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1章

はじめに

本研究は、2000 年以降の日本に登場した「新たな形態の銀行」において、企業ごと業
態ごとにみた効率性を検証したものである。ここで効率性とは「より少ない投入物で、よ
り多くの産出物を得ることができる事業体の能力」と定義する。さらに、本研究ではこれ
らの銀行の効率性に影響を与える要因についても分析した。
本研究において分析対象とした「新たな形態の銀行」とは、金融庁の分類で銀行免許を
もつ銀行のうち従来の「都市銀行」
、「地方銀行」、「信託銀行」、「外国銀行支店」の業態に
分類されず「その他」の業態に分類される銀行のなかでも、2000 年以降に設立された従来
の伝統的な銀行業にはない業務を行う銀行を指す。これらの新たな形態の銀行は店舗網を
持たずインターネットや電話を介して取引を行うインターネット専業銀行と大手小売業が
自社のコンビニエンスストアやショッピングセンターという店舗網にATMを設置する銀
行（以下流通系銀行）、破綻した銀行の業務を引き継ぐ銀行に大別される。金融庁に登録さ
れている銀行のうち「その他」に分類されている銀行は 2012 年 9 月 24 日現在、15 行で
あるが、金融庁はこれらの新たな形態の銀行を設立する動きについて「金融技術の革新、
競争の促進を通じて、
我が国金融の活性化や利用者利便の向上等に寄与する可能性がある。」
1としており、新たな形態の銀行の誕生は消費者に新たな選択肢を提供することで口座数、

預金残高を拡大させている（図 1）。また、これらの銀行が誕生し業績が拡大することで銀
行業界内全体の競争を促進させるだけでなく、新たな形態の銀行同士の競争も促進させる
と考えられる。戦後初めて銀行業免許を取得したジャパンネット銀行(以下、JNB)、異業
種として初めて銀行免許を取得したソニー銀行をはじめとし 2000 年以降に誕生した新た
な形態の銀行は、これまでに業界内の再編を経験した都市銀行や地方銀行とは異なり今後、
再編や淘汰が行われると考えられる。分析対象である 8 行の経常収益の推移を見ても、も
設立からの年数が比較的長いJNB、セブン銀行、ソニー銀行、楽天銀行の経常収益の伸び
は緩やかになりつつあることから他の 4 行の伸びも今後緩やかになっていくと予想される。
そのような状況下で再編または淘汰が行われると考えた場合、
「より効率的な銀行が成長し、
競争に勝ち残ることができる」とすれば、新たな形態の銀行について効率性検証を行うこ
とはこれらの銀行の将来を考える上で重要な役割を果たすと考えた。
本研究では新たな形態の銀行が今後、社会に浸透する中で更に口座数・預金残高の増加
が予想されるインターネット専業銀行と流通系銀行に注目し効率性分析を行っている。ま
た、銀行のビジネスモデルも考慮し分析を行うためこれらの銀行における口座当たりの預
金残高を比較することでさらに決済型銀行と資産運用型銀行に区分した。決済型銀行とは
ローコスト化を実現したことで、安い手数料、24 時間取引可能という特徴を生かしネット
ショッピング等の決済を主な収益源とする銀行である。資産運用型銀行とはローコスト化
により高い預金利率を提供するだけでなく、投資信託や FX 等の金融商品の販売・サービ
ス提供を主な収入源にする銀行である。区分の方法は口座当たり預金額 100 万円を基準と
し、
100 万円以下の場合には決済型、100 万円以上の場合には資産運用型としている(表 1)。
口座当たり預金残高を用いて決済型銀行と資産運用型銀行を分類した理由として、投資信
1金融庁：平成

12 年 8 月 3 日の「異業種による銀行参入等新たな形態の銀行業に対する基本的な考え方」
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託等の金融商品の購入や高い預金金利の恩恵を受けるためにはある程度の預金残高が必要
であると考えたためである。
本研究に用いたデータはいずれも分析対象である各銀行の設立時からのディスクロー
ジャー資料から必要な指標を集めた。効率性の分析に当たって DEA(Deta

Envelopment

Analysis)を利用している。
本研究において効率性分析に DEA を適用した理由は 2 つある。1 つ目の理由は、DEA
はノンパラメトリックな手法であり、データの分布に関して一切の前提を設けないという
特徴があり、本研究のようなサンプル数が少ない場合でも検証を行うことができるためで
ある。2 つ目の理由は、DEA は多入力・多出力モデルの評価を可能にしている点である。
現代の銀行業務は預金貸出業務だけに限らず、銀行の資産を運用する投資業務と金融商品
の販売等を行う役務取引業務など多様化しており、これら複数の業務を統括して分析・評
価する必要がある。このような複数の業務による収益源を持つ事業体である銀行の効率性
評価には多入力・多出力モデルを評価する DEA が適切であると考えた。以上の理由から
ノンパラメトリックな手法である DEA を効率性分析に用いた。
効率性分析の結果、先行研究におけるオペレーティングアプローチに従った効率性分析
では高い効率値を示す分析対象が多く、効率的な事業体が多いという結果が得られた。続
いて分析対象の効率性の違いをより明らかにするため独自に投入物（経常費用）
・産出物（資
産運用収益・役務取引等収益）を選択し改めて分析を行った。独自に投入物を選択した場
合には、資産運用型銀行は決済型銀行よりも高い効率値を示す分析対象が多くより効率的
であることが明らかになった。一方で、流通系銀行に分類される 2 行については先行研究
のオペレーションアプローチに従った場合と独自に投入物産出物の選択を行った場合のい
ずれにおいても効率値の差が大きく、傾向を見出すことはできなかった。また、効率値の
推移を確認することで、いずれの場合においても効率値は銀行設立時から時間経過ととも
に改善される傾向があるということが確認できた。この点については効率性要因分析にお
いても確認することができた。続いて、効率性要因分析の結果から人件費、資金調達費、
資産運用収益、役務取引等収益が効率値に影響を与える要因と確認できた。つまり、人件
費、資金調達費を抑えつつ資産運用収益、役務取引等収益を拡大させることで効率値を改
善することが可能であるという結論を得た。さらに、各銀行のダミー変数を回帰分析の説
明変数に追加したことで各銀行の潜在的な効率性についても明らかにすることができた。
詳しい結果は本論文の結論で考察している。
本稿は以下のように構成されている。まず第 3 章では本研究で用いたモデルについて説
明をする。第 4 章では DEA によって得られた推定結果を示す。第 5 章では、第 4 章で求
められた効率値に影響を与える要因を回帰分析により明らかにする。第 6 章では分析結果
を踏まえ結論をまとめる。

2章

先行研究

これまでにも DEA を用いた事業体の効率性分析は行われてきた。分析対象となる事業体
は多岐にわたり、民間企業にとどまらず自治体や公共団体の効率性評価にも利用されてい
る。DEA を利用した銀行の効率性分析の代表例としては奥田・竹(2006)、橋本(2007)、山
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本(2011)がある。これらの研究はいずれも海外の銀行について効率性分析を行ったもので
ある。
奥田・竹(2006)、橋本(2007)におけるモデルと投入物・産出物は表 2 のとおりである。
DEA を用いた銀行の効率性分析にはいくつかのアプローチ方法があり、付加価値アプロー
チやオペレーティングアプローチ等が挙げられるがこのアプローチ方法により DEA にお
ける投入物と産出物は異なる。これらのアプローチ方法の違いは銀行という事業体の定義
方法に起因している。付加価値アプローチ とは銀行の資産面を評価するアプローチ方法で
あり、銀行は支払金利や経費を投入し、預金や貸出金、投資といったストックを得る事業
体であると考えている。一方で、オペレーティングアプローチは銀行の収益性を評価する
アプローチ方法であり、銀行は支払い金利や経費を投入し、金利収入や非金利収入のフロ
ーを得る事業体であると考えている。本研究では「銀行は費用を投入し、収益を上げる事
業体」と定義し、オペレーティングアプローチの観点から分析を行う。効率性分析におけ
る投入物・産出物については先行研究に従い分析を行ったのちに、独自に採用した変数を
用いて改めて効率性分析を行っている。なお、本研究では効率性分析から得られた効率値
を被説明変数とした回帰分析を行うことで効率性要因についても明らかにする。

3章

分析方法

3-1DEA
3-1

(Deta Envelopment Analysis)

DEA について

本研究では、2000 年以降に登場した「新たな形態の銀行」と呼ばれる銀行の効率性分析
に DEA （Deta Envelopment Analysis）を適用した。DEA は効率性分析法ともいわれる
企業などの意思決定主体の経営効率性を評価するための Charnes、Cooper

and

Rhodes(1978)による手法である。DEA において比較対象となる事業体は DMU（Decision
Making Unit）と呼ばれ、これらの意思決定主体は投入された資源を便益に変換するプロ
セスであると考えられている（図 2）
。また、意思決定主体である DMU は事業体と訳され、
分析対象となる DMU は独立した経営を行っていると考えられる。
現実の企業や公共団体等の事業体はその経済活動において、労働力・設備・資金等複
数の資源を投入し、生産物・利益・顧客数等の複数の産出物を得ている。DEA はこのよう
な多入力・他出力を持つ事業体の効率性を相対的に評価することを可能するための手法で
あり、効率性は複数の産出物に対する複数の投入物の比によって評価される。そのため
DEA においては少ない投入物で、大きな産出物を得るほど効率的であると考えられている。
DEAの特徴は①ノンパラメトリック手法 2である、②多入力・多出力での効率性評価が
可能、③異なる事業体それぞれの投入物・産出物に最適なウエイト付けを行う、以上の 3
点である。
DEAはノンパラメトリック手法である。統計的な分析方法にはパラメトリック手法とノ
ンパラメトリック手法がある。パラメトリック手法は分析にあたり、データに対して母集
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パラメトリック手法はデータ数が少ない場合、統計量が不正確になりやすいのに対し、ノンパラメトリ
ック手法は母集団の影響を受けずに分析が可能である。
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団の分布に仮定を設ける手法であるのに対して、ノンパラメトリック手法ではデータが特
定の分布をしているという仮定を設けずに分析を行う。そのため、パラメトリック手法は
母集団の分布や不偏推定量を求めるためにデータ数が多くなければならないのに対してノ
ンパラメトリック手法においては少ないデータ数でも分析を行うことが可能である。本研
究においては分析対象とする新たな形態の銀行が 8 行 3と少ないことや、設立年数が浅く 4、
利用できるデータが少ないことから少ないデータ数でも分析を行うことができるノンパラ
メトリック手法であるDEAを適用した。回帰分析等のパラメトリックな手法ではデータの
誤差や特異値を想定し平均的な状態を基準に分析を行うのに対し、DEAでは最も優れた効
率性を示したDMUを結ぶことで形成した効率性フロンティアを基準に相対的な分析を行
う点で大きな違いが存在する。
また、DEAは多入力・他出力での効率性評価が可能である。経営効率を評価する指標に
関して次のような問題点が指摘されている「経営効率を評価する代表的な指標として収支
率 5がしばしば用いられてきたが、収支率では収入と支出という 2 つの項目の比率だけに
基づいた評価が行われることになり、それぞれの事業体の持つ特色や独自性などを反映し
た評価には不十分な場合がある。
」 6。これに対して、DEAでは入力・出力共に複数の項目
を用いることでより多数の項目を利用した効率性評価が可能であり、事業体の効率性評価
手法として用いられている。また、DEAは多入力・多出力のモデルであることから、その
投入物・産出物を変更することで様々な事業体の効率性評価に利用することが可能である
7。

さらに DEA は異なる事業体それぞれの投入物・産出物に最適なウエイト付けを行う。
このウエイト付けはそれぞれの事業体にとって最も効率が良くなるように行われる。その
ため投入物は同じであったとしても、異なる特徴を持つ事業体であれば各事業体にとって
最適な状態での効率性を比較することが可能である。DEA による効率値は各事業体のなか
で最も高い効率性を持つ事業体に対して最大効率値 1 が与えられ、効率値が小さな事業体
ほど効率性が低くなり効率性の違いを数値として比較することが可能である。
以上の 3 点が DEA の大きな特徴であるが DEA を用いて分析を行う際には投入物・産出
物を何にするのか、どのような事業体を評価するのかが重要になる。本研究の分析対象は
2000 年以降に設立された新しい形態の銀行のうち 8 行である。先行研究において銀行の
経営効率を分析するための投入物・産出物の検討も行われており、分析対象となる銀行の
資産面を評価する付加価値アプローチと収益性を評価するオペレーティングアプローチか
らそれぞれ投入物・産出物が決定されている。本研究では分析対象の収益性を評価するオ
ペレーティングアプローチの観点から投入物・産出物を決定している。

本研究の分析対象はイオン銀行、じぶん銀行、ジャパンネット銀行、住信 SBI ネット銀行、セブン銀
行、ソニー銀行、大和ネクスト銀行、楽天銀行の 8 行である。
4 （分析対象のうち最も早く設立されたジャパンネット銀行は 2000 年 12 月設立、最も設立年数が浅い
大和ネクスト銀行は 2011 年 4 月設立）
5 一定の収益をあげるために必要な費用な割合。
6 「包絡分析法（Deta Envelopment Analysis:DEA）に関する報告」2002.12
廣安 知之、三木 光範、
渡邉 真也）
7 DEA を用いた効率性分析の研究対象には通信事業体(末吉
1992)、公共団体の水道事業
(Aida,K.,Cooper,W.W.,Pastor,J.T.and Sueyoshi,T. 1998)等がある
3
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3-2

CRR モデル(Charnes,Cooper and Rhodes model)

CRR モデルは DEA の中で最初に提案されたモデルであり、DEA の最も基本的なモデ
ルである。このモデルにおいて、どの DMU も同種類の投入物を投入され、同種類の産出
物を産出している。つまり、すべての DMU において投入物は m 種類あり、DMU はその
投入物を n 種類の産出物に変換させるプロセスを持っていることになる。次の分数計画問
題を解くことで効率値(D)は求められる。

目的関数：Max D = ∑

制約式：∑

𝑢𝑟𝑟 𝑦𝑟𝑟
𝑣𝑖𝑖 𝑥𝑖𝑖

𝑢𝑟 𝑦𝑟𝑟

(1.1)

𝑣𝑖 𝑥𝑖𝑖

≤ 1 (𝑖 = 1,2, … , 𝑛), (𝑟 = 1,2, … , 𝑚)

𝑣1 , 𝑣2, … , 𝑣𝑖 ≥ 0, 𝑢1 , 𝑢2, … , 𝑢𝑟 ≥ 0

(1.2)

(1.3)

D：効率値

𝑢𝑟 : 投入物𝑦𝑟 に対するウエイト
𝑣𝑖 : 産出物𝑥𝑖 に対するウエイト
k: 分析対象の企業

𝑦𝑟𝑟 : 企業𝑘の𝑖個目の投入物
𝑥𝑖𝑖 : 企業𝑘の𝑖個目の産出物
n: 投入物の個数
r: 産出物の個数

この制約式によりそれぞれの投入物・産出物のウエイト𝑣𝑖 , 𝑢𝑟 はマイナスにはならず、そ

のうえで効率値の最大値を 1 になるようにしている。これにより、DEA によって求めら

れる効率対の最大値は 1 となり、最も効率的な DMU に対しては最大効率値である 1 が与
えられるようになる。
(2)回帰分析
本研究では DEA により算出した各企業の効率値を被説明変数とし、重回帰分析を行う
ことで効率的な事業体に必要な要因を明らかにする。モデル 1 では説明変数として、先行
研究に従い選択した 5 つの変数に、設立からの経過年数、分析対象である 8 行それぞれの
ダミー変数を加えた 13 の説明変数を用いて回帰分析を行う。

Yit = α＋𝛽1 𝑋1 + 𝛽2 𝑋2 +𝛽3 𝑋3+ 𝛽4 𝑋4 + 𝛽5 𝑋5 + 𝛽6 𝑋6 + 𝛽7 𝑋7 + 𝛽8 𝑋8 + 𝛽9 𝑋9 +𝛽10 𝑋10
+ 𝛽11 𝑋11 + 𝛽12 𝑋12 + 𝛽13 𝑋13 + εi

Yit ：分析対象 i の t 期における効率値
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X1: 人件費
X2: その他営業経費
X3: 役務取引等費用
X4: 資金調達費
X5: 資産運用収益
X6: 役務取引等収益
X7: JNB ダミー
X8: 楽天銀行ダミー
X9: ソニー銀行ダミー
X10: 住信 SBI ネット銀行ダミー
X11: セブン銀行ダミー
X12: イオン銀行ダミー
X13: じぶん銀行ダミー
X14: 大和ネクスト銀行ダミー
X15: 設立からの経過年数
β1: 人件費の推定係数
β2: その他営業経費の推定係数
β3: 役務取引等費用の推定係数
β4: 資金調達費の推定係数
β5: 資産運用収益の推定係数
β6: 役務取引等収益の推定係数
β7: JNB ダミーの推定係数
β8: 楽天銀行ダミーの推定係数
β9: ソニー銀行ダミーの推定係数
β10: 住信 SBI ネット銀行ダミーの推定係数
β11: セブン銀行ダミーの推定係数
β12: イオン銀行ダミーの推定係数
β13: じぶん銀行ダミーの推定係数
β14: 大和ネクスト銀行ダミーの推定係数
β15: 設立からの経過年数の推定係数
βi:

誤差項

（3）データセット
本研究では銀行は「費用投入し、収益を上げる事業体」と定義している。DEAでは分析
対象とアプローチ方法に応じ投入物・産出物を慎重に検討する必要がある。本研究におけ
る効率性分析は銀行の収益性評価であるため、はじめに先行研究で行われているオペレー
ティングアプローチを採用し、先行研究と同様の投入物・産出物を採用し効率性分析を行
っている。分析に当たり、先行研究で用いられているオペレーティングアプローチでの投
入物はLabor, Capital related operating expenses, Interest expensesであり、産出物は
8

Interest income, Non-interest incomeである。本研究では投入物として人件費(=Labor)、
その他営業経費 8(=Capital related operating expenses)、資金調達費(=Interest expenses)、
産出物として資産運用収益(=Interest income)、役務取引等収益(=Non-interest income)
と適用した。一方で、効率性分析にはオペレーティングアプローチ以外にも複数のアプロ
ーチ方法があるように、銀行の効率性評価には普遍的なアプローチ方法・普遍的な投入物・
産出物はないと考えられる。また、本研究の分析対象である新たな形態の銀行は先行研究
の分析対象となっている店舗型の都市銀行や地方銀行とはビジネスモデルに大きな違いが
あり、先行研究における投入物・産出物をそのまま適用するだけでは不十分であると考え
られる。以上を踏まえ、
「新しい形態の銀行における効率性分析」という本研究の目的のた
め効率性分析のため投入物に経常費用、産出物に資産運用収益、役務取引等収益を採用し
改めて効率性分析を行っている。効率性分析に用いた投入物と産出物は表 3-1、3-2 に示す。
続いて、効率性要因分析では独自の投入物・産出物から得られた効率値を被説明変数、
投入物・産出物として扱った変数を説明変数として回帰分析を行う。産出物として扱った
資産運用収益、役務取引等収益は収益関連の変数としてそのまま効率要因分析の説明変数
とする。また、唯一の投入物とした経常費用を損益計算書の区分に従い営業経費、役務取
引等費用、資金調達費と細分化した。営業経費は更に人件費とその他営業経費に細分化し
ている。これらの変数に加え、効率値が設立から年を経るごとに改善されている傾向がみ
られるため、設立からの経過年数を説明変数に追加する。また、分析対象である銀行独自
の潜在的効率を明らかにするためそれぞれの銀行のダミー変数を加えている。以上の手順
により効率性要因分析に用いる説明変数は収益関連の 2 変数、費用関連の 4 変数に設立か
らの経過年数、各銀行のダミー変数を加えた 15 変数となっている。効率性分析、効率性
要因分析に用いたこれらの変数の推移を図 3-1、3-2、3-3、3-4、3-5 に示す。資金調達費
を除いた、項目について設立時から増加傾向にあるが近年はその伸び率が低下しているこ
とが確認できる。資金調達費については設立年数の長い JNB、ソニー銀行、楽天銀行、セ
ブン銀行は 2009 年以降減少傾向にあることが確認できる。
なお、効率性分析、効率性要因分析に利用したデータはいずれも設立時から 2012 年 3
月までのデータを利用している 9。各データはいずれも各企業の設立時からのディスクロ
ージャー資料等から抽出した。

4章

推定結果（DEA）

本章では DEA による効率性分析の結果を説明する。先行研究に従い投入物・産出物を
選択し、分析を行った場合に求められた分析対象ごとの効率値の推移を図 4 に示す。図 4
から設立から年数が経過するとともに効率値は改善される傾向があるということが確認で
きる。この結果から、分析対象の効率値を比較する際には最新の効率値を用いることが適
切であると考えられる。2012 年の各分析対象の効率値はジャパンネット銀行、楽天銀行、

8
9

その他営業経費＝営業経費-人件費
楽天銀行については 2008 年以前のデータはイーバンク銀行のデータを採用している。
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住信 SBI 銀行、セブン銀行の 4 行が最大効率値である効率値 1 を示している。ソニー銀行
についても 0.962 と非常に高い効率値を示している。以上の結果から先行研究に従い投入
物・産出物を選択した場合には高い効率値を示す分析対象が多く、効率的な事業体が多い
ということが明らかになった。一方で、高い効率値を示す分析対象が多く流通型、決済型、
資産運用型といった分類による傾向を明らかにすることは困難であった。
続いて先行研究による分析結果を踏まえ、独自に投入物の選択を行った場合の分析結果
を確認する。経常費用を唯一の投入物とし、産出物に資産運用収益、役務取引収益を選択
した場合に求められた分析対象ごとの効率値の推移を図 5 に示す。投入物を経常費用に変
更した場合でも、効率値は設立から年数が経過するとともに改善される傾向があるという
ことが確認できる。そのため、この場合においても効率値を比較する際には最新の効率値
を用いることが適切であると考えられる。各分析対象を 2012 年の効率値の高い順に並べ
るとソニー銀行(1.000)、セブン銀行(0.989)、住信 SBI 銀行(0.912)、楽天銀行(0.854)、大
和ネクスト銀行(0.808)、ジャパンネット銀行(0.769)、イオン銀行(0.736)、じぶん銀行
(0.430)である。投入物を変更したことで分析対象の効率値が変化し、差が生じるようにな
っている。効率値の順位を見てみるとソニー銀行、住信 SBI 銀行と資産運用型銀行が上位
に位置しており、決済型銀行に分類される楽天銀行、ジャパンネット銀行、じぶん銀行は
その下位に位置している。以上のことから資産運用型銀行は決済型銀行と比較し、より効
率的であると考えられる。流通系銀行についてはセブン銀行とイオン銀行の効率値には差
があり、流通系銀行全体の傾向を明らかにすることは困難であると考えられる。そのため、
流通型銀行とネット専業型銀行の業態の違いによる効率性の差を明らかにすることは困難
である。DEA を用いた効率性分析は以上 2 つである。なお、効率性要因分析では後者の
分析によって得られた効率値を被説明変数として回帰分析を行っている。

5章

推定結果（回帰分析）

ここでは、新たな形態の銀行の効率性に影響を与える要因について明らかにする。効率
性要因を明らかにするため行った回帰分析の結果を図 6 に示す。図 6 より、新たな形態の
銀行の効率性に影響を与える要因は費用・収益関連の変数では人件費、資金調達費、資産
運用収益、役務取引等収益であることが明らかになった。また、分析対象である銀行それ
ぞれの潜在的効率性を確認するために説明変数に追加したダミー変数にいついては、ジャ
パンネット銀行ダミー、ソニー銀行ダミー、住信 SBI 銀行ダミー、セブン銀行ダミー、イ
オン銀行ダミー、大和ネクスト銀行ダミーの有意性が確認できた。設立年数についても変
数の有意性が確認できており、設立後年数が経過するとともに効率値は改善されるという
ことが証明された。
費用・収益関連の変数の係数を確認すると人件費、資金調達費の係数は負であるのに対
し、資産運用収益、役務取引等収益の係数は正である。係数が負である場合、その変数が
増加することは効率値を引き差上げる。反対に係数が正である場合にはその変数が増加す
ることで効率値は引き上げられることとなる。以上を踏まえ、新たな形態の銀行において
効率値を高めるためには、人件費、資金調達費を抑えつつ資産運用収益、役務取引等収益
を増加させることが重要であると確認することができた。分析対象である各銀行の潜在的
な効率性を表すダミー変数は係数が大きい順に大和ネクスト銀行(0.793)、イオン銀行
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(0.617)、住信 SBI 銀行(0.408)、セブン銀行(0.347)、ソニー銀行(0.246)、ジャパンネット
銀行(0.179)となっている。潜在的な効率値を表すダミー変数の係数について、流通系銀行
や資産運用型銀行、決済型銀行といった分類ごとに特徴があるとは考えることは困難であ
ったが、潜在的な効率性が高い銀行は費用面・収益面を改善することで高い効率値を取る
可能性があると考えられる。

6章

結論

本研究における分析は以上である。本研究では 2000 年以降に登場した新たな形態の銀行
についてノンパラメトリックな手法である DEA を用いてその経営効率性を測定した。ま
た、効率値に影響を与える要因に関して効率値を被説明変数とした回帰分析を行うことで
明らかにした。
本研究の結果、流通型銀行とネット専業型銀行の業態による効率性の違いを明らかにす
ることはできなかった。しかし、ネット専業型銀行を口座当たり預金残高 100 万円という
基準で資産運用型銀行と決済型銀行に分類した場合、資産運用型銀行は決済型銀行と比較
し、高い効率値を示す傾向があること、設立後年数が経過するほど効率値が改善される傾
向があることが明らかになった。また、新たな形態の銀行の効率値に影響を当てる要因に
ついても明らかにし、どのような銀行が高い効率値を取るのか今後の銀行経営を考える上
で重要な結果を得ることができた。
DEA による効率性分析の結果を改めて確認すると、ネット専業型銀行の場合には決済型
銀行ではなく資産運用型銀行のほうがより効率的である。この理由としてネット専業型銀
行の場合、資産運用型銀行に分類されているソニー銀行や住信 SBI 銀行であっても、決済
機能を有しており十分に機能していることが考えられる。決済型銀行に分類されているジ
ャパンネット銀行、楽天銀行も資産運用サービスを提供している。ジャパンネット銀行の
場合、携帯電話やパソコンを通じて投資信託や FX 等の金融商品やサービスの提供のほか、
公営競技やスポーツくじ toto などの販売を行っている。楽天銀行の場合には投資信託や
FX 等を取り扱っているだけでなく、楽天銀行に預け入れた預金をリアルタイムで楽天グ
ループ内の楽天証券の口座へ入金できるマネーブリッジ等のサービスも提供している。し
かし、決済型銀行は資産運用型銀行と比較し効率値が低くなっている。効率値を改善する
方法として資産運用収益、役務取引等収益を拡大させることが考えられるが、資産運用収
益は株式市場や債券市場の相場状況を大きく受けるため特定の銀行だけが大きく利益を増
加させることは容易ではない。そのため、役務取引等収益を増加させることが考えられる
が、決済サービスはネット専業銀行に共通する基本的なサービスとして捉え、さらに収益
を上乗せするための資産運用サービス等の手数料収入の拡大が今後不可欠になると考えら
れる。また、効率性要因分析で潜在的な効率性を表す銀行のダミー変数で最も大きな値を
示した大和ネクスト銀行は設立年数が 1 年と非常に短く今後特に効率値の改善が予測され
ると考えられる。
今後の課題として、DEA という分析方法の性質上、セブン銀行のように一部の項目が極め
て大きな値を取るなど他の銀行とは異なる特徴を持つ事業体の効率値が高くなる傾向があ
り評価方法の検討が必要であると考えられる。
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付録（図表）
図1

表1
流通系

ネット専業型

セブン銀行

資産運用型（口座当たり預金

決済型（口座当たり預金残高

イオン銀行

残高が 100 万円以上）

が 100 万円未満）

ソニー銀行

ジャパンネット銀行

住信 SBI ネット銀行

楽天銀行

大和ネクスト銀行

じぶん銀行
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表2
論文名

DEA モデル

投入物

産出物

奥田・竹(2006)

CRS・VRS

Value-added approach

Value-added approach

Labor

Advance

Capital related operating

Investments

expenses

Deposits

Interest expenses
Operating approach

Operating approach

Labor

Interest Income

Capital related operating

Non-Interest income

expenses
Interest expenses

橋本(2007)

VRS

Value added approach

Value added approach

Labor

Advance

Capital related operating

Investments

expenses

Deposits

Interest expenses
Operating approach

Operating approach

Labor

Interest Income

Capital related operating

Non-Interest income

expenses
Interest expenses

図2

投入物 1
投入物 2
投入物 3

DMU に よ る
変換プロセス
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産出物 1
産出物 2

表 3-1

先行研究に従った場合の投入物・産出物

投入物

産出物

人件費

資産運用収益

その他営業経費

役務取引等収益

資金調達費
表 3-2

独自に選択した投入物・産出物

投入物
経常費用

資産運用収益
役務取引等収益

図3
図 3-1

効率性分析・効率性要因分析に用いた変数の推移
人件費推移

人件費
9
8.5

JNB

8

楽天
ソニー

7.5

SBI

7

セブン

6.5

イオン

6

じぶん

5.5

大和
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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図表 3-2

その他営業経費推移

その他営業経費
11
10.5

JNB

10

楽天
ソニー

9.5

SBI

9

セブン

8.5

イオン

8

じぶん

7.5

大和
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

図表 3-3

資金調達費推移

資金調達費
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

JNB
楽天
ソニー
SBI
セブン
イオン
じぶん
大和
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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図表 3-4

資産運用収益推移

資産運用収益
10

JNB

8

楽天
ソニー

6

SBI
セブン

4

イオン
2
0

じぶん
大和
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

図表 3-5

役務取引等収益推移

役務取引等収益
12
11

JNB

10
9

楽天

8

ソニー

7

SBI

6

セブン

5

イオン

4

じぶん

3
2

大和
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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図4

先行研究に従った場合の効率値推移

図5

独自に投入物・産出物を選択した場合の効率値の推移
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図6

効率性要因分析結果
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