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ワークショップの背景と趣旨 

• 企業ダイナミクスと経済成長に関する研究会 
– 目的 

• 産業と企業のダイナミクスに関する長期・歴史的なデータの構築 

• 日本経済のマクロ的成長とミクロ・レベルの産業・企業のダイナミクスを接合 

• 産業の生成・成長の動態とメカニズムを分析する 

– メンバー 
• 岡崎哲二（東京大学）、坂井功治（京都産業大学）、澤田 充（日本大学）、宮川
大介（一橋大学） 

• プロジェクト 
– 1.Internationalization of firms in the industry life cycle 

– 2.企業－銀行のマッチングとその効果 

– 3.Political connections and firm performance 

– 4.銀行システムを通じた地域間資金配分の効率性 

– 5.エネルギー産業における企業ダイナミクス、企業間ネットワークと生
産性 
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本ワークショップの背景と趣旨（続き） 

• 本ワークショップ 

– 上記プロジェクト2、4についてこれまでに得られた結果を共有
し、意見交換 

 

• プログラム 
– Tetsuji Okazaki,  ”Bank Behavior in Regional Finance and the 

Development of Regional Industries: The Case of Prewar Fukushima, 
Japan” 

– Daisuke Miyakawa, ”Capital Supply Channel through Venture Capitals: 
Evidence from Matched Data”  
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Bank Behavior in Regional Finance and the 
Development of Regional Industries: 
The Case of Prewar Fukushima, Japan 

Tetsuji Okazaki (The University of Tokyo) 
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背景と動機 

• 最近の地方銀行統合の動き 
– 2014.11 横浜銀行・東日本銀行、肥後銀行・鹿児島銀行 

– 2015.4 トモニホールディングス・大正銀行  

  

• 銀行統合・銀行組織と金融機能に関する文献 
– Berger and Udell(2002); Berger et al. (2005); Berger, Goulding and 

Rice(2014); Stein (2002) 

– 「伝統的パラダイム」 
• “opaque small businesses would be best served by small, single-market, local 

banks, while large, multimarket, nonlocal institutions would tend to serve more 
transparent firms,” and hence “(t)he large banks, multimarket banks, and 
nonlocal banks created by consolidation may be disadvantageous in relationships 
based on soft information and may be more likely to sever relationships or 
withdraw credit  than the small, single-market, and local institutions they replace” 
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背景と動機（続き） 

• 日本の金融システムの歴史的変化と経済成長パターンの
転換 
– 1920年代における大規模な銀行統合の波 

• 後藤(1981); 白鳥(2006); Okazaki and Sawada (2007） 

– 1920年代における日本経済の成長パターンの転換と銀行統合 
• 中村(1971) 

– 「均衡成長」（在来産業と近代産業の並行的な発展）から「不均衡成長」
（在来産業の停滞と近代産業の発展） 

– 成長パターンの変化における銀行統合の意味 

» 「中小商工業者は従来主として自己の営業地域に存する中小規模の
銀行に依って金融上の便宜を得て来たのであるが、合同運動の盛
化に伴ひ、此等銀行の多数が急激に消滅した上に、残存せる中小銀
行は預金の逃避から極度の資金難に陥ったし、大銀行の本支店は
従来より此等商工業者の受容するが如き小口の金融に関与する所
比較的僅少であったから、彼等は茲に金融の方途を失ひ、為めに営
業上の非常な困難を感ずるに至ったのである」（金融研究会 1932) 
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本論文 

• 問題 
– 銀行統合による銀行行動の変化 

– 銀行統合による銀行行動の変化が地域の産業に与えた影響 

 

• 対象 
– 1910-1920年代（1914-1928年）の日本（福島県） 

 

• 主な資料とデータ 
– 『福島県統計書』各年 

• 各銀行の店舗別預金・貸出データ 

• 郡・市別の織物生産額・職工数 
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資料のイメージ（1926年、預金） 
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資料のイメージ（1926年、貸出） 
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戦前日本における銀行数の推移 
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普通銀行の参入と退出 
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銀行支店ネットワークの拡大 
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Figure 3 Development of  branch network of ornary banks 

Source: Goto(1970); Yearbook of Bank Bureau, Ministry of Finance, various 

12 



県境を越えた支店ネットワークの拡大 

Table 1 Expantion of branch network across prefectures 

          

  A Headquarters B. Branches     

    
B1 Banks in the same 
prefecture 

B2 Banks in the other 
prefectures 

B2/(A+B1+B2) (%) 

1910 2,141 2,324 427 8.7 

1920 2,040 4,008 1,005 14.2 

1930 891 4,158 1,188 19.0 

Note: The data include special banks as well as ordinary banks and savings banks. 

Source: Bureau of Banks, Ministry of Finance eds. Ginko Soran (Handbook of Banks), various issues. 
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福島県の郡・市（1924年） 
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福島県における銀行の異動（1914-1928年） 
1914年 1928年 本店所在地 異動 退出理由

二本松銀行 二本松銀行 安達郡
磐城銀行 磐城銀行 石城郡
平銀行 平銀行 石城郡
磐東銀行 磐東銀行 石城郡
磐城実業銀行 磐城実業銀行 石城郡
須賀川銀行 須賀川銀行 岩瀬郡
相馬銀行 相馬銀行 相馬郡
小高商業銀行 小高商業銀行 相馬郡
原町銀行 原町銀行 相馬郡
川俣銀行 川俣銀行 伊達郡
第百一銀行 第百一銀行 伊達郡
三春銀行 三春銀行 田村郡
白河商業銀行 白河商業銀行 西白河郡
白河実業銀行 白河実業銀行 西白河郡
須釜銀行 須釜銀行 西白河郡
棚倉共同銀行 棚倉共同銀行 東白川郡
福島商業銀行 福島商業銀行 福島市
第百七銀行 第百七銀行 福島市
福島銀行 福島貯蓄銀行 福島市
田島銀行 田島銀行 南会津郡
共立銀行 共立銀行 耶麻郡
会津銀行 会津銀行 若松市
瀬谷銀行 白河瀬谷銀行 西白河郡 改称
新山貯蓄銀行 新山銀行 双葉郡 改称
本宮銀行 安達郡 退出 合併
正製銀行 安積郡 退出 合併
小高銀行 相馬郡 退出 合併
岩代銀行 福島市 退出 合併
浪江銀行 双葉郡 退出 合併
原町商業銀行 相馬郡 退出 解散
太宰銀行 伊達郡 退出 解散

小浜実業銀行 安達郡 参入
安達実業銀行 安達郡 参入
磐越銀行 石城郡 参入
四倉銀行 石城郡 参入
岩瀬興業銀行 岩瀬郡 参入
郡山合同銀行 郡山市 参入
郡山商業銀行 郡山市 参入
田村実業銀行 田村郡 参入
矢吹銀行 西白河郡 参入
福島貯蓄銀行 福島市 参入
山八銀行 福島市 参入
猪苗代銀行 耶麻郡 参入
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福島県における属性別銀行店舗シェアの変化 
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福島県における店舗属性別の預貸率（貸出／預金） 
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店舗属性と貸出性向・弾力性の関係 

• 推定式 
– LOANit=β0+β1DEPOSITit+β2DEPOSITit×OTHERCit 

         +β3DEPOSITit×OTHERPit+γi+λt+εit 

– LNLOANit=β0+β1LNDEPOSITit+β2LNDEPOSITit×OTHERCit 

          +β3LNDEPOSITit×OTHERPit+γi+λt+εit 

 

• LOANit：店舗iのt年末における貸出額 

• DEPOSITit：店舗iのt年末における預金額 

• OTHERCit ：店舗iのt年末における所属。福島県の他の郡・市に本店がある銀行の 

       支店の場合に1、その他の場合に0 

• OTHERCit ：店舗iのt年末における所属。他の県に本店がある銀行の支店の場 

         合に1、その他の場合に0 

• γi：郡・市固定効果 

• λt：年ダミ固定効果 
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基本統計 

            

  Obs. Mean  Sedev. Max Min 

DEPOSIT 1,532 579,613 859,671 6,138,310 2,211 

LNDEPOSIT 1,532 12.594 1.164 16.028 7.701 

LOAN 1,532 670,961 1,313,542 14,324,348 1,525 

LNLOAN 1,532 12.515 1.324 16.477 7.33 

LNCAPITAL 1,532 13.200 1.554 18.345 9.616 
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推定結果 

                    

(1) (2) (3) 

Dependent variable LOAN     LOAN     LOAN     

DEPOSIT 1.394 (18.58) *** 1.338 (18.52) *** 1.337 (18.52) *** 

DEPOSIT*OTHERC -0.479 (-5.58) *** -0.459 (-4.73) *** -0.459 (-4.73) *** 

DEPOSIT*OTHERP -0.556 (-5.19) *** -0.552 (-5.12) *** -0.583 (-4.29) *** 

LNDEPOSIT 

LNDEPOSIT*OTHERC 

LNDEPOSIT*OTHERP 

CAPITAL 0.001 ( 0.47) 

LNCAPITAL 

Const. -142,582 (-2.61) *** 227,227 ( 0.43)   229,712 (1.44)   

City/County dummies NO YES YES 

Year dummies YES YES YES 

R2 0.762 0.768 0.770 

Obs. 1,532     1,532     1,532     

20 



推定結果（続き） 
                    

(4) (5) (6) 

Dependent variable LNLOAN     LNLOAN     LNLOAN     

DEPOSIT 

DEPOSIT*OTHERC 

DEPOSIT*OTHERP 

LNDEPOSIT 0.913 (53.18) *** 0.892 (45.92) *** 0.904 (41.46) *** 

LNDEPOSIT*OTHERC -0.036 (-11.88) *** -0.035 (-10.67) *** -0.031 (-7.14) *** 

LNDEPOSIT*OTHERP -0.029 (-6.44) *** -0.029 (-6.51) *** -0.021 (-3.06) *** 

CAPITAL 

LNCAPITAL -0.031 (-1.58) 

Const. 0.898 (3.92) *** 1.288 (4.42) *** 1.515 (4.88) *** 

City/County dummies NO YES YES 

Year dummies YES YES YES 

R2 0.751 0.762 0.763 

Obs. 1,532     1,532     1,532     

Note: Heteroschedasticity robust t-values are in parentheses. 

        *** Statistically significant at 1% level. 
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推定結果の要約 

• 預金1円に対応する貸出額 
– 同一郡・市に本店がある銀行の店舗：1.338円 

– 福島県の他の郡・市に本店がある銀行の店舗：0.879円 

– 他県に本店がある銀行の店舗：0.786円 

 

• 預金に対する貸出の弾力性 
– 同一郡・市に本店がある銀行の店舗：0.913 

– 福島県の他の郡・市に本店がある銀行の店舗：0.877 

– 他県に本店がある銀行の店舗：0.884 
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銀行統合の地域産業に対する影響 

• 推定式 
– Xit=0+1DSHAREOTHERCit+2DSHAREOTHERPit+δi+λt+it 

– Xit=0+1DSHAREOTHERCit-1+2DSHAREOTHERPit-1+δi+λt+it 

  

• Xit：t年、i郡における織物業の規模（生産量、従業者数） 

• DSHAREOTHERCit：t年、i郡における福島県の他郡・市に本店がある銀行の   

    店舗の預金シェア 

• DSHAREOTHERPit：t年、i郡における他県に本店がある銀行の店舗の預金 

    シェア 

• γi：郡・市固定効果 

• λt：年固定効果 
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基本統計 

            

  Obs. Mean  Sedev. Max Min 

DSHAREOTHERC 256 0.340 0.335 1.912 0.000 

DSHAREOTHERP 256 0.128 0.184 1.226 0.000 

DSHAREOTHER 256 0.469 0.371 1.917 0.000 

LNPROD 256 10.636 2.845 16.275 4.043 

LNWORKER 255 4.555 1.986 8.459 0.693 
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地方銀行統合の地域産業へのインパクト 

Table 5 Impact of branch banking on the weaving industry

(1) (2) (3) (4)

Dependent variable LNPROD LNPROD LNWORKER LNWORKER

DSHAREOTHERCt -1.287 (-2.54) *** -0.581 (-2.05) **

DSHAREOTHERPt -1.790 (-1.66) * -0.510 (-0.88)

DSHAREOTHERt -1.454 (-2.85) *** -0.557 (-2.06) **

Const. 13.440 (38.44) *** 13.374 (43.72) *** 6.246 (25.51) *** 6.256 (27.27) ***
City/County dummies YES YES YES YES
Year dummies YES YES YES YES

R2 0.842 0.842 0.877 0.877

Obs. 256 255 256 255

(5) (6) (7) (8)

Dependent variable LNPROD LNPROD LNWORKER LNWORKER

DSHAREOTHERCt-1 -1.627 (-2.98) *** -0.672 (-2.31) **

DSHAREOTHERPt-1 -0.145 (-0.12) * -0.020 (-0.03)

DSHAREOTHERt-1 -1.197 (-2.13) ** -0.482 (-1.78) *

Const. 14.59 (32.10) *** 13.418 (41.45) *** 5.486 (26.72) *** 5.6 (34.83) ***
City/County dummies YES YES YES YES
Year dummies YES YES YES YES

R2 0.839 0.837 0.881 0.88

Obs. 238 238 237 237

Note: Heteroschedasticity robust t-values are in parentheses.
        *** Statistically significant at 1% level.
        **   Statistically significant at 5% level.
        *     Statistically significant at 10% level.
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推定結果の要約 

• 福島県の他郡・市に本店がある銀行店舗の郡・市における
預金シェアが10％上昇した場合の影響（式5、7） 
– 織物生産量：15.0％減 

– 織物業従業者：10.0％減 
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まとめ 

• 主な発見 

– 銀行統合による店舗属性の変化は地域の資金配分に大きな
影響を与えた 

• 地域内に本店を持つ銀行の店舗はその他の銀行の店舗より地域内に
資金を供給する傾向 

– 他地域に本店を持つ銀行の預金シェアの上昇は地域の産業
の規模にマイナスのインパクトを与えた 

 

• 残されている課題 
– 本論文の発見の資金・資源配分の効率性に関する含意 

– 各地域の発展・衰退の動き→銀行統合 
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