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5

coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

SSF .003407 .000626 5.441835 .0000

CSF .019175 .003623 5.292187 .0000

ESF -4.37E-05 3.15E-05 -1.385098 .1661

GSF 1.565899 .017486 89.77832 .0000

SIZE -.590578 .106901 -5.524530 .0000

C .006921 .000829 8.349913 .0000

AR(1) -.564876 .011461 -49.28808 .0000

Weighted Statistics

R-squared .735820 Mean dependent Var .100406

Adjusted R-squared .682646 S.D. dependent Var 1.858942

S.E. of regression 1.047084 Sum square resid 5389.345

F-statistic 13.83813 Durbin-Watson stat 2.406384

Prob(F-statistic) .000000

Unweighted Statistics

R-squared .447792 Mean dependent Var .008510

Sum squared resid 7131.007 Durbin-Watson stat 2.972537
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講　師：朱　衛東氏（合肥工業大学経済学院院長、教授）

司　会： 施　學昌氏

　　　　（関西大学経済・政治研究所東アジア経済・産業研究班主幹、総合情報学部教授）

日　時：2013年 6 月19日㈬　16：30～18：00

会　場：関西大学千里山キャンパス児島惟謙館 2階第 2会議室

朱氏：皆さまこんにちは、合肥工業大学の朱衛東と申します。皆様にご報告をさせていただき

ます。関西大学の外国人招へい研究者としてここで勉強していることに対して、関西大学およ

び水野一郎先生に感謝の意を申し上げます。研究テーマは、「付加価値分配の理論と実証研究」

です。先ほど水野先生がおっしゃったように中国は今、分配の問題は日本よりも格差が大きい

という問題がありまして、この研究をしていくつか問題を発見しようと思います。

　この研究はこのように構成されています。初めに付加価値の定義と特徴は何ですかというこ

とです。分配の理論としてこのような特徴があると思います。その付加価値の定義をみれば「付

加価値とは企業が企業自体と従業員の努力によって創造された富である。一般的に売上価格が

前給付である外部購入の材料やサービスを控除して算出される」。その計算方法が控除法とい

われますが、普通中国では増値税といって、付加価値を対象として税金をとられるということ

になります。その増値税の計算方法は控除法という方法が応用されています。それ以外もうひ

とつ計算方法があります。「また各種の統計で付加価値の分配項目を加算して付加価値が算出さ

れることもあります」。この方法は加算法です。加算法というと、付加価値の分配項目の統計が

必要です。その分配の項目によって分配の状況がわかります。分配についての研究はほとんど

加算法の方法を取り入れて、その研究のデータをみるとどのような状況か、分配の状況につい

て分かりやすくなってきます。

関西大学　経済・政治研究所

平成25年度　第 1回公開セミナー

東アジア経済・産業研究班

付加価値分配の理論と実証研究
―ステークホルダーの視角より中国上場企業を対象にして―
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　その付加価値の特徴として「付加価値は企業が創出した純産出高を示す。付加価値情報は企

業の生産性及び社会性、分配性の分析に必要な情報を継続的に経営管理者に提供し、意思決定

や業績評価、成果配分の改善に役立てられることである。」これは水野先生が書かれたもので

2008年の雑誌に載っていますが、私はこれが一番よい表現だと思います。確かに分配性をみる

ときに付加価値が一番いい情報を提供することができます。

　企業はどのような利害関係者から構成になっているか。この図（スライド 4）は岡本先生が

書かれた図です。2008年の『管理会計』の中に掲示されましたが、この図をみれば企業と関係

がある利害関係者が多くなってきます。この図をみると企業内部の関係者について 2つの組に

わけられています。「従業員」と「経営管理者」という区別があります。その企業と利害関係者

との関係はこの図で表現されています。例えば株主は、企業について投資をして配当をもらい

ます。従業員は企業に対して労働を提供しますが、従業員が給与を企業からもらいます。でも

経営管理者にとっては、「上級、中級、現場管理者」という経営管理者の分類がありますが、企

業に対して管理という役を提供して企業から報酬をもらいます。つまり給与と報酬との区別が

あると思います。いろいろな利害関係者について今は重視されて、皆どのようにやる気づけを

しているのか、工夫しているのか。多くの利害関係者をどのように分類し、配分する時にどの

ような分類をして、企業と利害関係者の分析をすればよいのかという問題もあります。そうい

う利害関係者についての研究は、必ず分配理論を研究する場合に注目されてきます。

　今月 6月 8日に東京で日本の財務管理学会の「第36回全国大会」の討論会で大和総研の河口

真理子様による講演がありました。「SRI（社会的責任による投資：Society Responsible 

Investment）からESG（環境、社会、ガバナンス）へ」という論題テーマで書いています。そ

の中にこのようないくつかの表現がありました。 1つは「企業を取り巻くステークホルダーの

圧力がますます強まる」という表現がありました。つまりステークホルダーからの圧力が現代

の企業にとって重要になってきます。もう 1つの表現ですが「従業員は終身雇用から流動的な

市場へ、プロの仕事へ」というものがあります。その中で現代の企業にとって社会の責任につ

いてもっと重視しないといけないという状況になってきています。

　経団連が企業行動憲章を2010年 9 月に改定しました。その中の表現をみるとこのような変化

があります。その中の 1番目にあるのは改正の部分です。「企業は公正な競争を通じて付加価値

を創出し、雇用を生み出すなど経済社会の発展を担うとともに広く社会にとって有用な存在で

なければならない」という企業についての定義です。その中に「付加価値の創出」を企業の目

的として提出されました。それ以前は利益を追求するということでした。つまり利潤を追求す

るだけでなくもっと広く付加価値の創出のために企業は責任を持たなくてはいけないというこ

とになります。このようにみていくと、経済の組織も企業についての認識も社会性、付加価値

について重視しているということがわかります。
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　これは中国の上場企業です。私はこの会社の社外取締役をやっています。中国の上場企業で

すが、名前は安科生物株式会社と読みます（スライド 7）。生物の技術を応用して医薬品を生産

するという会社です。この会社の研究棟のビルです。この会社の面白いところは今年の 3月か

らずっと株価が上がってきています。なぜそういうことがあるかといいますと、この時点は中

国の証券市場はほとんどあまりかわらないという進行をしています。

　実際は 3月に株主の配当、および社員についても「エクイティインセンティブ」ということ

をすることになりました。3月の取締役会議でそのことを決めました。「高級社員」というと経

営管理者だけではなくて技術能力が高い人についても「エクイティインセンティブ」をするこ

とになります。その影響でこの会社では社員のやる気がよくなるのではないかという考え方です。

　このように今は技術者、能力がある人について、ただ賃金で雇うということはだんだん難し

くなってきます。先ほどに書いたもので岡本先生は「高級社員、経営管理者は報酬だ」とおっ

しゃっていましたが、ただ「給料」だけではなくて、ということになります。このような状況

をみれば、今の問題はやはり伝統的な企業理論および分配理論は改善する必要がある。現状を

みればこのような伝統的な企業理論は変わってきます。もっと現場に浸透することができるよ

うな理論を創出しなくてはならないということになります。私の研究チームでは、理論の勉強

と上場企業のデータをサンプルして研究しているのは、最終的にステークホルダー集団選択の

企業理論を再築したいということなのです。つまりこのステークホルダーの集団の立場に立っ

て、どのような企業理論を再築するかという問題があります。

　その後はこの研究の一部分の成果です。理論の研究の下に、この 2問について「中国の上場企

業の付加価値配分の現状はどのようになりますか」という現状と理論との関係はどのようになっ

ているかという問題もあります。構築したステークホルダー集団選択の企業理論および分配理論

は、中国の上場企業で支持の証拠があるかどうかという問題もあります。理論だけではなくて、

その上場企業のデータ分析をして支持の証拠があるかどうかということが一番重要だと思います。

　理論を勉強した上で、いろいろな研究の再築理論の理論基礎がこのようにいくつかあると思

います。問題の前提と基本問題です。やはり全体として自由市場、私有所有権と取引費用、会

社を運営するための取引費用も存在する。基本問題としては、企業の本質およびガバナンスと

いうものがあります。この研究についての理論基礎をみてみると契約理論と集団選択理論の 2

つがあります。この理論構築は前人の経験成果を勉強しないと難しいと思います。その他のい

くつかの理論もこの問題に関連されます。例えば利害関係者理論、資源依頼理論、動機付け理

論、進化経済学理論等があります。このような理論基礎の上で自分の考え方、新しい理論を創

出したいという気持ちで研究をしています。

　今の前提でステークホルダーの集団選択の理論、その目標達成の上で約束条件が必要だと思

います。 2つの約束条件です。 1つは、個体の理性です。つまりそれぞれの利害関係者につい
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て集団についてどのように企業に参加するかという問題もあります。参加すれば個人にとって

独立して働いて儲けるお金よりも多く儲けるということで企業に参加するわけです。もう 1つ

は集団の選択です。皆一緒に企業に参加すれば、集団の理性はつまり、あらゆる参加者の合計

は参加者が独立してもらった収入の合計よりも高いということになるわけです。この 2つの条

件があれば企業の目標については皆努力ができると思います。

　この 2つの条件については次をみればもっと理解しやすいと思います。これは中国の会社な

のですが少し解説します。この企業の理論基礎の一番重要なことは目的です。先ほど言った様

な、経団連の企業の目標も付加価値の創造です。一番上は目的です。企業の基本的な目標は付

加価値の創造です。つまり企業にとって最大の付加価値を創出するという目標です。その目標

をどのように実行するか。そういうことにより先に契約して契約理論に基づいて、企業として

いろいろな利害関係者が契約して企業を運営するということになります。最終は契約して皆で

一緒に企業にいて、企業の中で企業としてシナジー効果があることが重要です。共同で組織の

知識とか、組織の能力を高めるということになり、その 2つを経路にして付加価値を創出する。

1つは取引企業の節約、もう 1つは付加価値の高い商品あるいはサービスを提供する。このよ

うな 2つの経路で付加価値を創出する。このような契約理論の下にたってそのような目標につ

いて企業を運営します。この辺は付加価値を創出したあとに残余請求権があります。残余請求

権とは、皆契約によって分配してから残った部分についてどのように配分するかということで

す。所有権は、以前の元の理論では、残余の請求権は株主にしかありませんでした。でも今の

考え方は、残余請求権は株主だけでなく分配が起こるということになります。現状でみれば企

業として所有権、買った株主で分配するならば別の利害関係者については不公平になるわけで

す。その企業について企業の環境にどのような影響があるか。その環境によって関係の重要な

利害関係者にどのような調整をするかということが必要です。残余請求権がでる場合に企業の

まわりの利害関係者のことを考えなければならないということになります。調整して運営され

ています。このように調整すれば契約理論の中で契約の再構築になってきます。

　このような理論体系を説明する。この 2問の、付加価値創造の特徴ですが、利害関係者につ

いて 2つの種類に分けて分類します。 1つは主な要素の所有者、主な利害関係者及びその他の

関係契約の契約者に動機づけをすることが重要だと思います。契約理論の中で契約の性質によ

って 2種類に分類します。 1つは「関係契約」、もう 1つは「取引契約」という 2つの分類で

す。「関係契約」は市場だけではなくて、普通の下請けの部品メーカーも市場の取引によって利

害関係を作ります。「関係契約」というと市場の取引だけではなくて取引関係以外にもっと深い

関係があるということになります。例えば、経営管理者と企業の間の関係。ただ給与をあげる

だけでは問題が起こります、動機づけが重要です。経営管理者について動機づけをしないとう

まく運営することができないのです。そのような 2つの分類をすると分配する時に区別してど
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のようにするかということになります。

　この 2つの契約、どのように分配するのか。市場、 2つの契約の分配性の性質によってこの

図（スライド15）を表しています。関係の契約を 2つの種類にわけます。 1つは株主です。株

主は企業の投資者なのだから一番重要な利害関係者です。もう 1つは社員です、管理者と普通

の社員です、一緒に関係している契約に表しています。取引の契約は顧客、下請けの会社およ

び金融機関という市場の取引価格によって契約しているということになります。この問題は今

変化するのは一番外の線です。それが企業の限界になるわけですが、その中に残余の請求権が

あります。一番重要なのは関係性の契約です。つまり元の理論では株主しかいないのです。今

の研究は、やはり現場をみて、関係性の契約者について請求権をある程度与えるということに

なります。そのような考え方を持ち込みます。こうして逆に社員について給与だけではなくて

ある程度の残余請求権が与えられます。実際今は多くの会社では給与だけではなくボーナスも

あります。企業の利益が大きくなるとボーナスを多くあげます。なぜ多くボーナスをあげなけ

ればならないのでしょうか？それはやはり動機づけのことです。

　先ほどの言った企業の目標ですが、単純に付加価値の最大化とすれば問題があるということ

を解説したいと思います。付加価値、普通は伝統的な企業理論では企業の価値の最大化は、つ

まり企業の利潤の最大化。利潤の最大化がこのように図面（スライド16）で見れば分かりやす

いと思いますが、限界収入と限界コストが同じ時点で企業の利潤が一番多くなってきます。最

大化の「A点」というところになります。もし付加価値最大化になるとこのような付加価値、

つまり付加価値の部分、付加価値の中に利潤計算をするときに人件費はコストとして取り消し

てしまう。実際はこの部分はコストになって、付加価値をみれば下のところになります。付加

価値とこの点をみれば収益の線があたると、この状況は付加価値の最大化が「B点」です。で

も付加価値最大化にする時、実際は人件費最大化と衝突します。つまり付加価値の最大化と利

潤の最大化のグラフの状況「A点とB点」が違います。なぜかと言うとこの部分「A点とB点

とC点とが周囲の部分」です。この部分は株主にとって利潤の損失になります。利潤損失はこ

の図面で表現されてきます。株主にとって付加価値最大化する時に、自分の損になるとその株

主は投資しないということになります。そうしたら約束条件が必要になってきます。約束条件

は利害関係者の利益を損なわないということになります。この約束条件は株主として自分の利

益を損なわないように約束にしています。

　もう 1つ、企業の付加価値の創出の源泉という問題があります。この問題は今の時点でみれ

ば企業の価値創造の源泉は何でしょうか？今現時点の認識は付加価値創造の源泉は組織の知識

だという認識があります。付加価値が多く創出すれば組織の知識がないとできないということ

になります。その理論として、「企業の価値創造の源泉は契約を実行する上に知識の創造であ

る」という、前人の理論研究の成果があります。これについて動機付けというものも必要です。
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どのように動機付けて契約するか、知識を創造するとか、知識によって価値を創造するかとい

うようなリンクがあります。

　この図（スライド18）ですが、付加価値と企業制御権との分配ということについての原理で

す。制御権というと先ほどの様な残余請求権と意味はほとんど同じというようなことになりま

す。残余の請求権、剰余コントロールという原理ですが、投資者、企業の利害関係者の一部分、

この部分は投資者です、この部分は社員です。この下に社員以外の他の関係契約の契約者も市

場による取引性の契約者も。以前の理論では株主としてこの剰余残余請求権はあります。以前

の理論ではこの部分はありませんでした。元の理論では社員には残余請求権はないという認識

がありまして、でも私たちが現状をみれば社員とか関係性の契約者としてある程度は残余請求

権があるはずだと思います。もう 1つ増加価値を生産する場合、その中に企業の残余がありま

して、残余の分配、残余の請求権というもので、以前はやはり主に企業の投資者にしかありま

せんでした。今は社員もその経営管理者、技術、能力が高い方などは企業剰余の分配をするこ

とになると思います。

　そのような条件がありますが、契約の性質によってどのように企業の利益を分配するか。こ

れにはいくつかの方法があります。時間が足りません、もう少し後のことがあまり解決しなく

なってしまいますね。株主はこのような分配図、これは経営管理者です、これは普通の社員で

す。政府と市場の契約による関係者。これは理論研究の 1つです。

　付加価値の分配についての実証研究について、対象として中国のA株上場企業をデータ、

GTAというデータベース、中国の国泰安という会社がありますが、そこが中国の上場企業のあ

らゆる財務諸表を、財務データを全部処理してデータベースにしていて、皆研究者は請求すれ

ばコストはかかりますがそのデータがとりやすくなっています。そのデータに基づいて、この

データは2003年から2010年までの会社のデータです。1067個の会社。会社の類型は工業、商業、

不動産業、総合類、公用事業という 5つのものがあります。この計算のデータをこのように定

義します。会社の付加価値をどのように計算するかということ、人件費+租税公課＋純金利負

担＋配当金＋企業利益留保という仕組みになってきます。つまり加算法です。財務諸表をみて

外の方は企業の付加価値を計算するとき、この方法しかできないということになります。減算

法は何かというと、そのデータは税務部門にしかないということです。その税務機関はデータ

を公表していないということによって、加算法をとります。もうひとつの理由は、加算法によ

って利害関係者についての分配がはっきりわかります。それは何かと言うと、例えば株主の利

害関係者についてどのような利益をあげるのか、この配当金＋企業利益の留保です。債権者は

純金利負担です、社員は人件費、社会の貢献は租税公課です。そういうふうに科目に明確にす

ることができます。そして加算法によってデータを処理します。

　このデータによって分析して、このようにいくつかの面白い問題がありますが、 1つは付加
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価値分配の現状です（スライド22）。地域に分類すれば初めに政府の所得率、つまり政府租税公

課のデータを分子にして、分母は全部の付加価値。この定義により政府所得率、付加価値の中

に政府はどのように占めるのかというデータがでてきます。分類は東部、中部、西部という 3

つ。この分類法は中国の統計局によって公表されています、それにしたがって地域の分類をし

ます。この中で経済発展地域（東部）は政府の所得率が低い。率は低いけれども東部地域は経

済発展地域なので総量が大きいと思います。西部地域、このような黄色の線ですが、中部地域

はこのように緑線です。これを見れば地域によって区別があります、経済の条件があります。

　地域の社員の所得率ですが、社員所得率は面白いです。社員所得率は相対で見れば西部地域

は上昇激しいです。中部地域も真ん中のようにだんだん少なくなっていきます（スライド23）。

　もう 1つ、地域による株主の所得率ですが、だいたいこの状況にして東部の地域の所得率が

平均的にみれば高いです。中部は真ん中、西部は低いです。株主の所得率は経済が発展してい

ないところに投資者にとって所得率が低いです（スライド24）。

　もう 1つの分析、業種別分析をすることができます。業種別にみればこの 3つの業種にわけ

て、地産つまり不動産、不動産は株主所得率は一番高いです。一番低いのは工業です、商業は

真ん中になっています。やはり皆さんご存知のように、中国の不動産には大変な投資がありま

して、お金もかなり儲けますが株主の所得率もかなり多くなってきます（スライド25）。

　業種別に社員の所得率をみると、やはり商業と工業は高いです。地産業の所得率は低いです。

所得率にしても実数にみれば 1人当たりの収入は高いです（スライド26）。つまりこの部分は付

加価値が高いです。

　中国の不動産屋の付加価値のほうが多いと思います。産業別の政府の所得率をみれば主に不

動産が一番高いです。なぜかというと、みなさんご存知のように中国の地方政府の財政は不動

産開発税を依存するので所得率が高いのです（スライド27）。

　もう 1つの分類。所有制、企業の会社の所有制について分類します。国有、民営。国有企業

とか民営企業とか、これを見れば国有企業の社員所得率が高い（スライド28）。民営の会社の社

員所得率は国有制よりも低いということになります。

　政府の所得率をみれば、2006年以前国有企業は政府所得率が高かったのですが、今は国有企

業は政府の所得率が低くなってきます（スライド29）。民営企業は高くなってきます。このよう

に面白いデータになっています。やはり最近は国有企業にもっと有利なところにいってきます。

　株主の所得率は民営のほうが高いです。国有の企業のほうが株主の所得率が低いと思いま

す。この図（スライド30）を見れば中国の面白い現象が、社会が見えます。配分の現状がはっ

きり見えます。

　そのいくつかの結論がありまして、先ほど言ったように面白い問題をあげます。中国の今の

上場企業のデータをみれば、株主の所得率はだいたいい20％̃35％くらいというデータがありま
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して、最近は株主の所得率が上昇動向にあります。なぜかというと去年から中国上場企業につ

いて配当の特別な制度を作りました。上場企業が株主に配当しないとダメだという制度になっ

てきますから、そうすると上昇の動向もあります。政府の所得率はだいたい20％̃30％平均で見

れば。社員の所得率は30％̃40％というような状況です。このデータはイギリスの1994年から

2003年の付加価値分配の仕組みをみればこのようなデータになります。イギリスの社員の所得

率は高いということです。だいたい68.8％を占めます。中国の場合は40％。そういうような中

国の現状を比較すれば、中国の現状は労働者の所得率が低い。つまり今の中国も二分されてき

ます。国がお金持ち、社員の皆さんは貧乏という分配の仕組みをみればそういうような状況が

あると思います。

　分配をはっきりみるための研究方法の 1つですが、構造方程式という分析方法がありまし

て、その方法は主に仕組み、生かしやすいどのような仕組みがあるかどうか、影響の要因、非

影響の要因の関係を分析するという方法があります（スライド35）。分析する場合、分析の要因

についてどのようなデータをとって、対象として分析するかという問題もありまして、この研

究はこのようなデータを。経営の業績は毎株の増値率「付加価値／株主総額」というような指

標があります。この分析によってこのような状況があります。相対的に、先ほど言ったように

業種別、所有制別、地域別、経営業績も一つ、株式の集中度という 5つの要因が配分の仕組み

に影響があるということが明らかになります。どのような影響があるかはその中にデータを書

いています。面白いことは政府の所得率の係数がマイナスになってきます。つまり逆影響があ

ります。その方法について面白い発見がありました。この分析、企業の経営業績、付加価値の

指標として計算する。そのモデルによって付加価値は利益より関連性が強い。何かと言うと利

潤はいろいろな調整があって、付加価値は調整する可能性があまりないと思います。計算する

場合、付加価値のデータは業績を表現するときにもっと客観的に表現されると思います。

　もう 1つは企業の配分。配分の満足と付加価値の創造の関係。利害関係者にどのようにデー

タをおとして満足度を設定して、満足度と企業の業績の関係を分析する。この分析によって 2

つの表現がありますが、このデータをみればこの分析の結果が成立するという表現がありま

す。中国語を書いたのですが、先ほど日本語に訳したものがお手元にあるかと思いますが、主

な結論について。面白いのですが1067個の会社全部に組み合わせて分析したのですが結論はあ

まりありませんでした。多分何か問題があるとは思いますが、その1067個の会社を分類すれば

面白い結論がでました。高い業績組と低い業績組に分けると面白い発見がありました。さらに

高い業績がある会社、その付加価値の創造と企業の利益関係者の満足度には強い関連性がある

ということがわかりました。これはおもしろいデータです。やはり企業経営業績がよい会社は

付加価値創造と利害関係者の関係がうまく処理されているということがあります。これでご報

告を終わりにします。皆さまご清聴ありがとうございました。
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