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It is possible to classify it into three (the capital structure, the investment, and the profit 

distribution) greatly into managerial decision making of finance in the firm. There are several 

the theories of the firm: Modigliani-Miller theory, agency models, the pecking order theory, 

the trade-off model contract theory including incomplete contract and the entrenchment theory, 

etc. verify the action of the firm theoretically or empirically from each standpoint. 

In this paper, the focus is applied to the theoretical model concerning the managerial 

entrenchment from among these theoretical models, and, first, we try to review the theoretical 

papers in these fields. Next, it is intended that the tourism industry (chiefly hotel business) in 

Okinawa is analyzed and positive analyses of the influence that the managerial entrenchment 

exerts on the capital structure of the firm. 

Entrenchment is a meaning "The trench is built" because it defends my body, and it is 

indicated that the manager improves an own effect defending the external interference in 

the firm. For instance, Shleifer and Vishny(l989) is pointed out that the manager makes his 

position stronger when he executes the manager-specific investment. And then, Zwiebel(l996) 

is pointed out that the manager determines capital structure with relation between a desire of 

empire-building and the dismissal evasion of the management rights 

It seems that Okinawa bears one of the important roles of Japan in which it aims at the 

sightseeing founding a state now. Actually, the tourist including the number of hotels, the 

number of guest rooms, and the foreigner is a marginal rise as "the visit Okinawa plan 

(fiscal year 2009) " or "In the promotion of sightseeing in the third Okinawa Prefecture 

plan (2008-2011)" executed, though not reached the target numerical value. Then, we try to 

do positive analyses how the managerial entrenchment for the management right securing 

influences about the capital structure or investment decision on the firm along such a plan, 

using financial data of published data of regional banks such as Okinawa Development 

Finance Corporation and Okinawa Bank and others. 
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しはじめに

企業のファイナンス領域における経営者の意思決定とは，企業価値の最大化を目的にしてい

る。そして企業価値を最大化させるためのファイナンスアプローチとして，資金調達に関する

資本構成問題， DCF法を基礎にした投資決定問題，投資家へのキャッシュフロー配分に関す

るベイアウト政策の 3つに大きく分類することできる。そしてこれらの意思決定に関しては，

MM理論，エージェンシ一理論，ペッキングオーダ一理論，負債利用のトレードオフモデル，

契約理論を含む不完備契約論，エントレンチメント理論等，さまざまな理論モデルがあり，各々

の立場から理論的または実証的に検証している。

そこで，本稿ではまず，企業の資金調達に関わる意思決定，すなわち企業の最適資本構成問

題に焦点をあて， MM理論，エージ、エンシ一理論について考察し，最終的にはエントレンチメ

ント理論について言及して企業価値の最大化を検証している。

次に，沖縄においてホテル事業を展開している企業を分析対象として，経営者のエントレン

チメント行動が企業の資本構成に及ぼす影響について主に経営者の株式保有比率とデットエク

イテイレシオを利用して実証分析を行って検証している。

n. MM理論と資本構成問題

企業の資本構成問題における理論的研究の萌芽として，まず，取り上げられるのが

Modigliani and Miller (1958) IのMM理論である。彼らは，負債資本を利用しない企業である U

社 (Un-leveragedfirm) と負債資本を利用している L社 (Leveragedfirm)の 2つの企業の企業

価値を比較することで，完全資本市場 2では「企業価値と資本構成は独立の関係であるつと，

結論付けている。より具体的にはこれら 2つの企業について，完全資本市場の下，

-投資は所与

・各企業は事業資産のみ保有しており，その内容は同様(=リスククラスが一致)

・各企業の期待営業利益は毎期一定で一致しており，期末において全額配当

-資本構成の変更は，株主資本と負債資本を置換

-負債はコンソル債

等の仮定を置いて資本構成の異なる 2つの企業の企業価値が一致することを証明しており，詳

細は以下の通りである。

1 Modigliani，F and M.H Miller (1958)" The cost of capital， co中orationfinance， and the theory of investment " Arnerican Econornic 

Review 48， June， 261・297

2完全資本市場とは，市場における取引について取引コスト等の一切の障害はなく，個人投資家も企業もプライステイカー

でありリスクフリーレートでの貸借が自由に行われ，情報も同様に取得・保有している状況である。

そして最も注目すべき点は「法人税はゼロであるJという点である。ただし，この点のついては，当該論文発表後に

多数の研究者から指摘され， 1963年に彼らは，"Corporate income taxes and the cost of capital : A correction " Arnerican 

Econornic Review June， 433-443を発表して法人税の影響を加味したモデルに修正している。

3 前掲 Modigliani，Fand M.H Miller (1958) p.268 
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U 社 L 社

株主資本(時価) Su SL 

負債資本(時価) 。 DL 

企業価値 Vu(= Su) VL (=SL+DL) 

負債コスト 。 kd 

毎期の期待予想営業利益 X X 

毎期の期待予想当期純利益 X X-kdXDL 

そして，各企業に a(0< aく1)投資，すなわち U社については株主資本を aX Su購入し， L社

については株主資本 aX SLと負債資本 aX DLを購入する。そしてこれら投資額と投資利益

の結果をまとめると，以下のようになる。

投資額 投資利益

株主資本 aXSu aXX 
U社

負債資本 。 。
L社

株主資本 aXSL aX(X-kdXDL) 

負債資本 aXDL aXkdXDL 

ここで，L杜の株主資本と負債資本に対する投資利益を合計すると aX Xとなる。すなわち，

U社に投資しても L社に投資しても投資利益は aX Xで同様となり，さらにこの投資利益は

毎期一定で推移している。すなわち将来利益のフローパターンが同様であれば，割引現在価値

法 4に従えば現時点における投資額も等しいと捉えることができるので，

Vu ( = Su ) = VL ( = SL + DL ) 

と導出することができ，完全資本市場下においては資本構成以外の条件が等しい 2つの企業の

企業価値は一致することを証明し，資本構成は企業価値に影響を与えないことを示したのであ

る。

ただし，完全資本市場という現実の市場からは誰離した仮定を置いているため，現実的市場

への適応、は困難となっている。そこで，現実的市場への適応を図るためにさまざまな研究者が

1つ 1つの仮定をより現実に沿う形で緩めて対応を図っているのである。そして本稿では次節

において，企業を契約の束と捉えるエージ、エンシ一理論の観点から資本構成問題を考察してい

る。

m.エージェンシ一理論と資本構成問題

1.工ージェンシ一理論

企業のファイナンス領域における経営者の意思決定において，エージェンシ一理論の観点

4 現在価値に割りヲlく割引率について， u社と L社のリスククラスは同様であり資金調達は当該リスクに適したレートで

調達しているので割引率を示す加重平均資本コストは一致している。前掲 Modigliani，Fand M.H Miller (1958) p.268参照。
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から理論的に展開している研究としては， Jensen and Meckling (1976) 5を挙げることができる。

彼らは，企業を契約の束 6と捉えて，エージェンシ一理論 7を展開している。

一般的に，エージェンシ一理論とは依頼人であるプリンシパルが代理人であるエージェント

に意思決定権限を委譲してプリンシパルの利益を最大化する契約関係 8のことを指している。

ただし，この契約関係には情報の対称性という仮定が含まれているが，現実にはこの両者間に

は情報の非対称性が存在している。したがって，このような状況の場合，エージェントはプリ

ンシパルの利益を犠牲にして自己利益を追求する結果，プリンシパルとエージェント間で利害

の不一致が生じるモラルハザード問題 9が潜在的に存在していると考えられる。そしてこの問

題を放置したままではプリンシパルの利益は低減したままの状態になるため，この問題を解消

するためにはコストをかけるかまたはエージェントにインセンテイブを付与 10することにな

る。

前者について， Jensen and Mecklingは，モニタリングコスト・ボンデイングコスト・レジ、デュ

アルロスの 3つがこの問題を解決するために発生するエージ、エンシーコストであると述べてい

る。まずモニタリングコストとはプリンシパルによってエージェントを監視するために発生す

るコストであり，次にボンデイングコストとはエージェントが自らの行動を保証するために発

生するコストである。そして最後は情報の非対称性の下ではこれら 2つのコストをかけてもモ

ラルハザード問題を完全に解消することはできず，これら 2つのコストをかけて達成したセカ

ンドベストの利益水準とファーストベストの利益水準の差額を示すレジ、デュアル(残余)ロス

が生じると指摘している。

後者については，例えばプリンシパルを株主，エージェントを経営者とする場合，経営者に

株主利益と一致するような行動を選択させるインセンテイブを導入することが重要であると捉

えている。例えば，経営者に対してストックオプションを付与したり業績連動型の報酬制度を

導入したりすることである。このように，エージ、エンシ一理論では，情報の非対称性下におけ

るモラルハザード問題をコストやインセンテイブを利用して解消することでセカンドベストの

利益水準を達成しようとするのである。

2.工ージェンシ一理論と資本構成問題

エージェンシ一理論の観点から資本構成問題を取り上げている研究の 1つに前述の Jensen

and Meckling (1976)があり，前述の 3つのコストから構成されるエージェンシーコストを株主

資本と負債資本に分類して企業の最適資本構成問題に言及している。まず，株主資本に関する

5 M. Jensen and W. Meckling (1976)“Theory of the Firrn : Managerial Behavior， Agency Costs and Ownership Structure " Journal 

of Financial Economics 3 pp.305 -360 

6 ェージェンシ一理論については， A. Bamea， R.Haugen， and L.Sebet (1981)“Market Imperfections， Agency Problems， and 

Capital Structure: A Review " Financial Management September pp. 7 -22を参照。また，株主と経営者の関係については， E. 

Fama， and M. Jensen (1983) “Agency Problems and residual Claims" Journal of Law and Economics 26 pp. 327 -349を参照。

7 企業を契約の束"nexus for a set of contracting relationships among individuals "として捉える視点は， AJchian and Demsetz 

(1972)と同様である。

8 契約理論全般については， Laffont. J and Martimort. D“The Theory of Incentive -The principal-Agent model" Princeton 

University Pressを参照。また契約理論と経営者インセンテイブについては，桑原 (2004)r契約理論の視点からの経営者

インセンテイブー完備契約と不完備契約一j商学集志 100周年記念号 403 - 420ページ参照。

9 モラルハザード問題については， J.A. Mirrlees (1999)“The theory of moral hazard and unobservable behavior : part 1 " Review 

of Economics Studies. 66 pp.3 -21を参照。彼は，保険市場の専門用語であったモラルハザードという用語は，エージ、エン

トが観察不可能な状態で自己利益を追求する行動と同様であると指摘している (p.4)

10経営者に対するインセンティブ付与については，桑原 (2004)r日本におけるストックオプションの理論と実践」商学集

志 74(1) 17-38ページ参照。
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エージェンシーコストとは，プリンシパルを株主，エージェントを経営者とした場合に発生す

るコストであり，経営者が報酬以外に企業の金銭を利用して豪華なオフィスや料亭等での会食

で自らの非金銭的欲求を満たす場合や正味現在価値が正のみならず負のプロジェクトにも投資

を実行して自らの拡大欲求を通じて社会的名声の獲得や報酬増額を画策する等を挙げることが

できる。次に，負債資本に関するエージェンシーコストとは，プリンシパルを債権者，エージェ

ントを株主(及び経営者)とした場合に発生するコストであり，当該プロジェクトの正味現在

価値は正であるが，企業が財務的困難な状況であるために当該プロジェクトが実施しされない

過小投資問題 11や企業が財務的困難な状況にある場合に株主がより高リスクのプロジェクト

を選好するリスクシフテイング 12等を挙げることができる。

そして縦軸にこれらのエージェンシーコストおよびこれらを合計した総エージェンシーコス

ト，横軸に総資本に占める負債の割合を取ると，以下のように図示 13することができる。

図表 1:工ージェンシーコストと資本構成の関係

エージェンシーコスト

o ↑1.0 

総 ACが最小となる資本構成=最低資本構成

※AC : Agency Cost 

負債/総資本

図表 lからも明らかなように，総資本に占める負債の割合が増加するに従って相対的に株主

資本が減少するので，株主資本に関するエージェンシーコストが減少する一方，負債のエージェ

ンシーコストが増加している。そしてこれらを合計した総エージェンシーコストが最小となる

点が，企業にとっての最適資本構成となっている。このように，情報の非対称性の下では，完

全資本市場を仮定している MM理論とは異なり，企業価値を最大化する最適資本構成は存在

するのである。

N. 工ントレンチメント理論と資本構成問題

1.工ントレンチメント理論

Berle and Means(l932) 14が指摘した現代企業における所有と経営という流れの 1つを継承し

11 過小投資問題 (UnderInvestment Problem )に関しては， S.c. Myers (1977)“Determinants of Corporate Borrowing，" Jouma1 of 

Economics 5 pp.146 -175を参照。
12スクシフテイング (risk-shifting)に関しては， Fama， E.F. and Miller (1972) "The官leoryof Finance" Holt， Rinehart and 

Winston New York Chapter 1 を参照。
13前掲 M.Jensen and W. Meckling (1976) p.344より，筆者作成。
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ているエージ、エンシ一理論において，エージ、エントはプリンシパルの利益を最大化すべく企業

の意思決定を行うとしている。ところが，情報の非対称性の下ではモラルハザード行動が顕在

化している。このモラルハザードの具体的な行動の 1つにエントレンチメント(entrenchment) 

行動がある。

エントレンチメントとは，従来，自分の身を守るために「重壕を築くJという意味である。

このエントレンチメントという概念を企業経営に置換すると，経営者が外部干渉を防護しつ

つ自らの効用を高めることを指しており，より具体的には，経営者が株主に対する交渉力を

増強して自由裁量を拡大する行動を選好することである。そして経営者のエントレンチメン

トの程度は， Shleifer and Vishny(1989) 15によれば，経営者の能力や技術に基づく企業資産に

特徴づけられた経営者特殊投資 (manager-specificinvestments)により決定され，また Noeand 

Rebello( 1997) 16によれば，自由裁量の拡大，富や名声等の非金銭的欲求等を追求する経営者効

用の拡大に依存していると，指摘している。

このようなエントレンチメント行動に従って経営者が企業の意思決定を実行するということ

は，結果としてモラルハザード行動となり，企業価値を低減させると考えられる。すなわち，

エージェンシ一理論における経営者と株主のエージェンシー問題の延長線上にあると捉えるこ

とができるが，エージェンシ一理論ではこのようなエントレンチメント行動を規律づけるため

に資本提供者が資本構成を決定する理論モデルにあるに対して，エントレンチメント理論では

経営者自らが資本構成を決定するモデルであり，ここでこの点で両モデルは大きく異なってい

る 17。

そこで，次節以降ではエントレンチメント理論の観点から最適資本構成問題を考察する。

2.エントレンチメント理論と資本構成問題

資本構成問題とは，企業価値を最大化する最適資本構成は存在するか否か，存在するのであ

れば株主資本と負債資本の適正な割合はどの程度かという問題であり，本稿ではここまで MM

理論とエージ、エンシ一理論からこの問題を指摘している。そして，本節では経営者の行動に注

目したエントレンチメント理論の視点から最適資本構成について言及する。

経営者の努力水準と経営者の株式保有比率の関係からエントレンチメント理論における資

本構成問題を指摘しているモデルの 1つに， Mork， Shleifer and Vishny(1988)18がある。彼らは，

経営者に株式を付与して株主化することは，エージ、エントである経営者とプリンシパルである

株主のエージ、エンシー問題を解消する 1つの手段として有効であるというアラインメント効果

(Effect of Alignment)を指摘する一方で，ある一定の保有比率を超えてしまうと，逆にモラルハ

14 A. Be釘rleand G.C. Means (1ゆ93担2)，" The Modern Corporation and Private P丹ro叩per託ty

1目5A. S剖hlei治f化er佃 dR.W. V川is油hn町y(υ19兜89札)， " Management En凶1tI悶宅-ench】1m町m悶1en釘叩nt仁:The C臼as総eoぱfMa叩na句ge釘r-S勾pe民削ci白ficInvestments 

Fi.初nanCI<ω'alEconomi，た'cs25， pp.123 -139 

16 T.H. Noe and M.J. Rebello (1997)， " Renegotiation， InvestInent Horizons， and Managerial Oiscretion" ，Journal of Business 70 (3)， 

pp.385・407

17エージェンシ一理論とエントレンチメント理論の共通点および相違点の指摘については，

Zwie出bel(α1996め)" Oynamic Capital S鈴tructurl陀'eunder Managerial Entrenchment 

1ロ21臼5や Nov刊a巴ω:sand Zi加ng伊ales咲(1叩99何5)“ Capital Structure Choice When Mana勾.ger凶百 a詑 i泊nControl : Entrenchment Versus Effi自ciency"

NBER Working Paper Series pp.ト 40がある。

18 Mork， Shleifer and Vishny(l988)，" Management Ownership and Market Valuation" ，Journal of Financial Economics 20， pp.293-
315 

また， Alexander and Cohen(1999)，" Why 00 Corporations be氾omeCriminals?" ，Journal ofCorporate Finance 5， pp・I・34も同

様の視点から資本構成を指摘している
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ザード問題を助長するというエントレンチメント効果 (Effectof Entrenchment)も潜在化してい

ると指摘している。すなわち，経営者にある一定比率以上の株式を付与すると，株式市場にお

ける敵対的買収の脅威や株主総会における罷免権等の圧力を回避することができ，経営者の地

位がより強固にされると指摘している。

このような関係について，縦軸に経営者効用(経営権の維持)を示すエントレンチメント度，

横軸に経営者の株主保有比率を取ると，以下の図表2のように示すことができる。

図表 2:経営者の株式保有比率とエントレンチメン卜度の関係

エントレンチメント度

アラインメント効果 |エントレンチメント効果

経営者の株式保有比率

(口筆者作成)

また，投資による規模拡大を通じて経営者が自らの帝国を築きたいという拡大欲求と経営権

の罷免回避による経営権の維持というトレードオフの関係から， Zwiebel(l996)19は資本構成問

題を指摘している。彼は，経営権の罷免に関わる事象として敵対的買収と負債利用による債務

不履行を挙げており，敵対的買収の脅威が低い場合，経営者は経営権維持のために負債の発行

を控えると指摘している。逆に敵対的買収の脅威が高い場合，負債を発行して企業価値を高め

る行動を選択するという。

ここで負債発行が企業価値を高めるのは，正味現在価値 (NPV)が負である投資を実施しな

い，すなわち過大投資を行わないというコミットメントを示しているからである。そして負債

利用による経営権の喪失と投資から獲得できる私的便益を比較して投資を行っていると述べて

いる。

このような関係について，縦軸に経営者効用(経営権の維持)を示すエントレンチメント度，

横軸にデツトエクイテイレシオ(負債/株主資本)をとる場合，以下の図表 3のように示すこ

とができる。

19 Zwiebel(1996)" Dynamic Capital Structure under Managerial Entrenchment" ， The American Economic Review 86(5) pp.1197・

1215 
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図表 3:負債比率と工ントレンチメント度の関係

エントレンチメント度

デットエクイティレシオ (口筆者作成)

そして，経営者のエントレンチメント度に影響を及ぼす経営者の株式保有比率と負債利用を

加味すると，以下の図表4のように示すことができる。すなわち，経営者の株式保有比率が高

くデットエクイティレシオが低いグループAに属する企業群の経営者のエントレンチメント

度が一番高くなると考えられ，他方，経営者の株式保有比率が低くデットエクイテイレシオが

高いグループDに属する企業群の経営者については，エントレンチメント行動を選択する可

能性が低くなるので企業価値が増大すると考えられる。ただし，一般的に負債利用の増加は，

節税効果の享受，フリーキャッシュフローの削減，過大投資問題の抑制等から企業価値の増大

に貢献するが，その一方で利息や元本等の債務不履行による倒産コスト増大による企業価値の

低下というデメリットも抱えているので，グループDについては更なる細分化が必要であろ

う200

図表 4:経営者の株式保有比率及び負債比率とエントレンチメント度の関係

経営者の株式保有比率

(高い)

A B 

(高し、)デットエクイティレシオ(低い)

C D 

(低い) (口筆者作成)

20このような視点については， Datta， Iskandar-Datta，and Raman (2005) "Managerial Stock Ownership and the Maturity Structure 

of Corporate Debt" ，Journal 01 Finance. 60 233 -50や Jirapomand Kitsabunnarat (2008)“Debt Maturity Structure， Shareholder 

Rights， and Corporate Govemance" ，Journal 01 Applied Corporale Finance. 17(2) 82 -96を参照のこと。
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v.沖縄のホテル事業に関するファイナンス視点からの分析

1.沖縄におけるホテル事業の現状

現在，沖縄は，観光立国を目指す日本の重要な役割の 1つを担っていると考えられる。実際，

第 3次沖縄県観光振興計画 (2008~ 2011年度)や平成 21年ピジツトおきなわ計画 (2009年度)

が実施され，目標数値には達していないものの，ホテル数，客室数や外国人を含めた観光客は

微増であり， 2010年度から 2012年度の 3年間にわたる観光客の推移は以下の図表 521の通り

である。

図表5:入域観光客数 in沖縄県

年度 観光客数 うち外国人数

2010年度 571万人 28万人

2011年度 553万人 30万人

2012年度 592万人 38万人

このような計画に沿った企業の資金調達活動を含めた資本構成の意思決定に関して，経営者

のエントレンチメント行動がどの程度影響しているかについて，沖縄振興開発金融公庫，沖縄

銀行等の地銀の公表データ，帝国データパンクおよび各企業の財務データを利用して実証分析

を試みる。

そこで，まず， 2008年度から 2012年度の 5年間における沖縄ホテル事業の売上高ランキン

グ 22 (上位 10社)を示すと以下のとおりである。

図表 6:ホテルの売上高ランキング in沖縄県

順位 企業名 2008年度 売上高 主要ホテル

1 ザ・テラスホテルズ(槻 22，820百万円 ザブセナテラス等

2 (槻HDPコーポレーション 8，956百万円 ルネッサンスリゾートオキナワ等

3 (株)かりゆし 7，603百万円 沖縄かりゆしアーバンリゾートハナ等

4 (槻カヌチャベイリゾート 7，006百万円 カヌチャベイリゾート等

5 沖縄オーラコーポレーション(株) 6，570百万円 リザンシーパーク谷茶ベイ等

6 (槻ロワジール・ホテルズ沖縄 4，430百万円 ロワジールホテル&スパタワー沖縄等

7 金秀リゾート(栂 2，926百万円 喜瀬ピーチパレス等

8 (樹琉球ホテルリゾート那覇 2，923百万円 ホテル日航那覇等

9 ムーンピーチ・リゾート(掛 2，908百万円 ホテルムーンピーチ等

10 (槻ラグナガーデンホテル 2，870百万円 ラグナガーデン等

21沖縄県文化観光スポーツ部の資料より作成。
22 (株)帝国データパンク沖縄支庖の公表資料から作成。
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順位 企業名 2009年度 売上高

1 ザ・テラスホテルズ(株) 20，087百万円

2 (株)HDPコーポレーション 8，802百万円

3 (株)かりゆし 7，105百万円

4 沖縄オーラコーポレーション(株) 6，000百万円

5 (株)カヌチャベイリゾート 5，940百万円

6 (株)ロワジール・ホテルズ沖縄 3，961百万円 J

7 (株)ラグナガーデンホテル 3，800百万円|

8 金秀リゾート(株) 3，058百万円|

9 (株)琉球ホテルリゾート那覇 3，016百万円|

10 ムーンピーチ・リゾート(株) 2，413百万円|

順位 企業名 2010年度 売上高

l ザ・テラスホテルズ(株) 20，430百万円

2 (株)HDPコーポレーション 8，443百万円

3 (株)かりゆし 7，167百万円

4 沖縄オーラコーポレーション(株)23 5，870百万円

5 (株)カヌチャベイリゾート 5，051百万円

6 (株)ロワジール・ホテルズ沖縄 4，523百万円

7 (株)ラグナガーデ唱ンホテル 3，800百万円

8 金秀リゾート(株) 2，982百万円

9 (株)琉球ホテルリゾート那覇 2，757百万円

10 ムーンホテルアンドリゾーツ(株) 2，724百万円

23沖縄オーラコーポレーシヨン(株)は， 2005年9月に負債総額250億円で倒産し，後に銀行団がゴールドマンサックス
証券に債権を譲渡している。
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順位 企業名 2011年度 売上高

1 ザ・テラスホテルズ(株) 20，601百万円

2 (株)HDPコーポレーション 7，503百万円

3 (株主かりゆし 7，116百万円

4 沖縄オーラコーポレーション(槻 5，500百万円

5 (槻カヌチャベイリゾート 4，588百万円

6 (紛ロワジール・ホテルズ沖縄 4，175百万円

7 (栂ラグナガーデンホテル 4，000百万円

8 ムーンホテルアンドリゾーツ(株) 2，692百万円

9 金秀リゾート(株) 2，503百万円

10 (株)前回産業24 1，290百万円

順位 企業名 2012年度 売上高

1 ザ・テラスホテルズ(株) 21，180百万円

2 (~掛かりゆし 7，666百万円

3 (槻HDPコーポレーション 7，400百万円

4 (株)カヌチャベイリゾート 4，733百万円

5 (槻ロワジーノレ・ホテルズ沖縄 4，309百万円

6 ムーンホテルアンドリゾーツ(株) 3，088百万円

7 金秀リゾート(株) 2，109百万円

8 (槻前回産業 2，109百万円

9 (栂琉球ホテ/レリゾートオクマ25 1，781百万円

10 (槻琉球ホテルリゾート八重山26 1，356百万円|

そしてこれら企業を含めた沖縄でホテル事業を展開する企業の資本構成について，公表され

ているデータを参考にして以下では株主資本の分類，デツトエクイテイレシオ，機能分類を通

じて経営者のエントレンチメント行動について検証している。

担(株)前回産業の主要ホテルは，ホテルゆがふいんおきなわ等である。

お(株)琉球ホテルリゾートオクマの主要ホテルは， JALプライベートリゾートオクマである。

26 (株)琉球ホテルリゾート八重山の主要ホテルは，ホテル日航八重山である。
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2.株主資本の分類:うちなー資本の重要性

沖縄で事業を展開する上で重要な視点の 1つとして，資本源泉が「うちなー」であるか否か

である。「うちなー」とは沖縄の方言で沖縄のことを指し，換言すれば，地元資本を活用して

事業展開しているということである。歴史的背景から外部資本を受け入れない風土があり，こ

のようなローカルエリア特有の資本調達意形態が企業経営に大きな影響を与えていると考えら

れる。そこで，株主資本を沖縄県内の個人または企業の出資者を示す「うちなー資本Jと沖縄

県以外の囲内出資者を示す「ないちゃー 27資本Jと日本国以外の外国人の出資を示す「外国資本」

の3つに分類して，沖縄でホテル事業を展開している企業株主資本の状況を調査する。 2012

年度におけるホテル売上高上位5社について，株主資本を分類すると以下にようなる。

資本形態
企業名 地域

うちなー ないちゃー 外国

ザ・テラスホテルズ(株) 。 恩納村

(株)かりゆし 。 那覇市

(株)HDPコーポレーション 。 那覇市

(株)カヌチャベイリゾート 。 。 恩納村

(槻ロワジーノレ・ホテルズ沖縄28 。 。 恩納村

例えば，株式会社カヌチヤベイリゾートの株主資本構成 29(2010年時点)は以下の通りであ

り，ないちゃー資本が筆頭株主(株式会社ゼクス)であるがないちゃー資本の総額は所有比率

は25%程度であり，うちなー資本が約 75%程度である。このように，沖縄県所在の企業には

うちなー資本の割合が大きいことが特徴となっている。

株主 うちなー ないちゃー 所有比率

(株)ゼクス 。 22.97% 

(槻白石 。 18.61% 

沖縄電力側 。 9.19% 

オリオンビール(槻 。 4.66% 

ニッポンレンタカー沖縄(株) 。 4.55% 

グリーンコア(株) 。 3.73% 

(栂琉球銀行 。 3.53% 

(株)沖縄海邦銀行 。 1.80% 

(槻日本旅行 。 1.20% 

(槻宣伝 。 1.18% 

27ないちゃーとは，内地あるいは本土のことを意味し，沖縄県以外の圏内を指している。
282005年に外国資本の企業再生フアンドローンスターグループの子会社であるソラーレホテルアンドリゾーツ株式会社
(東京都千代田区)の傘下となっている。

29株式会社カヌチヤベイリゾート有価証券報告書より作成。
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次に，うちなー資本と経営者(陣)との関係を調査すると，売上高 1位のザ・テラスホテル

株式会社の所有比率 1位は園場組 (51.7%)で代表取締役は園場幸一氏であり，経営陣が株式を

保有していると捉えることができる。またうちなー資本が中心である他企業についても代表取

締役を中心とする経営陣は主要株主でもあることが理解できる。

ホテル名 株主 所有比率 順位 代表取締役

ザ・テラスホテルズ(槻 (槻園場組 51.70% 1 園場幸一

(株)かりゆし 平良朝敬 25.60% 1 平良朝敬

(槻カヌチャベイリゾート (槻白石 18.61% 2 白石武治

3.テεツ卜工クイティレシオによる分類

負債調達に関しては，主に地元の銀行からの借り入れであるが，各企業について大きな差異

は見られなかった。ただ，本稿の分類とはやや異なる視点で沖縄のホテル事業を分析した沖縄

振興開発金融公庫のデータ 30がある。当該データは沖縄県でホテル事業を展開する主要企業

のうち継続的にデータ収集が可能な 16杜について，ホテルのタイプを沖縄県全体でホテル事

業を展開する「総合型 (4杜)，那覇市内でホテル事業を展開する「大規模 31都市型 (6社)Jと

「中規模都市型 (6社)，そして恩納村を中心とする西海岸リゾートでホテル事業を展開する「大

規模リゾート型 (4杜)Jに分類 32し，さまざまな財務データを提供している。この分類に従っ

て売上高上位 10社を分類すると以下のようになる。

順位
大規模 中規模 大規模

企業名 2012年度 総合型
都市型 都市型 リゾート型

1 ザ・テラスホテルズ(槻 。
2 (~紛かりゆし 。
3 (株)HPDコーポレーション 。
4 (槻カヌチャベイリゾート 。
5 (槻ロワジール・ホテルズ沖縄 。
6 ムーンホテルアンドリゾーツ(株) 。
7 金秀リゾート(槻 。
8 (槻前回産業 。
9 (株)琉球ホテルリゾートオクマ 。
10 (櫛琉球ホテルリゾート八重山 。

30沖縄振興開発金融公庫企画調査部 (2001)r県内ホテルの経営状況と課題についてjを参照。

31規模については，大規模は定員 300人以上であり中規模は 100人-299人で分類している。

32総合型に含まれるホテルには，那覇市内でザナハテラスホテルや恩納村内でプセナリゾートホテルを展開しているザ・

テラスホテルズ株式会社が含まれ，大規模リゾート型には恩納村内でカヌチャベイホテル&ヴィラズを展開しているカ

ヌチャベイリゾートが含まれ，大規模都市型には那覇市内でロワジールホテル&スパタワーを展開するロワジール・ホ

テルズ沖縄が含まれている。
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そして，これらの財務データからデットエクイテイレシオを算定した結果は以下の通りである。

分類 企業数 1998年 1999年 2000年

総合型 4 7.62倍; 8.71 f音 9.64倍;

大規模都市型 6 4.88f膏 4.05f膏 3.50 f膏

中規模都市型 6 3.20倍 3.02 f膏 2.57倍;

大規模リゾート型 4 11.66倍; 24.00 fi音 100.00倍

全国平均 n.a. n.a. 5.54倍

負債依存度の高さは「大規模リゾート型」→「総合j→「大規模都市型」→「中規模都市型」

の順番になっている。すなわち，恩納村を中心にホテル事業を展開している大規模リゾート型

の負債依存が高いということを示している。

4.ホテル事業の機能形態と経営者の株式保有比率

KPMGによれば，ホテル事業は一般的に所有・経営・運営の 3つの機能に分類することが

できる，と述べているお。まず，所有機能とは，経営資源として不動産という有形固定資産を

初期段階で提供する主体であり，不動産という投資リスクを負担する見返りとしてホテル経営

者から不動産の賃貸期間中に賃貸料を受け取るタイプを指す。次に，経営機能とは，経営資源

としてホテル什器・設備の維持管理や運転資本管理等のホテル経営全般を担う経営資源や人材

等を提供する主体であり，ホテル事業全般のリスクを負担する見返りとしてホテル収入から賃

貸料や運営委託費等を控除した部分を獲得するタイプである。最後に，運営機能とは，ホテル

運営に関するノウハウやサービスを提供する主体であり，ブランド段損や希薄化のリスクを負

担する見返りとしてマネジメントフイー(運営委託費)を受け取るタイプである。

機能 提供する経営資源 リスク負担 リターン源泉

不動産
所有

(初期投資負担)
投資リスク 不動産賃貸料

事業の運営主体 ホテル収入一
経営

(設備維持・運転資金管理)
経営リスク

(賃貸料+運営委託費)

ノウハウ・サービス
運 営

(無形資産)
ブランド駿損・希薄化 運営委託費

このホテル機能の分類にしたがって前述の企業を分類すると，株主資本がうちなー資本の企

業は， 3つの機能すべてを有している場合が多く，ないちゃー資本の場合には経営機能または

運営機能を有する場合が多いことがわかる。

33 KPMG FAS CO.， LTD (2006) r成長が期待されるリゾートホテル投資J13ページ
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ホテル事業
企業名

所有機能 経営機能 運営機能

ザ・テラスホテルズ(株) 。 。 。
(株)かりゆし 。 。 。
(株)HDPコーポレーション34 。
(株)カヌチャベイリゾート 。 。 。
(株)ロワジール・ホテルズ沖縄35 。 。

そして，このホテル機能分類と経営者の株式保有比率を合わせると，すべての機能を有する

「うちなー資本」企業において経営者の株式保有比率が高いという結果が得られたのである。

すなわち， Iうちなー資本J企業は，所有と経営が一致している場合が多く，経営者の株式保

有比率が高い「うちな一同族型 36J といえる。そして「うちな一同族型」であるが故に，敵対

的買収の抑止にも貢献していると考えられ，このタイプは経営陣のエントレンチ度が高くなる

と考えられる。

Vl.結語

本稿では，経営者のエントレンチメント行動と資本構成について，まず，企業理論を中心に

理論モデルを再構築し，次に沖縄におけるホテル事業を展開している企業を事例として実証分

析を行っている。これらの結果，まず，株主資本について，うちなー資本の場合は所有者と経

営者が一致する場合が多く経営陣の株式保有比率が高いという結果が得られた。他方，ない

ちゃー資本および外国資本は所有と経営・運営が分離している場合が多く，経営陣の株式保有

比率は当然低くなっている。

経営陣の株式保有比率

低い 高い

うちなー資本

次に，資本構成におけるデットエクイテイレシオについて，沖縄振興開発金融公庫の分類に

従うと(中規模及び大規模)都市型→総合型→大規模リゾート型の順に高くなっていることが

分かり，エントレンチメント理論の観点、からは，負債利用は経営陣のエントレンチメント行動

を抑制していると考えられる。

34ルネッサンスリゾーチオキナワの所有機能はイシンホテルズグループが担い，経営機能はマリオットインターナショナ

ルカヰ旦っている。
35ロワジールホテル&スパタワーホテルの所有権は 2013年6月にモルガンスタンレーに売却されている。

36ここでいう「うちな一同族型jとは，ある特定の一族が株式所有するという意味ではなく，複数のうちな一(個人また

は企業)が出資して株主資本が調達されている企業のことを指している。
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デットエクイティレシオ

低い 高い

( 都市型 ) [ 総合型 ) ( リゾート型 ) 

最後に，ホテル機能について，所有機能を有している企業の多くはうちなー資本であり，同

時に経営機能と所有機能を有している場合多い。このタイプには多数の「うちなー企業

も株主資本に出資しており，うちな一同族型として機能していると考えられる。

これらの分析結果を図示すると以下のようになる。

図表7:沖縄のホテル事業を展開する企業の分類と

工ントレンチメント度の関係

経営者の株式保有比率

(高い)

うちなー資本
人うち-jう枕

大規模都市型 総合型 大規模リゾート型

(低い) ノ (高い)

ヂヴト工クイティレシオ

な大し盟ち藤ゃ都ー市責型本
ないちゃー資本

大規模リゾート型

(低い) (口筆者作成)

「うちなー資本Jタイプは，経営者の株式保有比率が高く「うちな一同族型」の場合が多いので，

エントレンチ度が高くなると考えられ，特に「うちなー資本+大規模都市型」のタイプはその

傾向が強くなり Mork，Shleifer and Vishny( 1988)の指摘するエントレンチメント効果が生じる可

能性が高いと考えられる。この「うちなー資本+大規模都市型Jタイプと「うちなー資本+総

合型Jについて，売上高や利益の推移あるいホテル機能の変更を精査することで経営陣のエン

トレンチ行動を把握することが可能になると考えられるが，この視点は今後の課題としたい。

また， rうちなー資本+大規模リゾート型」は，経営者の株式保有比率は高いものの負債比

率も高いので，経営者のエントレンチメント行動に対するコミットメントが機能しているので，

Zwiebel(1996)の指摘するエントレンチメント行動を抑制する資本構成が構築されていると考

えることができる。

そして， 2012年の沖縄県内における主要ホテルの新設，休業や運営機能や経営機能の変更
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等を調査すると，まず新設に関して，旭橋駅前にオープンしたリーガロイヤルグラン沖縄があ

る。このホテルは「うちなー資本(金秀グループ)+大規模都市型jであるが，経営機能及び

運営機能は大阪のロイヤルホテルに委託している。また旭橋駅前にオープンしたダブルツリー

パイヒルトン那覇も「うちなー資本 (ASVインベストメント)+大規模都市型」であるが，経

営機能及び運営機能は外資系のヒルトンホテルに委託している。従来，うちなー資本の比率が

高い企業は全てのホテル機能を有していたが，最近では，ホテル事業の過当競争が 1つの要因

と考えられるが，機能の分化が顕著になっている。

次に，金秀グループの大規模リゾート型ホテルであった「吉瀬別邸Jは稼働率が 35%と低

迷していたため，経営・運営機能をリッツカールトンに委託してリッツカールトン沖縄として

営業している。また「うちなー資本+総合型+フル機能」であるかりゆしグループのホテルで

あるかりゅしウォーターリゾート&スパを 2004年に外資系ホテルグループであるマリオット

グループに売却し運営機能を委託している。同様に，ないちゃー資本であるが南西楽園リゾー

トの「西表島ニライカナイjと「小浜島リゾートjは，星野リゾートに買収されてホテル機能

が変更になっている。

最後に，rうちなー資本(島人等)+中規模リゾート型であるビッグタイムリゾート伊計島は，

リーマンショックや東日本大震災等の影響から売上高が急激に減少したため 2012年に閉鎖し

ている。

このように，株主資本構成やホテル機能の変更が経営陣のエントレンチメント行動とどの程

度関係があるのか実証することが今後の課題となる。特に閉鎖理由や経営・運営機能の変更理

由を精査することでその原因の lつに企業の資本構成から発生する経営陣によるエントレンチ

メント行動が関与しているか否かを実証することが重要となる。
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