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・企業経営者は何を目指す「べき」なのか?

6.1 MPTと企業経営

6.1.1 企業経営の目的

①利益の 大化（・・・儲けが大事）

②利益率の 大化（・・・筋肉質な会社）

③雇用の維持拡大と従業員処遇の改善（・・・大家族的）

④顧客や消費者の満足の 大化（・・・売上高が大事）

⑤社会的貢献（corporate social responsibility）

3

⑤社会的貢献（corporate social responsibility）

⑥株価の 大化（・・・株主が大事）

⑦自国の利益への貢献（・・・GDP成長に貢献）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・経営者が株主に忠実に行動する場合、経営者の

6.1 MPTと企業経営

6.1.2 経営者の意思決定と MPT

意思決定は単純なMPTに退化するか?
⇒No.

⇒MPT（正確にはCAPM）では、株主は市場ポートフォリ

オを購入する（＝投資家はパッシブ運用を行う）

⇔経営者が市場ポートフォリオを買っても仕方がない

4

⇒経営者は市場ポートフォリオに付加価値をつけること

ができる（→経営者はアクティブ運用を行うべき）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・MPTの下で、経営者はどのような行動原理をとる

6.1 MPTと企業経営

6.1.2 経営者の意思決定と MPT

べきか?
（1）資本市場線（CML）の傾きを 大化する

→MPTの下では、投資家は市場ポートフォリオを購入する

→購入量は各人のリスク回避度に依存する（＝リスク回避度に

応じてCMLの一点を選ぶ）

→投資家はCMLの傾きが大きいほど嬉しい（単位リスクあたり

5

→投資家はCMLの傾きが大きいほど嬉しい（単位リスクあたり

の期待リターンが高まるので）

→経営者は、自分が経営する企業を通じて、CMLの傾きに影響

を与えることができる

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・MPTの下で、経営者はどのような行動原理をとる

6.1 MPTと企業経営

6.1.2 経営者の意思決定と MPT

べきか?
（2）自社の倒産確率を 小化する

→倒産したらそれで終わり（ゼロ）だが、倒産しなければいつか

日の目を見る（株主に報いる）ことができる

（3）単純に自社の株価を 大化する

株価の向上余地があるのに実行しないことを望む株主がいる

6

→株価の向上余地があるのに実行しないことを望む株主がいる

だろうか?

→経営者は自社の株価を向上させる方法を検討して実施できる

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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6.1 MPTと企業経営

6.1.2 経営者の意思決定と MPT

・「（1）資本市場線（CML）の傾きの 大化」の是非

⇒CMLの傾きは5.2.3節（p.28）から計算できる

（μM－rs）/σM＝（λM×wM）×σM

⇒個別企業の経営者が寄与できるのは wM と σM

→自社kの株式の時価総額（wk）を増やすと、市場ポートフォリ

オの時価総額（wM）も増価する

7「ファイナンスA」資料（中島英喜）

→自社kの株式リスク（σk）を高めたり、他社（市場全体）との株

価連動性（ρMk）を増やすと、市場ポートフォリオのリスク（σM）

も上昇する
（つづく）

・「（1）資本市場線（CML）の傾きの 大化」の是非

6.1 MPTと企業経営

6.1.2 経営者の意思決定と MPT

期待リターン（μ）

　　　　　　　　　　　　CML（1）

⇒（つづき）個別企業が寄与できるのは wM と σM

→株価（wk）の増価は良いとしても、リスク（σk）の引き上げや独自

性の引き下げ（ρMkの上昇）が株主のためになるのか?

→No.（新規の信用買いは例外）

リスク（σ：標準偏差）

    　　　CML（2）

r s

●●
r s

8「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・「（2）自社の倒産確率の 小化」の是非

6.1 MPTと企業経営

6.1.2 経営者の意思決定と MPT

⇒「株価がゼロになると倒産する」と考える

→k社の倒産確率は μk/σk の減少関数

→倒産確率の 小化＝ μk/σk の 大化

μk/σk ＝［ρMk×（μM－rs）÷σM］＋［（1+rs）÷σk］ （導出省略）

→k社の経営者が管理できるのは ρMk と σk

→倒産確率を 小化するには・・・

9

→倒産確率を 小化するには・・・

① ρMk の引き上げ・・・独自性の抑制

② σk の引き下げ・・・リスクをとらない
→企業としての死

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・「（3）自社の株価の 大化」の是非

6.1 MPTと企業経営

6.1.2 経営者の意思決定と MPT

⇒CAPMの下で自社の株価を 大化する方法（導出略）

①将来の自社の株価（時価総額）の期待値を引き上げる

② 〃 の不確実性（分散）を引下げる

③ 〃 と市場全体の時価総額の連動

性（相関）を引下げる（独自性を高める）

⇒上記①～③のいずれも妥当な行動に見える
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⇒上記① ③のいずれも妥当な行動に見える

→安全利子率や証券市場全体（ μM、σM ）に与える影響は?

→μMを増やしσMを減らす作用がある・・・CMLの傾きを増やし、

その位置を上げる→OK

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・経営者の意思決定と MPT（1）

6.1 MPTと企業経営

6.1.3 まとめ

⇒情報の非対称性がなく、株主が first best を期待でき

る場合、株主と経営者を分けて考える必要がない

⇒この場合、株主（投資家）の行動モデルであるMPTや

CAPMをそのまま適用できる

⇒しかし、その行動が単純なMPTに退化する訳ではない

11

（経営者が市場ポートフォリオを買っても仕方がない）

⇒経営者は市場ポートフォリオに付加価値をつけること

が期待される

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・経営者の意思決定と MPT（2）

6.1 MPTと企業経営

6.1.3 まとめ

⇒企業経営者は、市場ポートフォリオの効率性改善

（CMLの傾き 大化）への寄与を考えるべきでない

⇒企業経営者は、自社の株価の 大化を図ることで、結

果的に市場全体の投資効率の改善に寄与できる

⇒企業経営者が自社の倒産確率の 小化を図ることは、

12

自社の存在意義の消滅につながる

⇒（問）企業倒産のどこに問題があるのだろうか?

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・ここで考える資本市場

6.2 B/Sに基づく株価評価

6.2.1 問題設定

⇒投資家（株主）はMPTに従い、証券市場ではCAPMが

成立している

→市場金利の期間構造はフラットで、年率5％で安定している

・ここで考える企業

⇒5年前に株式40と債券60で資金100を調達して発足

13

前 株 債券 資 調 発足
→発行済み株式は40株

→債券の保有者に利息を支払う（金利は市場金利と同じ）

→債券の保有者に利息を払った後の利益は、全て株主に支払う

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・（つづき）ここで考える企業

6.2 B/Sに基づく株価評価

6.2.1 問題設定

⇒資本コスト控除前の年間純利益Rは、今後次式に従う

R＝30rM＋100re

→rMは市場ポートフォリオのリターン

E(rM)＝10%、var(rM)＝(20％)2 ＝4/10000

→reはrMと無相関

14

E(re)＝2.5%、var(re)＝(30％)2

⇒経営者は株主の忠実な代理人である

→agency  cost は生じない（株主は first best を期待できる）

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・この企業の株価（1株当たり単価）はいくら?

6.2 B/Sに基づく株価評価

6.2.2 問題

⇒まずバランスシートの枠組（数字は不要）を書いてみる

⇒数値の記入が必要なのは何か所ある?

⇒どの数値から埋めようか?
ヒント①・・・CAPMの主張を思い出そう

ヒント②・・・CFの複製と無裁定条件が利用できる

ヒント③・・・問題設定の中の数字に不要なものがある

15

ヒント③ 問題設定の中の数字に不要なものがある

⇒2つのアプローチがある
→資産が生み出すCF（キャッシュフロー）を考えた上で、

（1）その市場価値を考える／（2）考えない

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・この企業の株価（1株当たり単価）はいくら?

6.2 B/Sに基づく株価評価

6.2.2 問題

⇒バランスシートの枠組・・・資産＝負債＋資本
→アプローチ①・・・資本の価格＝資産の価格－負債の価格

→アプローチ②・・・資本に帰属するCF→資本の価格

⇒アプローチ②による株価の評価
→まず、資本に帰属するキャッシュフロー（CF）を把握

→次に、その複製・代替を考える

16

⇒CAPMの主張
→リスクプレミアムを期待できるCFは複製可能

→複製できないCFはリスクプレミアムを期待できない

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・この企業の株価（1株当たり単価）はいくら?

6.2 B/Sに基づく株価評価

6.2.2 問題

⇒（つづき）CAPMの主張
→全ての資産（もしくは証券）の市場価格は、その資産が生み出

すキャッシュフロー（CF）を把握できれば評価できる

→この価格評価は、当該資産のCFを2つに分解するところから
始まる

当該資産のCF ＝ ①市場リターン（rM）の相似部分 ＋ ②その他

上記①の は 市場ポ ト リオを適量保有する とで複製で

17

→上記①のCFは、市場ポートフォリオを適量保有することで複製で
きる

→上記②のCFは、リスクプレミアムがゼロなので、このCFの期待値
と同じ確定CFを有する安全資産のCFで置換できる

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・この企業の株価（1株当たり単価）はいくら?

6.2 B/Sに基づく株価評価

6.2.2 問題

⇒（つづき）CAPMの主張
→資産や証券のキャッシュフロー（CF）の分解

当該資産のCF ＝ ①市場リターン（rM）の相似部分 ＋ ②その他

→①のCFの複製
①のCF ＝ ①’適当な大きさの市場ポートフォリオのリターン

→②のCFの置換
②のCF ②’②のCFの期待値

18

②のCF → ②’②のCFの期待値

→無裁定条件の適用

当該資産の価格＝①’のポートフォリオの価格

＋②’の利息を生む安全資産の価格

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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6.2 B/Sに基づく株価評価

6.2.2 問題

・この企業の株価（1株当たり単価）はいくら?
⇒株主に帰属するキャッシュフロー（Requity）の複製・置換

Requity＝R－Rdebt

＝（30rM＋100re）－（ × %）

＝（30rM）＋（100re－ ）

→右辺の第1項は で複製できる

→右辺の第2項は複製できないので、 で する

19「ファイナンスA」資料（中島英喜）

Rreplication＝（30×rM）＋（100×E(re)－ ）

＝（30×rM）＋（100× %－ ）

＝（30×rM）＋（ ）

6.2 B/Sに基づく株価評価

6.2.2 問題

・この企業の株価（1株当たり単価）はいくら?
⇒キャッシュフロー（Requity）の複製・置換の方法

Requity ⇒ Rreplication＝（30×rM）＋（ ）

→右辺第1項のCF・・・ を金額にして 購入

→右辺第2項のCF・・・ を金額にして 発行

（＝資金 を → × %＝ ）

→合計で必要になる資金＝ .

20「ファイナンスA」資料（中島英喜）

→資金 があれば、株主に帰属するCF（Requity）を複製・置換で
きる

→株主が保有する資本の価値＝ .
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・株価の評価に必要情報は?

6.2 B/Sに基づく株価評価

6.2.3 確認

（1）証券市場ではCAPMが成立している （ ）

（2）市場金利は年率5％で安定している （ ）

（3）5年前に株式40を発行して資金を調達 （ ）

（4）年間純利益 ・・・ R＝30rM＋100re （ ）

（5）rMは市場ポートフォリオのリターン

○

○

○

×

21

（5）rMは市場ポ トフォリオのリタ ン
E(rM)＝10%、var(rM)＝(20％)2

（6） reはrMと無相関
E(re)＝2.5%、var(re)＝(30％)2

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

×

△

・（つづき）株価の評価に必要情報は?

6.2 B/Sに基づく株価評価

6.2.3 確認

⇒過去の価格（いくらで買った、売った）は不要 →（3）

⇒必要なのは将来のCFの特徴 →（4）

→CFは2つの部分に必ず分解できる

⇒CAPMは補助的に用いる →（5）（6）

→CFが市場リターンに完全連動する（※）ならCAPMは不要

22

※ var(re)＝(0％)2

→派生商品の価格付け（投資銀行の業務→K大学の損失）

→CFの独自部分（re）は、リスク中立な投資家として評価

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・この企業の株価のβ（ベータ）はいくら?

6.2 B/Sに基づく株価評価

6.2.4 追加的な2つの問題

業 株価 β（ ）

⇒p.15の「ヒント②」から出発する

⇒CAPMにおけるβ（ベータ）の定義を思い出し、投資行動

として解釈してみよう

・この企業の「資本コスト」はいくら?

23

⇒資本コスト・・・この企業が発行している全ての証券を合

わせたポートフォリオの期待リターン

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

6.2 B/Sに基づく株価評価

6.2.4 追加的な2つの問題（その1）

・この企業の株価のβ（ベータ）はいくら?業 株価 β（ ）

⇒無借金で市場ポートフォリオを保有した時のベータは1

→先述のCF（Requity）の複製では、資金 を使って、 .

を 購入し、足りない は .

→これは、資金1で の を購入したことになる

（レバレッジ）

24「ファイナンスA」資料（中島英喜）

→この企業の株式を金額にして1購入すると、 .
を 購入したことになる

→この企業の株式のベータ＝ .
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6.2 B/Sに基づく株価評価

6.2.4 追加的な2つの問題（その2）

・この企業の「資本コスト」はいくら?業 資本 」

⇒資本コスト・・・この企業が発行している全ての証券を合

わせたポートフォリオの期待リターン

→この企業の発行証券の時価総額＝債券 ＋株式 ＝ .

→債券 に帰属するCF＝ × ％＝ .

→株式 に帰属するCFの期待値＝E(R)－ .

25「ファイナンスA」資料（中島英喜）

＝［ ×E(rM)］＋［ × E(re)］ － .

＝［ × ％］＋［ × ％］ － .＝ .

→この企業の資本コスト＝（ ）÷（ ）＝ %

・株価評価問題のまとめ

6.2 B/Sに基づく株価評価

6.2.5 まとめ

⇒CAPMの主張（1）

→全ての資産（もしくは証券）の市場価格は、その資産が生み出

すキャッシュフロー（CF）を把握できれば評価できる

→資産や証券のCFは2つに分解できる

①リスクプレミアムが期待できるCF

② 待 な

26

② 〃 期待できないCF

→①のCFは市場ポートフォリオを適量保有することで複製できる

→②のCFは安全資産を適量保有することで代替（置換）できる

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・追加問題のまとめ

6.2 B/Sに基づく株価評価

6.2.5 まとめ

⇒CAPMに基づいて資産や証券の価格を評価すると、そ

のベータも併せて評価することができる

⇒資本コストは企業によって異なる

⇒資本コストの定義

→ある企業が発行している全ての証券（B/Sの右側全体）を1つ

27

のポートフォリオと見なしたときの、そのポートフォリオの期待

リターン （・・・経営者の資本（コスト）は投資家の資産（リターン））

→（問）資本コストは、資本構成の影響を受けるのだろうか?

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・ここで新たなプロジェクトを考える

6.3 プロジェクトの評価

6.3.1 問題設定

⇒このプロジェクトは3年間で完全償却
→1年目の純キャッシュフロー・・・3×（1+rM1+0.5rP1）

→2年目の純キャッシュフロー・・・2×（1+0.5rM2+rP2）

→3年目の純キャッシュフロー・・・1×（1+0.5rM3+rP3）

→3年目の純キャッシュフローを払った後の価値・・・ゼロ

→rMt （t=1,2,3）は、市場ポートフォリオのt年目のリターン

28

Mt （ , , ） 、市場 ォリオ 年目 リタ

E(rMt)＝10%、var(rMt)＝(20％)2 ＝4/10000

→rPt （t=1,2,3）は、このプロジェクトに固有のt年目のリターン

E(rPt)＝8%、var(rPt)＝(15％)2

「ファイナンスA」資料（中島英喜）



15

6.3 プロジェクトの評価

6.3.2 問題

・このプロジェクトの実行に必要な資金（当初）が6で実行 要 資 （ 初）

ある場合、このプロジェクトを採用すべきか?

⇒まず、安全利子率rs （年率5％）を割引率に使って、この

プロジェクトの純現在価値（NPV：net present value）の

期待値を求めてみよう

NPV（r ）＝－6＋［3×（1+10％+0 5×8％）/1 05］

29「ファイナンスA」資料（中島英喜）

NPV（rs） 6＋［3×（1+10％+0.5×8％）/1.05］

＋［2×（1+0.5×10％+8％）/1.052］

＋［1×（1+0.5×10％+8％）/1.053］＝ .

6.3 プロジェクトの評価

6.3.2 問題

・このプロジェクトの実行に必要な資金（当初）が6で実行 要 資 （ 初）

ある場合、このプロジェクトを採用すべきか?

⇒不確実なキャッシュフローを、安全利子率rs （年率5％）

で割引いてよいのだろか?

⇒市場ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵの期待ﾘﾀｰﾝμM （年率10%）を使っては?

NPV（ ）＝ 6＋［3×（1+10％+0 5×8％）/1 1］

30「ファイナンスA」資料（中島英喜）

NPV（μM ）＝－6＋［3×（1+10％+0.5×8％）/1.1］

＋［2×（1+0.5×10％+8％）/1.12］

＋［1×（1+0.5×10％+8％）/1.13］＝ .
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6.3 プロジェクトの評価

6.3.2 問題

・このプロジェクトの実行に必要な資金（当初）が6で実行 要 資 （ 初）

ある場合、このプロジェクトを採用すべきか?

⇒特定の割引率でキャッシュフローを割引くのではなく、

「NPVの期待値＝0」になる割引率（内部収益率：IRR）

を求めて、その大きさを評価してはどうか?

NPV（r ）＝－6＋［3×（1+10％+0 5×8％）/（1+ r ）］

31「ファイナンスA」資料（中島英喜）

NPV（rIRR） 6＋［3×（1+10％+0.5×8％）/（1+ rIRR）］

＋［2×（1+0.5×10％+8％）/（1+ rIRR ）2］

＋［1×（1+0.5×10％+8％）/（1+ rIRR ）
3］＝0

6.3 プロジェクトの評価

6.3.2 問題

・このプロジェクトの実行に必要な資金（当初）が6で

ある場合、このプロジェクトを採用すべきか?
⇒求めた内部収益率（IRR）を何と比較すれば良いのだろ

うか?
⇒安全利子率? 市場ポートフォリオの期待リターン?

⇒この企業の資本コストと比較すれば良いのでは!?

32「ファイナンスA」資料（中島英喜）

→rIRR＞資本コスト・・・採択?

→rIRR＜資本コスト・・・却下?

→先に求めた資本コストをrIRRに代入するとNPV(ｒIRR)＝ .
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・このプロジェクトの実行に必要な資金（当初）が6で

6.3 プロジェクトの評価

6.3.2 問題

実行 要 資 （ 初）

ある場合、このプロジェクトを採用すべきか?

⇒ところで、このプロジェクトを採用する場合、必要な資金

はどのように調達するのだろうか?

→株式の発行? 債券の発行? 株式と債券の同時発行?

→新たな資金調達（+6）の方法によっては この企業の資本構

33

→新たな資金調達（+6）の方法によっては、この企業の資本構

成が変化する

→新たな資本構成で資本コストを再計算すべきか?

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・このプロジェクトの実行に必要な資金（当初）が6で

6.3 プロジェクトの評価

6.3.2 問題

ある場合、このプロジェクトを採用すべきか?
⇒これまでの疑問に対する答え

→新たな資本構成で資本コストを再計算すべきか? →不要

→プロジェクトのIRRと、当該企業の資本コストの比較 →不要

→市場ポートフォリオの期待リターンで割り引いたNPV →不要

34

→安全利子率で割り引いたNPV →不要

⇒ではどうすればよいのか?
→この企業の株価を求めたのと同じ考え方をすればよい

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・このプロジェクトの実行に必要な資金（当初）が6で

6.3 プロジェクトの評価

6.3.3 CAPMとプロジェクト評価

ある場合、このプロジェクトを採用すべきか?

⇒ヒント①・・・CAPMの主張を思い出そう

→リスクプレミアムを考える必要のあるリスクは何か?

→リスクプレミアムを考える必要のないリスクは何か?

⇒ヒント②・・・CFの複製・代替と無裁定条件が利用できる

35

ヒント② CFの複製 代替と無裁定条件が利用できる

→これらのリスクを複製・代替するにはどうすれば良いのか?

→この複製・代替にかかる費用はいくらか?

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

6.3.3 CAPMとプロジェクト評価

6.3 プロジェクトの評価

・まず、問題のプロジェクトのCFを分解し、リスクプレ
ミアムを期待できるCFを抽出・複製する

⇒リスクプレミアムを期待できるCFを抽出
→1年目の純キャッシュフロー・・・3×（1+rM1+0.5rP1） → .

→2年目の純キャッシュフロー・・・2×（1+0.5rM2+rP2） → .

→3年目の純キャッシュフロー・・・1×（1+0.5rM3+rP3） → .

⇒このCFを毎年複製

36「ファイナンスA」資料（中島英喜）

⇒このCFを毎年複製

（例）1年目：年初に資金 を借入し を購入

→年末に を売って資金 を返済

（つづく）
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6.3 プロジェクトの評価

6.3.3 CAPMとプロジェクト評価

・まず、問題のプロジェクトのCFを分解し、リスクプレ

ミアムを期待できるCFを抽出・複製する

⇒（つづき）リスクプレミアムを期待できるCFを抽出し毎年

複製

（例）1年目：年初に資金 を借入し、 を購入

→年末に を売却し、資金 を返済

借入利息がなければ これで を複製できる

37「ファイナンスA」資料（中島英喜）

→借入利息がなければ、これで を複製できる

→実際は、借入利息（ × %）を手当てするため、

年初に自己資金（ ）が必要

6.3 プロジェクトの評価

6.3.3 CAPMとプロジェクト評価

・まず、問題のプロジェクトのCFを分解し、リスクプレ

ミアムを期待できるCFを複製

⇒リスクプレミアムを期待できるCFの複製資金（当初）

→1年目のCF（ ）の複製に必要な資金・・・ .

→2年目のCF（ ） 〃 ・・・ .

→3年目のCF（ ） 〃 ・・・ .

合計 の資金が1年目の年初に必要

38「ファイナンスA」資料（中島英喜）

→合計＝ の資金が1年目の年初に必要

⇒次に、リスクプレミアムを期待できないCFの期待値を抽

出し、その代替を考える



20

6.3 プロジェクトの評価

6.3.3 CAPMとプロジェクト評価

・次に、リスクプレミアムを期待できないCFの期待値
を抽出し、その代替を考える

⇒リスクプレミアムを期待できないCFの期待値を抽出
→1年目のCF・・・3×（1+rM1+0.5rP1） → .
→2年目のCF・・・2×（1+0.5rM2+rP2） → .
→3年目のCF・・・1×（1+0.5rM3+rP3） → .

⇒これらの期待値に等しい資金を各年末に借入れる

39「ファイナンスA」資料（中島英喜）

→これらの借入金を3年目の年末に利息込みで全て返済する

→この返済に必要な資金を予め（1年目の年初に）用意する

→当初手当てが必要な資金＝ .

6.3 プロジェクトの評価

6.3.3 CAPMとプロジェクト評価

・続いて、リスクプレミアムを期待できるCFの複製資
金と期待できないCFの期待値代替資金を合算

⇒リスクプレミアムを期待できるCFの複製資金
→1年目の初めに の資金が必要

⇒リスクプレミアムを期待できないCFの期待値を代替する
のに必要な資金
→1年目の初めに の資金が必要

40「ファイナンスA」資料（中島英喜）

→1年目の初めに の資金が必要

⇒プロジェクトのCF（RProject）を複製・代替するCF（Rreplication）
を手にするのに必要な資金
→1年目の初めに の資金が必要
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6.3 プロジェクトの評価

6.3.3 CAPMとプロジェクト評価

・ 後に、問題のプロジェクトの実行に必要な資金を
参照して、その採否を決定する

⇒プロジェクトの実行に必要な資金
→1年目の初めに資金6が必要・・・資本財等の市場で決定

⇒プロジェクトが生み出すCFを複製・代替するのに必要な
資金
→1年目の初めに の資金が必要・・・CFの性格とCAPMより

41「ファイナンスA」資料（中島英喜）

→1年目の初めに の資金が必要 CFの性格とCAPMより
資本市場で決定

⇒このプロジェクトは採用すべき?、すべきでない?
→実施に必要な資金（6）が損益分岐点（ ）を 回っている

・プロジェクト評価のまとめ

6.3 プロジェクトの評価

6.3.4 まとめ

⇒プロジェクト

→プラスの純CFが期待される新規案件

⇒NPV（純現在価値）

→プロジェクトの純CFと割引率が与えられると、そのNPVを計算

することができる

（内部収益率）

42

⇒IRR（内部収益率）

→プロジェクトの純CFが与えられると、そのNPVをゼロにする割

引率を求めることができる

「ファイナンスA」資料（中島英喜）
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・CAPMとプロジェクト評価のまとめ

6.3 プロジェクトの評価

6.3.4 まとめ

⇒投資の意思決定（プロジェクトの採否の決定）

→決定ルール・・・NPV＞0

⇒意思決定に用いる割引率の選択

→CAPMの主張（1）・・・上記の意思決定ルールに用いる割引率

はプロジェクトのCFに依存する（経営者の裁量はない）

CAPMの主張（2） この割引率は 企業の資本 ストとは無

43

→CAPMの主張（2）・・・この割引率は、企業の資本コストとは無

関係である

→上記のルールは、「IRR＞CAPMの割引率」に置換え可能

「ファイナンスA」資料（中島英喜）

・新たな問題意識・・・プロジェクトと株価

6.3 プロジェクトの評価

6.3.5 経営者の行動規範

⇒ある企業が、「NPV＞0」のプロジェクトを採用したら、そ

の企業の株価は上がるのだろうか?
→このプロジェクトの採用は、同社のPBRに影響を与えるか?

→このプロジェクトの期待リターンはCAPMの枠組みで説明でき

るか?

→このプロジェクトのNPVは誰に帰属するのか?

44

→このプロジェクトのNPVは誰に帰属するのか?

→このプロジェクトの採用によって同社の株価は上がるか?

→同社の株式の期待リターンはCAPMの枠組みで説明できる

か?

「ファイナンスA」資料（中島英喜）


