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一般論文 新たな企業規模指標の提案とこれを用いた影響分析

一環境経営度調査と債務信用格付けへのパス解析を用いて一

陳 拝捧*.t・呉 瑞埼**本田智則***早瀬光司*

摘要

多くの地球環境問題が表出する中で，企業は健全な財務状態を維持しつつ，環境に配慮

した経営をしなければならなくなってきた。環境マネジメントと経済パフォーマンスとの

関係に関する研究では，企業規模との関係が多く取り上げられている。企業規模を表わす

指標としては，売上高と従業員数のいずれかが用いられることが多い。しかし売上高と

従業員数は完全な比例関係にはなく，いずれを企業規模指標として用いるべきかについ

ては議論が必要で、ある。そこで 本研究では企業規模として用いられることが多い売上高

と従業員数の 2変数が日経環境経営度調査と債務信用格付けに与える影響をパス解析する

ことで，両変数のいずれが企業規模を適切に評価可能で、あるかについて検討を行った。そ

の結果，売上高と従業員数のいずれか一方のみを企業規模指標として用いた場合，不具合，

不揃いが生じることがわかった。そこで，売上高と従業員数を標準化した指標「売従標準

和」を新たな企業規模指標として提案しそれを用いた分析の結果，売従標準和企業規模

は，売上高または従業員数をそのまま用いる場合よりモデルの適合性がよくなり，有効な

企業規模を表わす指標として組成できることがわかった。本研究により，環境マネジメン

トや経済パフォーマンスの指標を含め他の様々な指標等に対して企業規模からの影響を

考慮・探求したい研究においても，新たな企業規模指標が有効である可能性が示唆される。

キーワード:企業規模，売上高，従業員数，環境経営度調査，債務信用格付け
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1 .はじめに

我々が住んで、いる地球では人間の生産活動が急

速に進むと共に廃棄物の排出量が急激に増加した

結果，地球温暖化，オゾン層破壊，酸性雨などの

様々な環境問題が現出し地球規模にまで広がって

いる。これらの地球環境問題は私たちの日常生活や

経済活動などの人間の営みと密接に関係してくる

ため，解決すべき重要な課題として取り上げられる

ようになってきた。このように地球環境問題が多く

表出する中で，企業の社会的責任 (CSR) という

概念が生み出され，その CSRの一環として環境経

営は企業経営の中での重要な要素となってきた。そ

のような中で企業は，社会的責任を遂行し，自主的・

自発的な意識で予防的に取り組むことが求められ

るようになっている。また，企業には持続可能な社

会を目指すために CO2削減・リサイクル等に基づ

く技術的な改善や省エネルギーなどの環境経営活

2013年2月19日受付. 2013年11月20日受理

動が求められている。

このような状況を背景にして，社会的責任への対

応が企業に利益をもたらすことができるか，即ち

「環境と経済の両立」が達成できるかを検証するた

め，環境マネジメントと経済パフォーマンスの関係

についての研究が，盛んに行われるようになってき

た1-6)。また，環境マネジメント，経済パフォーマ

ンスに対しては企業規模が大きな影響を与えるこ

とが知られており，企業規模が与える影響について

多数の研究がなされてきている。既往研究では，企
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業規模を表す指標として売上高と従業員数のいず

れかが用いられることが多い。

企業規模と環境マネジメント，経済パフォーマ

ンスとの関係を調べた実証研究の中で，企業規模

の説明変数として，売上高を使用した先行研究と

しては，Russo and Fouts (1997)による研究があ

り，彼らは売上高と環境格付けとの聞に正の相関を

見出している 7)0 Corderio and Sarkis (1997)によ

る環境パフォーマンスと経済パフォ ーマンスの関

係を分析している研究では，企業規模の変数として

売上高で測ったものが用いられ，環境パフォーマン

スと負の関係が見出されている 8)。天野ら (2006)

は環境パフォーマンスとして環境経営度調査のス

コアを用い，また経済パフォーマンス指標として

ROAとトーピンのqマイナス lを用いることによ っ

て，環境パフォーマンスと経済パフォーマンスの聞

に正の関係を見出している。その研究では，企業規

模として売上高を用いているが，重回帰分析の中

で，売上高変数は有意ではなく，最終的には取り除

かれている 9)。後藤 (2011年)による環境効率変数

が経済効率変数に与える影響に関する検証研究で

は，企業規模として売上高を用い，環境への取り組

み度合いの高さと企業規模を示す売上高について，

同一期間では正の相関があるが，一期ラグでは負の

相関という異なる結果を示している 10)。また，企業

規模の説明変数として従業員数を使用した先行研

究では，金原-金子 (2005)があり，彼らは組織の

大きさとして従業員数を用い，組織における環境

への取り組みは組織の大きさとともに強められる

ことが統計的に有意で、あることを示している 11)。長

崎 (2006)による企業業績と CSRの関係について

の研究の中で，企業規模として売上高を用い，重

回帰分析による分析の結果では企業規模が大きい

ほど，CSRに対する取り組み度は高いことを示し

ている 12)。豊澄 (2007)による環境経営と企業の業

績の実証分析では，企業規模として従業員数が用い

られ，従業員数が多い企業ほど環境経営に積極的に

取り組んでいるという結論が出されている 13)。内山

(2010)では環境経営と企業価値の研究の中で，従

業員数を企業規模の変数として利用して，企業規

模と環境格付け融資の聞に負の相関を見出してい

る14)。藤井ら (2011)による囲内製造業の環境技術

特許と財務パフォーマンスの因果関係性分析の中

では，従業員数を企業規模として表し，汚染対策技

術に関する特許は企業規模が大きいほどその取得

数が多い傾向にあることが示されている 15)。

また，環境マネジメントと経済パフォーマンスの

関係を調べる研究以外にも売上高と従業員数は企

業規模として使われている。例えば，延岡 (1996)

の売上高を企業規模として用いた研究では，日本の

自動車部品サプライヤにおいて広範囲な顧客ネッ

トワークを効果的に管理する ことがサプライヤの

利益に有意に正の影響を与えることを見出してい

る16)。驚藤・橘木 (2004)による企業の存続と倒産

に関する研究では企業規模の代理変数として従業

員数が用いられ，企業規模が大きいほどより倒産確

率が高いことを示している 17)。後藤 (2011年)に

よる企業の規模分布の時間的変化を統計的に調べ

ている研究では研究対象の経済時期が，雇用削減が

進んだ時期であるという理由で，企業規模として従

業員数よ りも売上高を用いて分析している 18)。

このように環境経営，経済発展に関して，企業規

模との関係が多く取り 上げられ研究されてきてい

る。これらの中では，企業規模として何を用いるか

は研究内容や研究者ごとに異なっているが，企業規

模を表わす指標として売上高と従業員数のいずれ

かが用いられることが多い。ここで問題となるのが

売上高と従業員数のどちらを使えば企業規模を表

わすことができるかである。売上高と従業員数は企

業規模を表わすとは言っても，両者は異なる指標で

ある。さらに，売上高と従業員数のどちらの方がよ

く企業規模を表わしているかは，これまであまり議

論されてこなかった。

図lは従業員数と売上高のデータの散布図で，従

業員数と売上高の小さい領域を拡大 したものをプ

ロットしている。直線は回帰直線を表している。定

性的には売上高と従業員数は比例しているように

見えるが，完全には比例しておらずぱらつきも多

い。特に，従業員数，売上高が非常に小さい所では

直線からのズレが顕著になる。従って，従業員数と

売上高に完全な比例関係が見出せないことから，ど
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図1 従業員数と売上高の散布図
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ちらか一方を企業規模として選択すれば良いとい

うのは正当化できない。

本研究では，従業員数と売上高のどちらもが企業

規模の情報を担っていると考え，両方を取り入れた

分析を行う。また，従業員数と売上高の両方を組み

合わせることによって有効な企業規模指標ができ

るかどうかを研究する。

2.研究手法

2.1 手法

本研究では従業員数と売上高が企業規模として

環境マネジメントと経済パフォーマンスとの聞に

一定の関係があることを想定するため，パス解析を

用いた。パス解析はAmos21を利用し分析を行なっ

た。本研究では図 2のように環境マネジメントをパ

スの終点とする場合(モデルA)と経済パフォーマ

ンスをパスの終点とする場合(モデル B)の両方に

ついて検討を行う(モデルAとモデル Bの矢印は

同時にはヲ|かない)0A' Bモデルを分析すること

によって，企業規模を表わす指標の妥当性を検討す

る。また，企業の負債依存度の視点から考えると負

債が少ないほど環境マネジメントや経済パフォー

マンスにまわせる資金の余裕があると考えられる

ので，負債比率を表わすレパレッジ(有利子負債/

総資産)も説明変数に含めてパス解析を行う 19)。パ

ス解析を行う際，先行要因の売上高，従業員数， レ

パレッジの聞の相関関係をみるために全て双方向

矢印(パス)を引き，先行要因の 3変数から環境マ

ネジメントと経済パフォーマンスに対しでも全て

に単方向矢印(パス)を引くことから解析を開始し，

有意でないものを順に削除していって最適解を求

めた。図 2はパス解析の分析のフレームワークを示

している。

2.2 使用データ

本研究では，東京証券取引所一部上場企業の製

造業を対象にした。業種にかかわらず企業は経済

図2 分析のフレームワーク

パフォーマンスを向上させることを目標としてい

るが，環境マネジメントでは業種によって認識(立

場)が変わってくる可能性があると考えられる。そ

こで，本研究では環境マネジメントへの取り組みが

同じ系統と考えられる上場企業の製造業を研究対

象にした。また，用いたデータとしては直近の利用

可能な 2010年と 2011年のデータを用いた。これ

は2009年まではリーマンショックの影響で，デー

タが不安定だ、と考えられるからである。 2010年と

2011年に開示された各指標のデータの中で共通の

データを得られる企業を解析対象とし， 153社が該

当した(化学・医療品 34社，電気機器26社，機械

17社，輸送用機器 15社，食品 15社，その他製品

10社，パルプ・紙7社，精密機械6社，非鉄金属 6

社，ガラス・土石製品 5社，繊維製品 5社，鉄鋼4杜，

ゴム 2社，石油・石炭製品 l社，合計 153社)。

先行研究では環境マネジメント指標には環境格

付け，環境保全コストなどを選び，経済パフォーマ

ンス指標には ROA.ROEなどの財務的指標を選

んでいる場合が多い。本研究では，環境格付け及び¥

これと対応する財務的格付けとしての債務信用格

付けを用いる。なぜなら，格付けは投資家と発行者

の聞に存在する「情報の非対称性」を埋める重要な

役割があり，また，第三者によって総合的・複眼的

に評価つけられたものでもあり，企業側にとってこ

れらはいずれも高く評価されるように経営活動を

行っていると考えるので，環境マネジメントと経済

パフォーマンスを代理する指標として，これらを選

ぶことは 7，9，10)概念的に適切であると考えられる。

企業規模を表わすものとして二種類(売上高と従

業員数)のデータ，また， レパレッジを算出する

ための有利子負債と総資産は 2010年3月， 2011年

3月に発表された東洋経済新報社の「会社四季報」

から求めた加)。環境マネジメントを表わす変数につ

いては日本経済新聞社が発表した第 13回 (2010年

2月)，第 14回 (2011年3月)n-環境経営度調査」

調査報告書』に掲示された各企業の環境経営推進体

制J.汚染対策，資源循環，製品対策，地球温暖化

の5つの指標の合計スコアの値をそのまま環境経営

度として使用した21)。経済パフォーマンスを表わす

変数には， (株)格付け投資情報センター (R& I) 

の2010年2月と 2011年3月の各企業の債務信用格

付けを用いた22)。格付けはアルファベットの AAA，

AA+などに評価されていたが，本研究では表 lのよ

うに (AAAは10，AA+は9~~ BBBは1，Bs+ 

以下は 0) のように格付け符号を数値化した。表2

は各指標の基本統計量を表している。
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3.結果と考察

3.1 企業規模として売上高と従業員数をそのまま用

いた場合

(モデルA-1)売上高，従業員数，レパレッジを

初期因子として，環境経営度調査を次に，債務信用

格付けを最終因子としたパス解析。

図3には 2010年と 2011年のデータによるパス

解析の結果を示した。Amosによるパス解析にはモ

デルの適合度指標の RMSEA.GFL AGFIがある。

RMSEAは小さいほど望ましく一般的に 0.06以下

であれば充分に良く 23) 0.10以上では良くないとさ

れる。 GFIは最大値が lであり. 1.00に近い値を

取るほど望ましいとされる。 AGFIはGFIを修正

した値であり，最大値が 1であり. 0.90より大き

いと当てはまりの良いモデルとされる。

図3の解析結果によると 2010.2011年において，

企業規模を表わす変数として売上高は環境経営度

調査には有意な影響がなく，債務信用格付けに対し

てのみ正の有意な影響があった。債務信用格付けは

説明変数の売上高からパスを受け，例えば2010年

の標準パス係数0.35は売上高の標準得点が lだけ

増えると，債務信用格付けは平均として 0.35だけ

増えることを表している制。その一方，従業員数は

表 1 債務信用格付け符号を数値化した表

格付け符号/数値化 A 5 

AAA 10 A 4 

AA+ 9 BBs+ 3 

AA 8 BBB 2 

AA 7 BBB 1 

A+ 6 Bs+以下 。

債務信用格付けには有意な影響がなく，環境経営度

調査に対してのみ正の有意な影響があった。売上高

と従業員数は企業規模として用いられることが多

いので，企業規模は環境経営度と債務信用格付けに

有意な影響を与えることが考えられる。しかしなが

ら，従業員数が環境経営度調査のみに影響し，売上

高が債務信用格付けのみに影響しているという結

果は，売上高と従業員数が企業規模としては果たす

効果が違うことを示唆している。従って，これらの

結果から売上高と従業員数は企業規模を反映した

変数としては，その結果が不揃いになることがわ

かった。また，レパレッジからは環境経営度調査に

は有意な影響がみられなかったが債務信用格付け

に負の有意な影響がみられた。レパレッジという変

数は有利子負債/総資産の値である。従って，レパ

レッジが大きいというのは有利子負債が総資産の

中に占める割合が大きいということであり，負債依

存度が高く企業への評価が悪くなる。逆にレパレッ

ジが小さい時は会社の負債も少ないため，企業評価

が良いと考えられる。これは会社の経済パフォーマ

ンス評価では大きなポイントと言えよう。これらは

これまでの先行研究と同様の結果である2ト制。更

に環境経営度調査から債務信用格付けに対して正

の有意な影響が示されており，これは環境経営に力

を入れている企業は債務信用格付けが良いという

結果を示している。

ここまでの解析(モデルA-1)では，企業規模を

表わす 2変数(売上高と従業員数)は，環境経営度

調査と債務信用格付けに影響を与えているように

見えるが，実は，売上高は債務信用格付けに対して

のみ影響し，従業員数は環境経営度調査に対しての

み影響しているという不揃いな結果が観察された。

以上はモデルA-1での結果であったが，環境経営

度調査がパスの終点に位置するモデル Bの場合に

表 2 各指標の基本統計量

2010年 2011年

項目 売(百上万高) 従業員数 レパレツジ 環度境調経査営 債務信用
売(百上万高) 従業員数

レパレッジ 環境経営 債務信用
(率) 格付け (率) 度調査 格付け

平 均 1148905 32154 0.251 384.203 4.817 1051635.9 32986 0.233 389.902 4.882 

中央値 465804 12729 0.254 392 5 421929 12856 0.234 396 5 

標準偏差 2217362.1 57903 0.146 60.103 2.001 2044978.1 58536 0.134 59.155 1.971 

分 散 4.917E + 12 3.4E十日9 0.021 3612.334 4.011 4.182E + 12 3.4E + 09 0.018 3499.352 3.881 

尖 度 40.855 18.761 一0.656 。ー132 0.164 40.937 16.839 0.182 0.165 0.086 

歪 度 5.598 4.0404 0.169 -0.612 -0.014 5.595 3.845 0.292 -0.596 0.082 

範 囲 20467623 381206 0.646 279 10 18892769 374362 0.63 273 10 

標本数 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 

*計算には Excel2010を使用
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(モデル B-1)売上高，従業員数， レパレッジを

初期因子として，債務信用格付けを次に，環境経営

度調査を最終因子としたパス解析。

図4には 2010.2011年のデータによるパス解析

の結果を示した。企業規模を表わす 2変数のうち，

新たな企業規模指標の提案とこれを用いた影響分析

おいては，売上高と従業員数からの，債務信用格付

けと環境経営度調査に対する影響はどのようにな

るであろうか。モデルA-1での結果と同じように

不揃いが出るかどうかを調べるためにさらなる解

キ斤を行った。

(
目
前
副

-
v
@
『

AGFI : 0.959)， 2011一 (RMSEA:

売上高，従業員数，レパレツジを初期因子として，環境経営度調査を次に，債務信用格付けを最終因子

としたパス解析図(モデル A-1)

(注1)モデルの適合度指標:201 0 - (RMSEA: 0.021 

0.000 GFI: 0.990 AGFI: 0.970)。

(注 2)図中の括弧前の係数は 2010年の結果であり 括弧中の係数は 2011年の分析結果である。

(注3)単方向矢印上の数値は標準パス係数を表している。

(注 4)双方向矢印上の数値は相関係数を表している。

(注目分散説明率 (R2): ["環境経営度調査:2010一 (.21)，2011一 (.22)J 

「債務信用格付け:2010一 (.41)， 2011一 (.39)J。

(注目 P値の有意水準は少なくとも 5%以下である (0.1%以下， 1%以下を含む)。

GFI:0.986 

図 3

A
回
皿
W
1
V
@
帽
.

売上高，従業員数，レパレツジを初期因子として，債務信用格付けを次に，環境経曽度調査を最終因子

としたパス解析図(モデル 8-1) 

(注 1)モデルの適合度指標:2010一 (RMSEA:0.071， GFI: 0.978， AGFI: 0.933)， 2011一 (RMSEA:

0.068 GFI: 0.978 AGFI: 0.935) 

(注 2)図中の括弧前の係数は 2010年の結果であり，括弧中の係数は 2011年の分析結果である。

(注 3)単方向矢印上の数値は標準パス係数を表している。

(注 4)双方向矢印上の数値は相関係数を表している。

(注 5)分散説明率 (R2): ["債務信用格付け:2010一 (.38)，2011一 (.34)J 

「環境経営度調査:2010一 (.23)，2011一 (.24)J。

(注 6)P値の有意水準は少なくとも 5%以下である (0.1%以下， 1%以下を含む)。

図 4
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売上高は環境経営度調査には影響せず，債務信用格

付けに対してのみ正の有意な影響がみられた。一

方，従業員数は債務信用格付けには影響せず，環

境経営度調査に対してのみ正の有意な影響があっ

た。これらの結果はモデルAと同様の結果であっ

た。つまり，モデル Bでは最終因子の位置が変え

られたが，売上高と従業員数が示す効果はモデル

A-1と同じ結果となり，企業規模を表わすものとし

ては，両者はやはりある程度異なっていることが再

確認された。売上高と従業員数のどちらが企業規模

をよく反映しているかは明確で、はなく，有効な企業

規模を表わす指標を見出すことが必要である。レパ

レッジからは，債務信用格付けのみに負の有意な

影響がみられ，これはモデルA-1と同様であった。

債務信用格付けは環境経営度調査に対して正の有

意な影響があった。これは経営状態が良いと企業は

環境経営を促進しやすいことを意味している。モデ

ルの適合度指標は望ましい値の 0.06よりやや大き

いが. 0.1より充分小さいため取り入れてもよいモ

デルであると判断できる。

持続可能性を目指す社会に向けて，環境マネジメ

ントと経済パフォーマンスとに関連する有効な企

業規模を表わす指標を探ることが必要であるが，こ

こまでの結果からモデルA-1でもモデル B-1でも

企業規模を表わす説明変数としての売上高と従業

員数は，被説明変数としての環境経営度調査と債務

信用格付けに対して不揃いな影響を示すことがわ

かった。即ち，売上高と従業員数は 2っとも企業規

模を担っていると言われているが，解析の結果によ

り，従業員数は債務信用格付けには影響を与えず

に，環境経営度調査にのみ正の有意な影響を与え

る一方，売上高は環境経営度調査には影響を与え

ずに，債務信用格付けにのみ正の有意な影響を与

えるという結果がモデルA-1とモデル B-1の2010

年， 2011年の両方において得られた。このような

結果から，売上高と従業員数のどちらを企業規模と

して利用するかによって，被説明変数に与える結

果が違ってくる可能性があることが判明した。従っ

て，売上高と従業員数が企業規模を表わす同じ指標

としてみなすと不具合，不揃いが生じることがわ

かった。そこで，コントロール変数として両方を一

緒に使うことが困難なため，もっと企業規模を良く

表わすような，あるいは，有効な企業規模指標を提

案する。このとき，異なる企業規模の側面を捉えて

いて，それぞれ違うかたちで環境マネジメントや環

境パフォーマンスに影響すると解釈することも可

能ではあるが，それは，二種類の企業規模が存在し，

それが環境マネジメントと経済パフォーマンスと

に別々に影響を与えているという解釈であり，企業

規模として売上高と従業員数のどちらを採用する

かで解釈の異なる可能性が出てくる。従って，でき

れば単一的に企業規模を表わすような指標がほし

いと考えている。

まず，有効な企業規模を表わす指標を探索するた

め，売上高と従業員数をそのまま足したものをまず

考えたが，もちろん，売上高と従業員数の数値の大

きさ(桁)が違うので，そのまま足しでも意味がな

いことは明白である。そこで，売上高と従業員数を

標準化した数値の和であれば数値の大きさ(桁)の

相違をクリアーできるので，新たな企業規模として

有効である可能性があり，これを算出してパス解析

を行ってみた。我々はこの指標を「売従標準和企業

規模」と命名した。

「売従標準和企業規模」の式は以下となる。

i社の売上高を Siと し ま た i社の従業員数を Eiと

する。

これらの値をそれぞれ以下のように標準化しそれ

ぞれえ Eiとする。

Si=Si-S 
σ S 

fL=Ei-E 
O"E 

(1) 

(2) 

ここで'5は売上高の平均値，Eは従業員数の平均値，

また σsとσEはそれぞれ売上高と従業員数の標準偏

差である。標準化したえ Eiを利用して売従標準

和企業規模 (SE)を以下で定義する。

SEi=Si+Ei (3) 

3.2 企業規模として売上高と従業員数を標準化し

た指標(売従標準和企業規模)を用いた場合

(モデルA-2) まず，売従標準和企業規模とレパ

レッジを初期因子として，環境経営度調査を次に，

債務信用格付けを最終因子としたパス解析。

図5には 2010，2011年のデータによるパス解析

の結果を示した。売従標準和企業規模から環境経営

度調査に対して正の影響があり，債務信用格付けに

対しでも正の有意な影響を与えるという結果が得

られた。ここで，売従標準和企業規模を利用するこ

とによって初めて環境経営度調査と債務信用格付

けの両方に有意な影響を見出すことができ，モデ

ルの適合度指標はモデルA-1の適合度指標より当

てはまりの良い判定結果になった。従って，売従
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標準和企業規模が企業規模としてより有効であると

考えられる。これは企業が大きいと環境経営度調査

が良くまた債務信用格付けが良いことを，不揃いな

く示しているクリアーな結果であり，売上高と従業

員数を標準化した数値の和を「企業規模」として設

定する事は妥当な方法だと言え，企業規模として利

用価値のあるもとなるであろう。パス解析の結果の

中で，売従標準和企業規模から環境経営度調査と債

務信用格付けへの影響は次のように説明される。ま

ず，売従標準和企業規模から環境経営度調査に出て

いるパスでは，企業が大きく経営上余裕がある企業

ほど，環境配慮活動に力を入れやすいという傾向が

あると考えられる。また，売従標準和企業規模から

債務信用格付けに出ているパスでは，企業が大きい

ほど経営上で安定性を持つため企業への格付けがよ

く評価されていると考えられる。更に売従標準和企

業規模が大きい企業ほど，環境経営に投資しやすく，

企業価値などの経済パフォーマンスは高まっている

という間接的な関係も見出すことができょう。パス

解析の結果， レパレッジから環境経営度調査には影

響せず，債務信用格付けにのみ負の影響があること

がわかった。この結果は上記の解析結果でもみられ

た。また，環境経営度調査は債務信用格付けには正

の影響があり，これもモデルA-1でも同様であった。

次に， (モデル B-2)売従標準和企業規模とレパ

レッジを初期因子として，債務信用格付けを次に，

環境経営度調査を最終因子としたパス解析を行った。

ここに新たに算出した売従標準和企業規模はモデル

Bでも有効であるのかどうか解析を行ってみた。

図6には 2010，2011年のデータによるパス解析

の結果を示した。結果は予想通りにモデル Bでも

売従標準和企業規模は環境経営度調査と債務信用格

付けの両方に有意な影響を示すことがわかった。売

従標準和企業規模から債務信用格付けに対して正の

影響があり，環境経営度調査に対しでも正の影響が

あった。モデルの適合度指標はモデル B-1の適

合度より非常に良くなり，売従標準和企業規模を用

いた解析は有効性のある企業規模を示したと考えら

れる。また，レパレッジは環境経営度調査に影響せ

ず，債務信用格付けにのみ負の影響があった。債務

信用格付けは売従標準和企業規模の影響を受け，環

境経営度調査度に正の影響を与えたことに対して，

企業の社会的責任 (CSR) や持続可能な社会の重

要性が高まる中，企業が大きいほど，企業価値評価

を重視しているため，環境経営への取り組みが企業

の経営戦略上の必要となっており，そのことも環境

経営を促進していると考えられる。

以上の結果から，売上高と従業員数をそのまま利

用すると企業規模としては不揃いであるが，新たに

組成した売従標準和企業規模は，企業の環境マネジ

メントと経済パフォーマンスの両面との関係性を保

ち，単一的に有効な企業規模を表わす指標であると

図5 売従標準和企業規模とレパレツジを初期因子として，環境経営度調査を次に，債務信用格付けを最終因

子としたパス解析図(モデル A-2)

(注1)モデルの適合度指標:2010一 (RMSEA:O目000 GFI : 0，997 AGFI : 0目983)，2011一 (RMSEA:

0.000 GFI: 0.997 AGFI: 0.985)。
(注目図中の括弧前の係数は 2010年の結果であり，括弧中の係数は 2011年の分析結果である。

(注 3)矢印上の数値は標準パス係数を表している。

(注 4)分散説明率 (R2): ["環境経自度調査:2010一 (.19)，2011一 (.20)J， 

「債務信用格付け:2010一(.41)，2011一 (.38)J。
(注 5)P値の有意水準は少なくとも 5%以下である (0.1%以下， 1%以下を含む)。
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図6 売従標準和企業規模とレパレツジを初期因子として，債務信用格付けを次に，環境経営度調査を最終因

子としたパス解析図(モデル 8-2)

(注 1)モデルの適合度指標:2010一 (RMSEA:0.000 GFI: 0.994 AGFI: 0.970)， 2011一 (RMSEA:

0.055 GFI: 0.991 AGFI: 0.953)。

(注目図中の括弧前の係数は 2010年の結果であり，括弧中の係数は 2011年の分析結果である。

(注 3)矢印上の数値は標準パス係数を表している。

(注 4)分散説明率 (R2): r債務信用格付け:2010一 (.39)，2011一 (.35)J 
「環境経菖度調査:2010一 (.22)，2011一 (.23)J。

(注目 P値の有意水準は少なくとも 5%以下である (0.1%以下， 1%以下を含む)。

表 3 1期ラグモデルのパス係数構成

説明変数 モデルA(1期ラグー2011年) モデル B(1期ラグー2011年)

2010年 環境経営度 債務信用格付 適合度指標 債務信用格付 環境経営度 適合度指標

売上高 / 0.46 RMSEA : 0.032 0.42 / RMSEA : 0.071 

従業員数 0.34 / GFI: 0.978 / 0.35 GFI: 0.973 

レノτレッジ / 0.45 AGFI: 0.960 0.44 / AGFI: 0.934 

売従標準和
0.45 0.36 

RMSEA : 0.000 
0.37 0.44 

RMSEA : 0.000 
企業規模 GFI: 0.992 GFI: 0却 O

レノfレッジ / -0.44 AGFI: 0.970 一0.44 / AGFI: 0.969 

(注)p値の有意水準は少なくとも 5%以下である (0.1%以下， 1%以下を含む)。

言える。

本研究では説明変数と被説明変数聞に 1期ラグが

ある場合の分析も行った。その結果，同期の場合と

モデル図に変更はなかった。ここではモデル図を割

愛する。表3はl期ラグモデルのパス係数を示して

いる。これらのパス係数の結果は同期モデルの場合

と似た結果となっている。

4.まとめと結論

これまでの多くの研究では，企業規模を表わす指

標として売上高と従業員数のいずれかが用いられ

ている。しかし，売上高と従業員数は完全な比例関

係にはなく，どちらが企業規模指標として良いかど

うかは明らかでない。本研究の目的は企業規模を表

わす指標としてより有効なものを研究することで

ある。本研究では，今まで企業規模を表わす指標と

して使われている売上高と従業員数を用い，環境マ

ネジメント，経済パフォーマンスに対する関係性を

パス解析で検証した。まず，売上高と従業員数の両

変数のいずれが企業規模を適切に評価可能である

かについて検討するために， 2010年と 2011年で売

上高と従業員数をそのまま用いて，日経環境経営度

調査と債務信用格付けへのパス解析を行った。その

結果，売上高から債務信用格付けに対してのみ，ま

た従業員数は環境経営度調査に対してのみ，有意な

結果を得た。この結果から，売上高と従業員数のい

ずれか一方のみを企業規模指標として用いた場合，

不具合，不揃いが生じることがわかった。
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そこで，有効な企業規模を表わす指標を探ること

とし売上高と従業員数とを標準化した数値の和

(これを売従標準和企業規模と命名した)を新たな

指標として提案した。売従標準和企業規模を利用す

ると環境経営度と債務信用格付けの両方に対する

有意な影響が得られた。また， 2010年と 2011年に

おいて，新たに行ったパス解析の結果では，パスモ

デルの適合性もよくなった。従って，新たに提案し

た売従標準和企業規模は，本研究で使用した指標に

限っていえば，企業の環境と経済の両面との密接な

関係性があり，売上高または従業員数をそのまま用

いる場合より有効な企業規模を表わす指標として

使用できることがわかった。今回作成された新たな

指標が，今回用いた指標以外の環境指標や経済指標

にも適合するのかどうかについては未知数であり，

今後確認する必要がある。

今回の研究の結果で組成した企業規模の値は組

成することによって環境マネジメントや経済パ

フォーマンスの指標とより関連が深くなり，意味の

ある企業規模になったと考えられる。組成した企業

規模は，企業の「形態的な規模の大きさ」を示す指

標に近い指標と考え，現下における企業の市場価値

を表す企業規模指標ではない。企業の市場価値を表

わす企業規模として株式時価総額を使用した研究

があり怨， 30) 株式時価総額は短期的に変動するもの

であるが，本研究の企業規模指標は中長期的な変動

特性を持つ。本研究の企業規模を表わす変数は， 1形
態的な規模の大きさ」から中長期的な変動に対して

の影響を見極めたい場合に活用できるであろう。

また，環境マネジメントや経済パフォーマンスの

指標を含め他の様々な指標等に対して企業規模か

らの影響を考慮・探求したい研究，投資先企業の選

択を行う際においても，売従標準和企業規模が有効

である可能性が示唆される。今後は種々の環境的・

経済的な指標等に対する企業規模からの影響を，よ

り的確に見出しうるかどうかを検証することが求

められる。
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Abstract 

There exist many studies investigating the effects of the company size on the 

environmental management and the economic performance. In their studies， sales or the 

number of employees are often used as the company size index. However it is observed 

that there is no exact proportionality between sales and the number of employees. Thus it 

is not clear which index is more appropriate as the compa町 sizeindex. In this study we 

performed the path analysis to investigate the effects of sales and the number of employees 

on the Nikkei environmental management rating and the R&I debt credit rating. Then 

we found that sales and the number of employees give different results to explain variables. 

To overcome this inconsistency， we proposed a new company size index constructed by the 

standardized sales and the number of the employees， and empirically found that the new 

index shows better fitness on the model. Therefore， it is expected that the new company 

size index could be useful for various studies to examine the company size effects on the 

environmental management and the economic performance. 

Key Words: Company size， sales， the number of employeeふ environmentalmanagement 

rating， debt credit rating 
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