号、HP アドレス、資本金、 

上場区分、許可免許 

経営的要素  沿革     創業・設立年月、本社所在地・資本金・営業種目・経営者推移             

       系列     資本・販売系列、大株主（持株比率） 

人的要素   代表者    氏名、生年、出身地、現住所、最終学歴、職歴、就任経緯、性格 

              斯業経験、経営経験、経営姿勢・経営能力、資金力 

       役 員    氏名、役職、担当業務、持ち株、関係 

       従業員    正社員・非正社員人数、平均勤続年数、平均年齢、平均給与 

物的要素   事業内容   業種、業態、扱い品（売上構成比） 

       取引先    仕入先・販売先（所在地、取引品目、取引高） 

       事業設備   事業所名、所在地、不動産形態、機械設備（台数）、設備投資状況 

財務的要素  資金繰り   回収・支払条件、不良債権発生状況 

財務内容   資産、負債、純資産、 

       業績推移   売上、利益、配当（直近連続３期以上） 

       財務諸表   貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュフロー計算書、 

財務比率 

       取引銀行   銀行名、支店名、取引内容・金額（預金・借入金・手形割引高）、担保 

       資産背景   所有不動産、担保設定（年月・種類・債権者・金額） 

情報的要素  信用情報   噂、風評 

       業界事情   同業者動向、製品の需給状況、資源の調達条件、技術的条件 

出所：結城哲彦（1978）『信用管理の手引き』日本経済新聞社,46 頁。 

東京商工リサーチ『TSR-REPORT』を参に筆者整理、加筆 
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調査人である自社が取引上劣位の立場にあり、取引先である被調査先が非上場企業で、業者登

録および信用調査会社に情報を開示していなかった場合、情報入手の可能性は低い。しかもこれ

は特殊な例ではなく、日本企業の 99.7％を占める中小企業のほとんどが置かれている情報入手

の環境と言える。 

「図表 9 中小企業の決算書開示先」は、中小企業庁が中小企業に対して行った企業情報開示

についてのアンケートの集計結果であるが、決算書を開示しているのは、信用調査会社

22.6％、取引先・顧客 15.1％、一般第三者 0.7％でしかない。逆にいえば、一般第三者には

99.3％、取引先・顧客には 84.9％、信用調査会社には 77.4％が決算書を開示していない。 

図表 9 中小企業の決算書開示先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業が情報を開示しない理由は、「図表 10 中小企業が開示をしていない理由」の通りで

ある。これら理由のうち「①具体的なメリットがない」や「②経営者の信用度で十分」「③借入な

く、情報開示を求める取引先もない」「⑥コスト・手間がかかる」は、開示行為について消極的な

姿勢を示すものである。「④競合他社、第三者に業況を知られるリスクがある」「⑤正確な情報の

開示が融資条件に悪影響をもたらす」「⑦経営審査事項審査の点数に悪影響」は、回避的な開示姿

勢を示すものである。 

消極的開示姿勢は、特にデメリットはないが、メリットが見当たらず、強制もされず、必要性

を感じないため、開示しないものである。回避的開示姿勢は、デメリットがあるため開示しない

ものである。２つの開示姿勢は、非開示とする原因、程度、情報開示に対する理解がまったく異

なるため、情報開示姿勢の改善を検討するには、それぞれに応じた対応策が必要であることを示

唆している。 

図表 10 中小企業が開示をしていない理由 

 

 

出所：中小企業庁（2012）「会計処理・財務情報開示に関する中小企業

経営者の意識アンケート調査結果」（平成 22 年度） 
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第４章 情報開示制度 

非上場および中小企業の情報入手は、開示側の開示姿勢に頼らざるを得ないことから、「本章 

情報開示制度」では、視点を調査人から被調査先に変えて、情報開示について検証する。ディス

クロージャー（disclosure）とは、三省堂大辞林によれば「①企業が投資家や取引先などに対し，

経営内容に関する情報を公開すること。企業内容開示。②行政機関のもっている情報を，国民が

自由に知ることができるように公開すること、情報公開」とある。つまりディスクロージャーに

は情報開示と情報公開があるが、両者はその当事者および開示方法がまったく異なるため、明確

に分類して使用する必要がある。 

情報開示は、企業が株主や投資家、取引銀行・取引先、従業員などステークホルダー（stakeholder）

に対して、経営内容に関する情報を開示することであり、開示先は特定先または不特定の一般で

ある。情報公開は行政機関のもっている情報を公開することであり、公開先は一般不特定である

が、基本的に情報公開を請求した当事者のみとなる。よって、本研究は情報開示を対象とする。

現在の我が国の情報開示を図示すると「図表 11 企業情報開示制度」になる。以下、それぞれの

情報開示制度について開示根拠および開示情報、開示先について確認する。 

 

図表 11 企業情報開示制度 

 

 

第１節 法定開示 

 法定開示とは、法律・規則によって企業に情報を提出させ、一般不特定に開示する制度である。

法定開示の法律・規則には、金融商品取引法と業者登録等規則、会社法がある。証券取引所規則

も法定開示であるが、開示時期や内容・方法が定型的に決められた法定開示と、開示条件に該当

した情報のみを随時開示する適時開示とは、質的に異なるため、本研究では別途取り上げること

にする。 

 

１、金融商品取引法 

金融商品取引法は、株主および投資家保護の観点から、上場企業および大規模公募を実施した

企業３２に対して有価証券報告書の提出を定めている。開示情報は経営内容の全般から決算書、そ

の注記に加え「事業等のリスク」や「継続企業の前提（ゴーイングコンサーン）（going concern：

ＧＣ）に関する注記」もあり、信用度を評価するのに必要な情報を網羅している。さらに四半期

決算はタイムリーな意思決定を補佐しており、利用価値は高いといえる。  

エディネット（Electronic Disclosure for Investors NETwork：EDINET)は、金融商品取引法に基づ

区分 開示根拠 開示内容 開示者 開示先

金融商品取引法 有価証券報告書 上場企業、大規模公募企業 一般不特定

業者登録等規則 会社概要、決算書 建設業者、不動産業者等 一般不特定

計算書類 株式会社、持分会社 一般不特定

計算書類、事業報告 株式会社 株主、債権者

適時開示 証券取引所規則 重要な経営の変化、決算短信 上場企業 一般不特定

経営・管理 経営情報・計画、決算書 全ての法人 親会社、役員、従業員

商・金融取引 経営情報・計画、決算書 全ての法人 特定企業・金融機関

ＩＲ活動 経営理念、業績、事業内容など 上場企業 株主・投資家（一般不特定）

ＰＲ活動 経営理念、事業内容、商品・サービスなど 全ての法人 一般不特定

統合報告書（財務、非財務、戦略・見通し他） 上場企業 株主・投資家（一般不特定）

知的資産報告書（人材、技術、ブランド他） 中小企業 一般不特定

出所：著者作成

法定開示

会社法

コーポレート・

ガバナンス

任意開示
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く電子情報開示システムであり、内閣府と情報開示会社、金融商品取引所、金融商品取引業協会

の各コンピューターを結び、開示用電子情報処理組織と呼ばれる。本システムの所管は金融庁で

あり、米国証券取引委員会 (SEC）に提出される書類を自動収集・確認・分類・受理などするため

のエドガーシステム(Electronic Data-Gathering, Analysis, and Retrieval system:EDGAR)をモデルとし

て構築された。開示文書は誰でもウェブサイト上で閲覧できる。 

ただし、掲載企業数は約 4,000 社しかなく、日本の総企業数の 0.1％（対 382 万社）と少ない。

商取引における与信先のすべてが有価証券報告書提出企業であることは、極めてまれであり、信

用管理において、利用頻度は低い。内容的に利用価値は高いと前述したものの、情報量の多さが

逆に分かりづらく、判断がし難いという難点がある。ただし、それは企業情報データベース会社

や情報処理提供会社などの仲介業者が分析・加工・集約・整理・要約することで、克服されてい

る。 

 

２、業者登録などの規則 

建設業者や不動産業者は、建設業法または不動産業法によって、事業者の登録と定期的な経営

情報の提出が義務付けられており、提出された情報は一般に公開されている。建設業者および不

動産業者の情報開示規則が作られた理由は、住宅・ビルなどの建築工事や不動産を購入する場合、

高額にあること、引き渡しに長期間を要する場合があること、前金などの支払いがあること、な

どから、信用度の確認が必要なためである。開示情報は経営内容の全般と決算書であり、信用度

の把握に必要な項目がかなり網羅されている。閲覧は一般個人でも自由にできるが、閲覧場所が

大臣登録は国土交通省、知事登録は都庁または県庁・土木事務所などに限られており、遠方にあ

る場合や利用日・利用時間の制限もあることから、自ら閲覧に出向くにはかなり不便である。 

国土交通省の建設業者・宅建業者など企業情報検索システムは、大臣登録および知事登録の建

設業者、宅地建物取引業者、マンション管理業者、賃貸住宅管理業者を、Web 上で、誰でも検索・

閲覧できる。しかし、情報項目が少なく、企業の存在確認程度の利用価値でしかない。 

経営事項審査は、公共工事の各発注機関は競争入札に参加しようとする建設業者の資格審査を

行わなければならず、公共工事を直接請け負おうとする建設業者は企業情報を提出し審査を受け

なければならない、と規定する。各発注機関は客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、

順位付け、格付けを行う。このうち客観的事項の審査が経営事項審査であり、「経営状況」と「経

営規模」、「技術力」、「その他の審査項目（社会性など）」について数値化し、評価している。経営

事項審査の審査結果は Web 上公開されており、審査基準日から１年７ヶ月以内の情報が閲覧でき

る。Web による公開は、競争参加者選定手続の透明性の向上による公正さの確保、および相互監

視による虚偽申請の抑止力の活用といった趣旨に基づいて行われている。ただ、会社の存在確認

や企業評価の参考にはなるが、情報量が少なく与信判断に使用するには不十分である。 

 

３、会社法 

株式会社の株主には、出資金の限度でしか責任を負わないという有限責任の原則がある。債権

者にとっては会社の財産のみが返済の原資となる。よって会社の財産状況を正しく第三者に開示

しなければならないとの理由から、会社法第 440 条は「株式会社は定時株主総会の承認後遅滞な

く、貸借対照表又はその要旨を官報または日刊紙で公告しなければならない(大会社は貸借対照表

と損益計算書の要旨)」と規定している。さらに会社法は、定款による公告方法が官報や日刊紙で

あっても、HP で 5 年間継続して決算書の全文を公開すれば、官報または日刊紙の公告に代替え

できるとし、規則を緩和、公告を促進している。一方、会社法 976 条は「公告を怠った場合は 100



17 

 

万円以下の過料３３に処す」と罰則を定め、公告を強制している。 

しかし、中小企業の公告率は僅か１％程度３４しかない。Ｔ社の調べによると、2016 年 5 月時点

における非上場企業の官報決算公告件数は 35,300 件であり、中小企業庁「中小企業の法人数」平

成 26 年 7 月時点の 3,809,228 社を分母にすると、僅か 0.92％の公告率でしかない。しかも、決

算書を公告していない企業が実際に過料の罰則を受けた事例もない、といわれている。会社法に

よる決算公告の公開率が低いことは、逆に利用率も低いことを意味しており、利用率が低いとい

うことは、すなわち開示効果の有効性が乏しいということに通ずる。利用率を低めている原因の

一つは、日刊紙などから見たい会社を容易に検索できないことが挙げられている３５。 

会社法は、さらに債権者が開示請求をすれば事業報告書や決算書などを閲覧することができる

と定めている。しかし会社法による債権者の開示請求は、債権者の利益保護が先鋭化した場合３６

におこなう最終的な手段であって、販売予定企業や取引継続中の企業に対しておこなうことは先

ずあり得ない。以上のように、会社法による決算公告は、開示側、開示先（情報利用者）双方にと

って価値がないだけでなく、決算書の要旨のみでは信用度を把握するのにも困難である。 

 

第２節 適時開示 

 適時開示の目的は、日々変化する経済情勢・経営環境下において、金融商品取引法による法定

開示のみで投資判断を行うには不十分であり、また制度変更などの機動性低下や法定開示の不足

分を補うことにある。適時開示の情報は、投資家の投資判断に重要な影響を与える会社の業務、

運営または業績などに関する情報であり、新株発行、合併・会社分割・株式交換、解散、自己株式

取得および固定資産譲渡・譲受、災害、事件、事故、訴訟提起および行政処分、訴訟の提起、行政

処分、災害による損害、業務遂行の過程で生じた損害、上場廃止の原因となる事実、決算短信、

業績予想の修正および配当予想の修正などである。上場会社は有価証券上場規程に基づき会社情

報の開示をおこなう場合、TDnet(Timely Disclosure network)： 適時開示情報閲覧サービスへの登録

が義務づけられている。また、任意の開示についても投資者への情報の周知性に配慮し、TDnet へ

の登録が求められている。 

TDnet とは、証券取引所が運営し、上場会社および日本証券業協会が指定するグリーンシート

銘柄（フェニックス銘柄を含む）が登録した適時開示情報を公開するシステムである。また、TDnet

とは別に、東京証券取引所に上場している会社については、過去 1 年分（決算情報は５年分）の

適時開示資料および各社の基本情報が「東証上場会社情報サービス」に開示されている。以上、

適時開示は、タイムリーな意思決定を行う上で有益な情報を提供しているが、掲載企業は上場企

業に限られ、その利用範囲は限定されている。 

 

第３節 任意開示 

１、経営・管理による開示 

経営・管理による開示とは、親会社や役員、従業員などに対する情報開示である。これら開示

先は会社にとって内部の重要な利害関係人であり、経営状態による影響を直接的に受けることか

ら、本来的には最優先に情報開示を受けるべき利害関係者である。オーナーのワンマン経営者が

多い非上場および中小企業にあっては、経営者が経営・管理上必要と判断した任意開示であり、

恣意性が高く、内容的に偏ったものになるおそれがある。また、内部の特定先への開示であって、

取引先や一般不特定先には開示されない。 

 

２、商・金融取引による開示 
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商・金融取引による開示とは、企業の商取引または金融取引において、経営・営業上必要と判

断される取引先に対して、取引開始または円滑な取引、有利な取引条件を得るためにする情報の

開示である。これら開示先は会社にとって外部の重要な利害関係者であり、任意開示ではあるが

自社にとって必要と判断しての開示であり、開示する情報は高品質で量も多い。しかし、他の取

引先や一般不特定には開示されない。 

銀行などの機関は、情報を集めて処理する点で、比較的優位と絶対優位を確立することができ

るはずである。さらに大規模機関は家計や中小企業よりもリスクを負担する能力も意欲も高いは

ずである３７。「特定取引先や取引銀行への情報開示」は、開示側が納得しての開示とは言うものの、

情報開示の主導権は銀行や大手企業に握られている。開示側は取引上劣位の立場にあるため、開

示側の情報開示に対する裁量度は低く、強制開示に近いものである。 

 

３、ＩＲ（Investors Relations）活動による開示 

IR 活動とは、上場企業が法的に要求される情報開示を補完する目的で、自発的に行う情報開示

である。主な活動としては、インターネットによる適時的な情報開示や決算説明会の実施、企業

の長期的投資計画に関する詳細な記述、証券アナリストや機関投資家、ファンドマネージャー、

格付け機関などに対する企業説明会の実施、非財務情報の公開、パンフレットの請求や施設見学

会、IR 室の設置による情報請求への対応、将来情報の公開などがある３８。 

企業が事業計画や戦略に関して詳細な情報開示を行うことは、製品市場における競争力の低下

を引き起こすといった別の費用をもたらす可能性がある。これらの費用を負担しても企業が自発

的開示に取り組んでいる理由を説明するには、企業が自発的開示により費用以上の利益を得てい

る、もしくは利益を期待していると考えるのが合理的であろう３９。実際、情報開示によって得ら

れる利益の分析結果は、数多く、内外から発表されている。しかし、情報開示の利益を分析した

研究のほとんどは、上場企業または外部に多数の株主を持つ企業を対象としたもので、非上場お

よび中小企業にも利益４０を見込むのは難しいと思われる。ただ、上場企業が法的強制開示以外に

自主的開示を指向し、利益を獲得している事実は、非上場および中小企業にとって株式上場の動

機づけにはなると言える。 

 

４、ＰＲ（Public Relations）活動による開示 

 PR(パブリック・リレーションズ)とは、企業や組織体が公衆やメディア・関係諸機関と良好な

関係を作るためにおこなう活動であり、個人や組織体が最短距離で目標や目的を達成する、倫理

観に支えられた双方向性コミュニケーションと自己修正をベースとしたリレーションズ活動であ

る４１。具体的な活動は、自社 HP での企業概要や経営方針・商品情報の掲載、テレビや新聞・雑

誌などの広告掲載、記事広告などである。IR 活動が投資家をリレーションの対象とするのに対し、

PR 活動は一般不特定を対象とする。よって開示された情報は取引先および第三者の利用を可能

にする。しかし、情報の内容は、経営理念や経営方針、商品・サービスの宣伝に偏り、信用度の評

価やリスクを把握するのには不十分である。 

 

５、コーポレート・ガバナンス（corporate governance)による開示 

コーポレート・ガバナンス（企業統治）とは、一般的には、企業が内部や外部からの監視や規

律を活用し、経営者、株主、債権者などのステークホルダー（利害関係者）のためにどのような

活動を行うかを明確に示し、適切な経営判断や経営の効率化を促進する仕組みである４２。主な活

動は、経営内容の情報開示や取締役会の機能強化、株主への説明責任の充実、社員の経営参画な
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どであり、中でも情報開示はコーポレート・ガバナンスにとって特に重要な活動として理解され

ている。中小企業総合事業団（2002）４３のアンケート調査でも、コーポレート・ガバナンスの充

実を図るために必要な事項として、情報開示が第一位の回答率 54.5％（未公開企業のみ）にある。 

①統合報告書 

統合報告は、組織の戦略、ガバナンス、パフォーマンスおよび見通しに関する重要な情報を、

組織が置かれている商業的、社会的、環境的なコンテキスト（context４４）を反映する形で、組織

がどのように管理責任（stewardship）を遂行し、どのように価値を創出し、維持しているかにつ

いて明瞭で簡潔な報告を行うものである４５。具体的に言えば、統合報告書には財務情報と非財務

情報のうえに、企業価値を持続的に高めていくための戦略的方法が記載される。当初段階におい

ては、大企業による報告と、投資家のニーズに焦点を当てる４６とされ、現状、上場企業の利用が

研究されている段階にあり、非上場および中小企業の活用は少ない。 

②知的資産経営報告書 

統合報告書が上場企業向けであるのに対して、知的資産経営報告書による情報開示は非上場お

よび中小企業向けである。経済産業省は 2005 年「知的資産経営の開示ガイドライン」を、中小企

業基盤整備機構は 2007 年「中小企業のための知的資産経営マニュアル」を公表している。企業の

持続的発展のためには、差別化の源泉として人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブラ

ンドなどの「知的資産」を活用した経営が重要であり、財務内容が脆弱な中小企業にとってより

効果があるとする。開示情報は伝統的な財務情報から非財務情報を包含したビジネス・レポーテ

ィングへの拡充が求められている４７。ただ、2012 年 3 月現在、マニュアルに沿った「知的資産経

営報告書」は全国で僅か 202 社しか発表されておらず４８、まだ浸透していない。 

 

 

 

第５章 情報開示制度の問題点 

 「第４章 情報開示制度」では、我が国の情報開示制度について、それぞれの内容や特徴、欠

点を説明してきた。本章では、それぞれの情報開示制度が本来的な意味の情報開示にあたるかど

うかを検証し、問題点を明らかにする。本来的な意味の情報開示とは、情報開示者はすべての企

業であり、非上場および中小企業を含むものとし、開示先（情報利用者）はすべての利害関係人

（ステークホルダー）であり、仕入先・販売先などの取引先および一般不特定を含むものとする。

開示情報は財務情報だけでなく、非財務情報（企業概要）を含むものとする。 

 

第１節 法律や規則で定められた情報開示 

 

１、金融商品取引法・証券取引所規則 

金融商品取引法および証券取引所規則の場合、情報開示者は有価証券報告書提出企業に限られ

ており、我が国企業の大多数を占める非上場企業および中小企業を対象としていない。そもそも、

株主および投資家保護を目的として、上場会社に責任と義務を課す法的強制開示は、外部に多く

の株主をもたない非上場および中小企業には通用しない。上場企業の情報開示に関する先行研究

が、非上場および中小企業にも適用できるのか、疑問がある。非規制企業が、（株式を）市場に公

開していないことや、株主と経営が一体化していることが通常であることを艦がみれば、投資家

への説明責任仮説、報酬仮説、訴訟リスク仮説はあてはまらないと推測される４９。また、情報開
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示の効果やメリットを分析した研究のほとんどは上場企業を対象としたものであり、非上場およ

び中小企業への適用は難しい。ただ、情報開示には開示者にも効果とメリットが必要であること

を示しており、非上場および中小企業の情報開示についても、開示者に効果やメリットが必要で

あることを示唆している。 

 

２、会社法 

会社法は、非上場および中小企業の情報開示を法的に規定している。しかし、開示者、開示先

（情報利用者）ともに実効性のなさを認めている。実効性がない原因は、開示情報が大会社は貸

借対照表と損益計算書の概要、中小企業は貸借対照表の概要だけであり、非財務情報はなく、リ

スクの評価や与信判断には使えないこと、開示側に開示コストを負担させるものの、開示側に具

体的なメリットが見込めないこと、開示先（情報利用者）の利用環境は整備されず、利用するに

は不便であること、にある。 

また、法律による強制的開示についての問題も考えられる。強制的開示は比較可能性の向上な

どのメリットがある反面、実態にあわない開示を促進させ、コストを高めてしまうという限界を

併せ持つ５０。さらに、原則的に開示すべき大きな枠組みについては法制度が強制的に規制するも

のの、実際の開示内容については企業経営者に委ねるモデルとして「強制的自発開示」の提案も

見られる５１。会社法上、貸借対照表および損益計算書もしくはそれらの要旨を公告せよというよ

うに、開示の範囲を限定する規定とはせず、公告義務のみは定めても、罰則は設けず、その開示

範囲等についても各社の自主性に委ねることでよいように思われる５２。法的強制開示は、基本的

に開示先（情報利用者）の保護を目的に、開示者の責任と義務を課すもので、上場会社の株主・

投資家保護が理解されても、非上場および中小企業には通用せず、開示者のサイドに立った開示

者のための理論が必要であることを示唆している。 

 

３、業者登録などの規則 

業者登録などの規則は、非上場および中小企業も開示者の対象にするが、ごく一部の特定業種

に限られており、すべての業種および企業を対象にしていない。業者登録情報の開示は、行政機

関が行う「情報公開」であって、開示者の範囲および開示情報、開示方法は行政の判断が大きく

かかわる。このため、本研究が求める本来的な情報開示とは根本的に異なる。よって、業者登録

による開示に、非上場および中小企業の開示理論を求めるのは困難である。 

 

第２節「経営上重要な関係先」「特定取引先や取引銀行」への情報開示 

「経営上重要な関係先への情報開示」および「特定取引先や取引銀行への情報開示」は、開示

者が経営上または管理上、情報の開示が必要と判断してのものである。開示先が特定先に限られ、

取引先や一般不特定には開示されないため、本来的な情報開示の理論にはなりえない。ただ、非

上場および中小企業であっても、自社にとって経営上の効果や取引上のメリットがあれば情報開

示することを意味しており、情報開示の根拠を求めるうえで開示側の効果やメリットが必要であ

ることを示唆している。 

 

第 3 節「ＩＲおよびＰＲ活動」「コーポレート・ガバナンス」よる情報開示 

「ＩＲおよびＰＲ活動による情報開示」「コーポレート・ガバナンスによる情報開示」は、企業

が自社にとって都合のいい情報を自主的に開示するものであり、内容的に取引先が信用判断やリ

スクの把握に使用するには不十分である。しかし、企業は自社にとって効果・メリットがあれば、
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積極的かつ能動的に情報を開示することを意味する。非上場および中小企業の消極的かつ回避的

な情報開示姿勢が、効果・メリットのない、法的強制による、形式的な制度によって生まれたと

考えられることから、今後の情報開示は「効果・メリットを求めた積極的かつ能動的な経営施策」

にあるべきことを示唆している。 

 

第６章 非上場および中小企業の情報開示に関する研究 

非上場および中小企業は、債権者や取引先、一般不特定、信用調査会社に対してほとんど情報

開示をしていない。しかし、中小企業は日本の法人数の 99.7％を占め、取引量・金額は極めて大

きい。しかも、中小企業は企業倒産件数の 99.9％を占めており、信用リスク・取引リスクが高い

ため、中小企業の情報開示が強く求められている。我が国の情報開示制度は上場企業に偏重して

いるが、むしろ求められているのは、そのような会社（上場会社や決算公告会社）以外の会社、

すなわち小規模・非公開の会社の情報についてである５３。以上の通り、非上場および中小企業の

情報開示に関する制度は不十分であり、ここに研究の必要性を見出すことができる。 

 

第１節 先行研究 

企業情報開示の先行研究は極めて多数存在するが、非上場および中小企業の情報開示について

の先行研究に絞り、開示根拠を探索する。なぜなら、情報開示は開示者が行うものであり、当事

者である開示者にとって、開示のための理論的根拠が必要なためである。換言すれば、非上場お

よび中小企業に的を絞った、非上場および中小企業に説得力のある理論が必要なためである。情

報開示の先行研究を非上場および中小企業に絞ると、以下の 15 点が検索された（2016 年 7 月 15

日時点）。なお、検索は CiNii から、キーワードは非上場または中小企業と情報開示またはディス

クロージャーとした。（ ）内はその研究が基づいている開示根拠を示している。開示根拠を明確

に示しているものと、内容から類推できるものは、その開示根拠を記載した。開示根拠が不明な

ものは「表記なし」とした。 

 

①青山英男・福田宏・湯瀬裕昭・武藤伸明・森勇治・鈴木竜太（1999）「中小企業の財務情報開示

とエージェント情報システム」                 ・・・（開示根拠：商法） 

②飯塚徹(2013)「上場・非上場戦略における情報開示能力と計数管理能力の養成」 

・・・（表記なし） 

③伊地知克哉（2002）「会計法制から考える新しい中小企業経営―情報開示と企業診断」 

                                   ・・・（表記なし） 

④井上雄介（1991）「中小企業におけるディスクロージャーの研究」・・・（有限責任、債権者保護） 

⑤香川順（2000）「中小企業のディスクロージャー」      ・・・（対行信用、資金調達） 

⑥孔繁智（2015）「中小非公開株式会社における情報開示規制に関する一考察」 ・・・（会社法） 

⑦角信明（2015）『非上場会社の会計ディスクロージャーの理論』 

・・・（民主主義社会における規範的理論） 

⑧武田隆二（1998a）「中小会社の計算公開のフレームワーク」 

        ・・・（取引の円滑化、契約価格の適正化、妥当な水準の資金調達、直接金融） 

⑨武田隆二（1998b）「中小企業のコーポレート・ガバナンス 情報開示と監査」 

                           ・・・（コーポレート・ガバナンス） 

⑩田中宏昌(2012)「非上場企業における統合報告の意義」        ・・・（知的資産経営） 
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⑪中小企業総合事業団（2002）『中小企業におけるコーポレート・ガバナンス』 

 ・・・（コーポレート・ガバナンス） 

⑫中小企業庁（2007）「中小企業の情報開示とコーポレート・ガバナンス」 

                           ・・・（コーポレート・ガバナンス） 

⑬中小企業庁（2012）「会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート調査結 

果」                                ・・・（表記なし） 

⑭藤井一郎（2015）『中小企業の情報開示』          ・・・（対行信用、資金調達） 

⑮茂腹敏明（1999）「ディスクロージャー制度の改正と中小企業への影響」  ・・・（表記なし） 

 

第２節 情報開示の根拠 

 「第 6 章・第 1 節」で掲げた先行研究について、それぞれが根拠としている開示理論を示し、

その開示理論が非上場および中小企業にとって、説得力があるものか、検証する。 

 

１、先行研究：①・⑥・・・商法・会社法 

会社法による情報開示の問題については「第 5 章・第 1 節・２、会社法」で述べたとおりであ

り、非上場および中小企業にとって実効性のある開示根拠にはなっていない。 

 

２、先行研究：④・・・有限責任・債権者保護 

有限責任・債権者保護による情報開示は、開示先の保護を目的として、開示者の責任・義務を

問うものであり、非上場および中小企業の情報開示根拠として通用しないことは「第 5 章・第 1

節・１、金融商品取引法・証券取引所規則」で述べたとおりである。 

 

３、先行研究：⑤・⑭・・・対行信用・資金調達 

対行信用・資金調達による情報開示については、「第 5 章・第 2 節、特定取引先や取引銀行への

情報開示」で説明したとおり、取引銀行だけを開示先とし、取引先や一般不特定に開示されない

点で、本研究が求める開示理論とはなりえない。 

 

４、先行研究：⑦・・・民主主義社会における規範的理論 

民主主義社会における規範的理論とは、「民主主義社会の維持発展のために、社会全体の経済的

損失を最小限に抑制するには、企業情報の開示は義務である、これは強制開示の理論的根拠とな

る、民主主義は自由・平等が保障されている、平等は結果ではなく機会である、商取引にあって

相手を知る手段がない不平等が存在する、機会が不平等なのに結果の責任を負わされるのは酷で

ある、不平等は解消しなければならない」という。 

しかし、民主主義の維持・発展というならば国家や政治的な色彩が強く、それを非上場および

中小企業の現実的かつ具体的な情報開示の理論に結びつけるには飛躍が過ぎると言える。商取引

における自由・平等とは、取引の意思決定が自由・平等であるという意味であって、そこに入手

できる情報を平等とし、情報開示を義務とする理論に発展するのは難しい。これも開示者の義務・

責任を問うものであり、実効性のある情報開示理論にはなりえない。 

 

５、先行研究：⑧・・・取引の円滑化、契約価格の適正化、妥当な水準の資金調達、直接金融 

「取引の円滑化・契約価格の適正化・妥当な水準の資金調達・直接金融」は、環境の変化によ

る中小会社の情報開示に対する状況の変化をあげたもので、開示根拠として理論的に述べられた
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ものではない。 

 

６、先行研究：⑨・⑪・⑫・・・コーポレート・ガバナンス 

コーポレート・ガバナンスによる情報開示は、情報開示を開示者の責任・義務とする強制理論

から、開示者の自主的な経営施策に転換した点で、より説得力のある開示根拠となる。しかし、

オーナーのワンマン経営が多い中小企業にとって、取引先や一般不特定に対する情報開示が自社

の経営判断や経営の効率化に役立つのか、単なる自己満足ではないか、との疑問が残る。コーポ

レート・ガバナンスが経営方針に掲げられ、具体的な目標・施策が検討されなければ、大義名分、

綺麗ごとだけで終わる可能性が高い。よって非上場および中小企業の情報開示理論には、情報開

示によって得られる具体的なメリットと、メリットを得るための具体的な施策を明確にしなけれ

ばならない。 

 

７、先行研究：⑩・・・知的資産経営 

知的資産経営による情報開示は、非上場および中小企業向けの統合報告書の作成・公開であり、

コーポレート・ガバナンスを根拠とする。その意義と期待される効果として次の項目があげられ

ている５４。 

【内部マネジメント力の向上効果】 

・経営者自らが、自社の強みについて新たな「気づき」を得るきっかけになる 

  ・自社の立ち位置を確認することができる 

  ・限られた経営資源を最適に活用することができる 

  ・従業員の意識や仕事に対するモチベーション、一体感が生まれる 

 【外部とのコミュニケーション促進効果】 

  ・取引先、顧客からの信用度が高まる（取引深耕、顧客開拓） 

  ・経営方針や事業戦略に共感する人材の確保（雇用） 

  ・金融機関等からの自社に対する理解が深まる（資金調達／間接） 

  ・新規に株式を公開する際に、将来の株主に対して自社の将来成長の可能性をアピールで 

きる（資金調達／直接） 

コーポレート・ガバナンスによる情報開示と同様、取引先や一般不特定に対する情報開示が、

自社の経営判断や経営の効率化に役立つのか、単なる自己満足ではないか、との疑問が残る。ま

た、ＩＲやＰＲによる開示と同様、自社にとって都合のいい情報を並べたものが、開示先（情報

利用者）にとって役立つ情報であるのか疑問がある、少なくとも本研究が必要とする取引先の信

用判断には役立たない可能性が高い。ただし、情報開示の効果とメリットを開示者の立場から示

している点、自主的な経営施策としている点が評価でき、欠点と思われる信用判断に役立つ情報

をいかに盛り込むか、他社との比較を容易にする開示項目の共通化、情報利用者に便利な利用環

境をいかに作り上げるかが課題となろう。 

 

第３節 情報開示によるメリット 

 情報開示によって得られる効果やメリットは、情報開示の動機づけまたは目的、根拠になりう

ると考える。「図表 12 中小企業の書類開示効果」は中小企業経営者に対するアンケート調査結

果である。「取引先からの信用力が向上した」との回答は 11.4％と低率にあるが、取引先・顧客に

開示したのは 15.1％であることから、開示者だけでみれば 76.3％が「取引先の信用力向上」とい

うメリットを認めたことになる。同じように「取引先の信頼確保・新規顧客開拓」は 52.2％、「取
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引先との取引が円滑化」は 44.2％が認められている。 

       図表 12 中小企業の書類開示効果 

 

 

「第３章・第３節 情報入手の環境 図表 10」では、中小企業が情報を開示しない理由を掲載

したが、「具体的なメリットがない」は 51.9％を占めている。しかし、これは「開示していない企

業」の回答であって、開示しなければメリットも分からないことから、感覚的な“思い込み”が

多く占められているものと考えられる。よって非上場および中小企業の取引先に対する情報開示

の効果・メリットの研究および啓蒙活動が不十分で、非上場および中小企業に理解されていない

ことを意味している。 

「メリットがない」や「必要性がない」「求められない」「コスト・手間がかかる」などの非開示

理由は消極的な開示姿勢となり、メリットを明確にした開示理論を示すことによって改善できる

と考えられる。「知られるリスク」「悪影響がある」などの非開示理由は回避的な開示姿勢となる。

回避的開示姿勢については、開示制度や開示方法の改善が必要であり、これは次の研究課題とす

る。以上の通り、非上場および中小企業の情報開示についての研究はいくらか認められるが、納

得性・実効性のある情報開示の根拠とするには、不十分であり、さらなる研究が必要と判断され

る。 

 

第７章 結論 

 非上場および中小企業の情報開示を必要としない理由の 1 つに、「非上場および中小企業の経済

規模・影響の小ささ」がある。本研究はこの理由を否定する。なぜなら、非上場および中小企業

が我が国経済において大きな比重を占めていること、企業間信用・リスク管理において企業情報

が不可欠であること、そして非上場および中小企業の企業情報は、個別の企業だけでなく日本経

済の維持・発展に大きな貢献をしていることが明確なからである。本研究は、非上場および中小

企業の情報入手の困難性を、信用調査の現場を検証することで明らかにした。そして、情報入手

を困難にした原因は、開示者の消極的または回避的な開示姿勢にあり、この開示姿勢を生み出し

たのは、上場企業と法的開示に偏重した情報開示制度にあることを、それぞれの開示制度を検証

することで明確にした。この偏重した開示制度が形成された原因は不十分な開示理論あると考え

決算書の開示先 回答数 構成比 書類の開示効果 回答数 構成比

主要取引金融機関 966 84.1% 金融機関からの資金調達が円滑になった 781 67.3%

役員（代表者除く） 444 38.6% 金融機関からの信用力が向上した 553 47.6%

株主 347 30.2% 株主との関係で透明性が向上した 140 12.1%

その他の金融機関 327 28.5% 取引先からの信用力が向上した 132 11.4% 76.3%

信用保証協会 310 27.0% 取引先からの信頼確保、新規顧客開拓 91 7.8% 52.2%

信用調査機関 260 22.6% 取引先との取引が円滑になった 77 6.6% 44.2%

取引先・顧客 173 15.1% 取引先や金融機関との業務効率が向上した 74 6.4%

従業員 100 8.7% その他 106 9.1%

親会社 40 3.5% （Ｎ＝1,160)

一般第三者 8 0.7%

開示していない 75 6.5%

（Ｎ＝1,149）

出所：中小企業庁（2012）『会計処理・財務情報開示に関する中小企業経営者の意識アンケート調査結果』
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る。なぜなら非上場および中小企業の情報開示に関する先行研究から、情報開示の根拠を探索す

るも、納得性・実効性に乏しい開示理論が見出せないからである。 

ただ、情報開示制度と開示理論の検証から、「非上場および中小企業の情報開示についても、開

示者に効果やメリットが必要である」「開示者のサイドに立った開示者のための理論が必要である」

「効果・メリットのある開示先（情報利用者）に対しては積極的に情報を開示する」「今後の情報

開示には効果・メリットを求めた積極的かつ能動的な経営施策にあるべき」などの示唆を得るこ

とができた。 

「図表 13 非上場および中小企業の情報開示」は、非上場および中小企業の取引先および一般

不特定に対する情報開示の形態を示したものである。 

 

図表 13 非上場および中小企業の情報開示 

 

 

図表 13 で欠けているのは、開示根拠である。よって、納得性・実効性のある開示根拠を示すこ

とによって、非上場および中小企業の開示理論が完成し、「図表 11 企業情報開示制度」に加える

と、すべての企業をカバーした情報開示理論および体系が完成するのである。以上から、今後必

要とされる非上場および中小企業の情報開示に関する研究課題として、以下の４点を主張し、本

研究の結論とする。 

①非上場および中小企業に特定した情報開示の研究が必要である 

②情報開示根拠として、開示先の保護・利益ではなく、開示者側に立った理論が必要である 

③情報開示根拠には、開示者の効果、メリットが必要である 

④情報開示は、開示者にとって積極的かつ能動的な経営施策であるべきである 

以上 

 

 

【脚 注】 

1, 信用を供与する取引。商品や製品を納品した後に代金を受領する取引をいう。 

2, 中小企業基本法第 2 条第 1 項（中小企業者の範囲及び用語の定義）資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の 

会社並びに常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の

業種（次号から第 4 号までに掲げる業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの。 二 資本金の

額又は出資の総額が 1 億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人であつて、

卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの 三  資本金の額又は出資の総額が 5000 万円以下の会社並び

に常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業とし

て営むもの 四  資本金の額又は出資の総額が 5000 万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が 50 人以

下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの。 

3, 「第６章 非上場および中小企業の情報開示に関する研究」を参照されたい。 

4, 期限が定められていることによって債務者が受ける利益。たとえば、代金の支払い期限が設定されている場合、

債務者は期限が到来するまでは支払う義務はなく、また支払いを求められることもない。 

5, Akerlof (1970, 488-500) 各取引主体が保有する情報に差がある不均等な情報構造をいう。「売り手」と「買い 

区分 開示根拠 開示内容 開示者 開示先

会社概要、決算書概要 非上場企業・中小企業 一般不特定（取引劣位）

会社概要、決算書・概要 非上場企業・中小企業 信用調査会社（一般不特定）

出所：著者作成

必要な研究
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手」の間において、「売り手」のみが専門知識と情報を有し、「買い手」はそれを有しないという、情報と知識の

共有ができていない状態をさす。 

6, 情報の非対称性が存在する状況において、取引先選択や取引開始または継続の意思決定に失敗すること。好ま

しくない取引先を選択することから逆選抜、逆淘汰とも呼ばれる。 

7, 倫理の欠如。倫理観や道徳的節度がなくなり「社会的な責任を果たさない」「バレなければよい」という考えが

醸成される。情報の非対称性が存在する状況において、取引先選択や取引開始または継続の意思決定に失敗す

ること。好ましくない取引先を選択することから逆選抜、逆淘汰とも呼ばれる 

8, 前川（1986）3 頁 

9, 同上 

10, Simon(1979) 54 頁 

11, 渡部（1996）12 頁 

12, 佐藤（2000）114 頁 

13, 鶴田（2007）1-2 頁 

14, 亀井（2004）73 頁 

15, 末松（2014）2 頁 

16, 青木（2008）277 頁 製品等を販売したが代金未回収の販売先に対する与信をいい、売掛金に受取手形、手形

割引高、手形裏書譲渡高を加えた金額である。建設業では売掛金ではなく、完成工事未収入金勘定が使われ

る。 

17, 窪田（2003）14 頁 

18, 日本与信管理協会（2016.7.6）「債権回収競争！勝ち逃げの法則」販売先が倒産した場合,売掛債権の平均回

収率は僅か 5％。もし、あなたの会社が 100 万円焦付くとたったの５万円しか回収できない。 

19, 2015 年期の帝国データバンク、東京商工リサーチの売上合計は 670 億円、信用調査売上構成比を 50％、一件

単価を 18 千円と推定した。 

20, 国税庁 会社標本調査 

21, 高市（2009）26-27 頁 を元に、筆者が加筆した。 

22, 調査期間：2003/9/24～2003/10/10、調査方法：郵送によるアンケート調査、調査対象：経営危機や経営困難

から立ち直った中小企業 3,493 社、調査先業種：卸売、製造、建設、小売、飲食、サービス、運輸、通信、有

効回答：541 社 

23, 太田（2009）188-191 頁 

24, 高市（2016）66-67 頁 

25, 独立行政法人中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程 第２条は反社会的勢力について定義している。 

26, 2001 年のノーベル経済学賞受賞のスタンフォード大学マイケル・スペンス教授が提唱した仮説。情報の非対

称性の存在によって品質を直接監視できないときには、その情報と関係の深い観察可能なものをシグナルと

して利用することになる。 

27, 牧野 2012）2 頁 

28, 中島（2012）21 頁 重要な欠陥開示企業は裁量行動を会計発生高に施し会計発生高の質を低下させている。 

29. 窪田（2003）46 頁 

30, 手形ジャンプや支払期日の延期、支払い遅延、手形不渡りなどの重大な信用度の変化を表す情報をいう。 

31, 井端（2014）62 頁 

32, 募集または売出しにあたり 50 名以上に勧誘、1 億円以上の募集・売出しをした有価証券。50 名未満の勧誘で

あっても 6 か月間の通算により 50 名以上となる場合や、1 億円未満の募集・売出しであっても 1 年間の通算

により 1 億円以上となる場合などは、有価証券報告書の提出が義務付けられる。 
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33, 日本大百科全書：国または公共団体が国民に対して科する金銭罰で、刑法上の刑罰以外のもの。刑罰の一種で

ある科料と区別するため、科料を「とがりょう」とよび、過料を「あやまちりょう」とよぶことがある。過料

は刑罰ではないから、刑法総則の適用はなく、これに関する一般原則の定めもない。公訴時効や刑の時効に相

当するものもない。 

34, 稲葉・大谷（1986）72 頁 

35, 武田（1998ａ）13 頁 

36, 吉原（1985）90 頁 会社経営が悪化し、本当に倒産した場合に無担保債権者が大きな損害を受ける可能性が高

まった状態をいう。 

37, Stiglitz and Greenwald(2003) 138 頁 

38, 児島（2007）58-59 頁 

39, 同上,57 頁 
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