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1.概要 

本研究において,非財務情報である有効特許権数につ

いて,企業のデフォルトとの関連性を検証する.企業の

保有する有効特許権数が企業のデフォルトに与える影

響を明らかにすることによって,仮に有効特許権数とデ

フォルト率との間に統計的に有意な相関関係が存在す

るならば,企業のデフォルト予測の実務において企業の

技術競争力を考慮することによる倒産予測の精度向上

が期待される.東証一部,および二部上場の企業を対象

にした実証分析の結果から,有効特許権数と企業のデ

フォルト確率との間には負の相関関係が存在すること

を確認した.具体的には既存の予測モデルに説明変数と

して代表的な非財務情報である有効特許権数情報を加

えることで企業のデフォルト予測モデルの判別力向上

に寄与する可能性があるという結果を得た.本研究では

多変量線形判別モデル,ロジスティック回帰モデルおよ

びサポートベクターマシンという複数の予測手法を導

入し比較分析を実施したが,すべての手法において,説

明変数に有効特許権数に関する情報を加えることで判

別率の改善が見られ,その点で特許情報の持つ情報効果

は極めて頑健なモデルであると判断される. 

 

2.仮説設定 

本研究の目的である有効特許権数と企業のデフォル

トとの関係を明らかにするため,次の仮説について実証

分析を行った. 

 

H1: 有効特許権数と企業のデフォルト確率とは負の相

関関係を持つ. 

 

この仮説に関して,次の視点で分析を行った.企業に

とって技術力は,その企業に収益や維持力をもたらす重

要なファクターである.したがって,特許により保護さ

れた企業の技術を排他的に利用できるということは,そ

の企業の維持にプラスの影響をもたらすはずである.そ

のため,有効特許権数を多く保有する企業はデフォルト

しにくくなると考えられる. 

 

 

3.データの概要 

3.1 財務データ 

本研究で使用するデータの概要を示す.2018年９月末

時点において,東証一部および二部に発行株式を上場し

ている企業と,2000年から 2018年までの 18年間に「会

社更生法」,「民事再生法」,「破産」,「特別清算」のい

ずれかの適用を受け上場廃止となった企業について,通

期決算にかかる有価証券報告書に記載のある財務情報

を株式会社 Quick が提供するデータベース Astra 

Manager より取得した.デフォルト企業と業種・規模に

ついて近しい企業をペアサンプルとした(N=462). 
3.2 特許データ 

特許情報については,一般財団法人知的財産研究所が

公開している研究用特許データベース「IIP パテント

データベース」を利用した.特許庁が公開した平成 28年

度第 50 回作成分の整理標準化データと文部科学省科学

技術・学術政策研究所が公開している NISTEP 企業名辞

書を用いて本分析用のデータベースを作成した. 

3.3 分析に用いた変数の概要 

財務情報に関する説明変数としては,先行研究の

Altman(1968)と Ohlson(1980)を参考に検討することに

した.本分析の独自の視点として説明変数に有効特許権

数情報を加える.表１は本分析で用いる説明変数の一覧

および概要についてまとめたものである. 

表１ 説明変数 

変数名 変数の概要 

LSIZE 総資産の対数値 
TLTA 総負債／総資産 
WCTA 運転資本／総資産 
CLCA 流動負債／流動資産 
NITA 当期利益／総資産 
CFOTL 営業キャッシュフロー／総負債 
OENEG 債務超過ダミー 
INTWO ２期連続当期利益マイナスダミー 
CHIN 当期利益伸び率 
RETA 利益剰余金／総資産 
EBITDATA EBITDA／総資産 
MVTA 時価純資産／総資産 
SLSTA 売上高／総資産 
LPATENT 有効特許権数の対数値 
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4.分析結果 
4.1 ロジスティック回帰分析の推定結果 

オールソンモデルを基とした財務情報のみの説明変

数から構築された財務モデルと財務モデルに有効特許

権数を加えた特許モデルとの比較を行った.判別率,擬

似決定係数及び AR 値は,値が大きいほどモデルの精度

が高く,AIC は値が小さいほどモデルの精度が高いこと

意味する.分析結果をみると,説明変数に有効特許権数

を投入したモデルは,判別率,擬似決定係数,AR値はいず

れも上昇し,AICは低下した.分析結果を表２に示す. 

 

表２ ロジスティック回帰分析の推定結果 

変数名 財務 財務＋特許 

Constant -4.655 ** -4.091 ** 

LSIZE -0.552 *** -0.352 ** 

TLTA 5.312 *** 5.103 *** 

WCTA 7.567 *** 5.899 ** 

CLCA 4.389 *** 3.061 ** 

NITA -2.904 * -3.246 ** 

CFOTL -5.504 *** -4.006 ** 

OENEG -0.452  -0.232  

INTWO 0.494  0.905 ** 

CHIN 0.000  0.000  

LPATENT   -0.550 *** 

評価指標   

判別率 0.916 0.926 

疑似決定係数 0.403 0.478 
AIC 233.033 208.404 

AR 値 0.813 0.848 

***は 1％,**は 5％,*は10％で統計的に有意であることを示す. 

 

4.2 多変量線形判別分析の推定結果 

アルトマンモデルを基とした財務情報のみの説明変

数から構築された財務モデルと財務モデルに有効特許

権数を加えた特許モデルとの比較を行った.分析結果を

みると, 説明変数に有効特許権数を投入したモデルは,

判別率が上昇した.分析結果を表３に示す. 

 

表３ 多変量線形判別分析の推定結果 

変数名 財務 財務＋特許 

WCTA -1.948  -1.331  

RETA -0.941  -0.836  

EBITDATA -4.334  -3.284  

MVTA 0.160  0.027  

SLSTA -0.382  -0.454  

LPATENT   -0.284  

評価指標   

判別率 0.894 0.909 

4.3 サポートベクターマシンの判別率検証 

サポートベクターマシン手法をオールソンモデル及び

アルトマンモデルに適用し,財務情報のみの説明変数か

ら構築された財務モデルと財務モデルに有効特許権数

を加えた特許モデルとの比較を行った.分析結果をみる

と,いずれにおいても説明変数に有効特許権数を投入し

たモデルの判別率が上昇した. 分析結果を表４に示す. 

表４ サポートベクターマシンによる判別率 

モデル 財務 財務＋特許 

オールソン 0.944  0.955  

アルトマン 0.931  0.946  

 

5.おわりに 

本研究では,非財務情報である有効特許権数が,企業

のデフォルト予測を行う上で有意なファクターとなり

得るかについて検証した.ロジスティック回帰分析,多

変量判別分析及びサポートベクターマシンの３種類の

判別手法を用いて,財務情報のみからなるモデルとその

モデルに有効特許権数情報を説明変数に加えたモデル

とで比較を行った.信用リスク測定において,一般的に

広く用いられる財務情報と非財務情報である有効特許

権数に関する説明変数とを組み合わせた場合に,デフォ

ルト予測の説明力を失わずにモデルの当てはまりが向

上するケースが存在することが判明した.有効特許権数

と企業のデフォルトとの間に有意な負の相関が認めら

れることから,有効特許権数は企業のデフォルト予測に

おいて有効な指標として利用し得る可能性が高く,金融

機関の与信判断プロセスや既存融資先管理プロセスに

おいて,デフォルト可能性を評価する場面で活用するこ

とが期待される.なお,本研究の内容は筆者が所属する

組織を代表するものではなく,すべて個人的な見解であ

る. 
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