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3.1 サンプル 

 テキストデータは 2014 年 1 月から 2017 年 12 月までの期間における東証一部上場企業

の有価証券報告書を対象としている。サンプルサイズは 7141 企業-年である。収益率デー

タは 2014年 1月から 2018 年 12 月までの期間における日次収益率データを用いる。収益

率データはトムソン・ロイターから収得した。ファーマ-フレンチの 3ファクターモデルに

おける収益率のデータは、株式会社金融データソリューションズから入手した。 

 

3.2 テキストデータの扱い 

 本研究ではテキストの分析方法としてテキストマイニングを用いている。テキストマイ

ニングとは文字列を対象に行うデータ分析のことであり、ここでは文章中の単語の出現回

数を利用して分析を行う。本研究では 2種類のリスク用語リストである辞書を作成し、分

析を行った。 

1 つ目の辞書（以下、辞書①）の作成にあたり、形態素解析ツールであるMeCab1とフリ

ーソフトウェアである TinyTextMiner（TTM）2を使用した。MeCabを用いて文章を形態素

(最小の言語単位)に分解後、有価証券報告書のテキストデータを TTM で分析した。TTM

によって抽出される単語の中には、「会社」や「企業」などの会社共通の単語が多く含ま

れている。そのため、分析に用いる単語範囲を適正に絞る必要がある。 

具体的な辞書①作成方法は以下の通りである。はじめに、Campbell et al. (2014)で用いら

れた辞書を日本語に翻訳した。次に米国特有の用語を対応する日本特有の用語に置き換え

た。最後に「事業等のリスク」に頻出する用語の検討を行い、リスク用語の追加を行っ

た。具体的には 2014 年の全有価証券報告書において出現回数の合計が 10 語以上の用語を

対象にリスクへの関係の有無の検討を行った。先行研究の辞書に上記のようなリスク用語

の修正、追加を行うことによって、辞書①が日本の有価証券報告書の「事業等のリスク」

に出現するリスク用語を捉えることができる。辞書①のリスク用語は Campbell et al.(2014)

に従い、市場リスク、財務リスク、法・規制・訴訟リスク、税リスクと個別リスクの５つ

 
1工藤拓:MeCab,入手先<http://taku910.github.io/mecab/>(参照 2018-2-12). 

2松村真宏,三浦麻子:TinyTextMiner,入手先 http://mtmr.jp/ttm/ (参照 2018-2-12). 

http://mtmr.jp/ttm/


に分類した。それぞれのリスク用語の掲載数は市場リスク 231 語、財務リスク 206 語、

法・規制・訴訟リスク 151 語、、税リスク 13語、個別リスク 510 語、総数 1111 語となっ

ている。 

2 つ目の辞書（以下、辞書②）作成では Word embedding を活用した。Word embedding 

は各単語に対して固有のベクトルを与えることを意味する。本研究では Embedding 手法と

して広く使われている word2vecを用いた。word2vec は大量のテキストデータを学習し、

各単語の意味をベクトル表現する手法である。単語の意味をベクトル化することにより、

単語間の意味の近さを計算することが可能となる。本研究ではベクトル化された単語の次

元数は 300である。辞書②では python3.6を使用し、python ライブラリの gensim3上で

word2vecを用い計算を行った。形態素解析には MeCab（+mecab-ipadic-NEologd)を用い

た。この手法では word2vec の学習データを日本語版Wikipedia の本文全文とし、単語間の

意味の近さを cos 類似度4によって計算している。 

具体的な辞書②の作成方法は次の通りである。辞書①からカテゴリーごとにそれぞれに

関係の深い用語の摘出数に応じて 15 もしくは 20の単語を選出し、それらの単語をリスク

カテゴリーごとの基準単語とした（市場リスク 20 語、財務リスク 15語、法・規制・訴訟

リスク 15 語）。その後、基準単語と cos類似度が高い単語を特定した。本研究では cos 類

似度 0.6 以上の単語を類似度が高い単語としている5。。カテゴリーを通じて単語が重複し

た場合には、より cos 類似度が高いカテゴリーに属するものとした。基準単語に類似度の

高い単語を追加したリスクカテゴリーごとの用語リストを辞書②とした。なお、辞書②で

は、辞書①と異なり、税リスクカテゴリーと個別リスクカテゴリーを採用していない。税

リスクカテゴリーについては辞書①におけるリスク用語数が他のカテゴリーと比べて極端

に少なく、基準単語の選出が難しかったからである。また、個別リスクカテゴリーについ

ては様々なリスク用語が考えられ、一定の基準単語を選出する方法では個別リスク用語全

体をカバーする用語リストを作ることは難しいためである。辞書②のそれぞれのリスク用

語の掲載数は、市場リスク 1020 語、財務リスク 667 語、法・規制・訴訟リスク 442 語と

なっている。 

 
3 gensim上で word2vec を使用した際のパラメータは以下の通り。 

  (size=300, sg=1, min_count=20, window=10, negative=10) 

4 cos 類似度は 2つのベクトル化された用語�⃗� = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛)と�⃗⃗� = (𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛)に対し

て、以下の式で計算する。 
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5 cos類似度 0.6以上の単語に明らかに分類が異なる単語がないことを確認したうえで辞書

①とリスク用語の出現回数が近い cos類似度 0.6 以上を基準とした。なお、0.65 にした場

合にも後の分析でおおむね同様の結果が得られた。 



辞書①：リスク用語リスト① 

 

市場リスク

アジア 価格変動 銀 市場ニーズ

アジア地域 過剰在庫 景気 市場リスク

インフレ 海外 景気後退 市場価格

エネルギー 海外子会社 景気循環 市場環境

オプション 海外市場 景気低迷 市場規模

ガス 海外事業 景気動向 市場性

ガソリン 海外展開 景気変動 市場動向

カントリーリスク 海外売上高 経済 資源

グローバル 外貨建 経済環境 資材

グローバル化 外貨建て 経済情勢 資材価格

サイクル 外貨建取引 経済状況 事業リスク

スワップ 外国 経済状態 事業環境

タイムリー 外国為替 経済成長 自動車

デフレ 外国為替相場 経済的 自動車メーカー

デリバティブ 外国通貨 経済動向 自動車業界

デリバティブ取引 外部環境 元 社会

テロ 各国 原価 社会インフラ

テロ等 割引 原材料 社会情勢

ニーズ 株式市場 原材料価格 社会的

マーケット 官公庁 原材料等 社会的混乱

ユーロ 換算 原油 主要原材料

リスクヘッジ 換算時 原油価格 首都圏

わが国 環境変化 原料 需給

為替 季節 現時点 需給バランス

為替リスク 季節的変動 現地通貨 需要

為替レート 季節変動 現地通貨建て 需要動向

為替取引 供給 限界 住宅

為替相場 競合 個人消費 住宅市場

為替変動 競合会社 公共事業 住宅着工

為替変動リスク 競合関係 鉱石 少子高齢化

為替予約 競合企業 鋼材 消費

為替予約等 競合状況 高騰 消費支出

円 競合先 国 消費者

円安 競合他社 国際的 消費動向

円換算 競合等 国内 人民元

円換算後 競争環境 国内外 世界

円高 競争激化 国内基準 世界各国

欧州 業界 在庫 世界経済

欧州連合 金 材料 世界的

価格 金属 財政 成長率

価格競争 金融危機 市況 政治

価格高騰 金融情勢 市況変動 政治情勢

価格設定 金融政策 市場 政治的



辞書①：リスク用語リスト② 

 

市場リスク 財務リスク

政情不安 不景気 キャッシュ 業績

政府 不透明 クレジット 業績変動

生産能力 不動産価格 ストック 金額

石炭 不動産市況 ストックオプション 金融

石油 不動産事業 デフォルト 金融機関

設備投資動向 紛争 ファンド 金融機関等

先物 米ドル リース 金融市場

先物取引 米国 リース契約 金融商品

戦争 変動リスク ローン 金融庁

全国 変動要因 引受 金利

素材 補完 引当 金利上昇

相場 北米 引当金 金利水準

代替 未来 運転資金 金利動向

代替品 油 運転資本 金利負担

短期 流行 運用利回り 金利変動

値下げ EU 営業収益 金利変動リスク

値下げ圧力 営業赤字 銀行

地価 営業損失 銀行借入

中国 営業利益 経常損失

中東 延滞 経常利益

通貨 卸資産 経費

通貨危機 会計基準 経理

鉄 会社更生法 減損会計

鉄鋼 回収 固定金利

天然ガス 回収可能性 固定資産

電気 改善 好転

電力 格下げ 債券

電力供給 格付 債権

東南アジア 格付け 債務

東日本大震災 割引率 債務不履行

動向等 株 再編

日本 株価 財政状況

日本円 株価下落 財政状況等

日本国内 株価等 財政状態

燃料 株価変動 財政状態等

燃料価格 株式 財務

能力 株式価値 財務健全性

背景 株式公開 財務諸表

売上原価 株式等 財務状況

販売動向 株主 財務状況等

販売用不動産 企業価値 財務状態

不安定 希薄化 財務制限条項

不況 義務 財務体質



辞書①：リスク用語リスト③ 

 

財務リスク 税リスク

財務内容 赤字 売上債権 課税所得

財務報告 設備投資 発行 繰越欠損金

残高 潜在株式数 発行済株式総数 繰延税金資産

市場金利 創業者 評価損 繰延税金負債

支出 損益 不良債権 固定資産税

支配株主 多額 普通株式 消費税

支払 貸し倒れ 負債 消費税等

支払利息 貸借対照表 返済 税金

資金 貸倒れ 返済期限 税制

資金繰り 貸付 保険 税制等

資金調達 退職 保証金 税務上

資金調達コスト 退職給付債務 保証金等 税務調査

資金不足 退職給付費用 保有株式 税務当局

資産価値 担保 保有資産

資産額 帳簿価額 保有有価証券

資産等 調達コスト 満期

資産売却 調達価格 民間設備投資

資本 長期借入金 民事再生法

資本調達 賃借 有価証券

時価 賃貸 有利子負債

自己資本 賃貸借契約 有利子負債依存度

自己資本規制比率 賃貸人 有利子負債残高

自己資本比率 追加担保 融資

社債 倒引当金 与信管理

借り換え 倒産 与信関係費用

借入 倒産等 預金

借入コスト 投資 利益

借入れ 投資家 利益率

借入金 投資額 流動性

収益力 投資有価証券 連結業績

収入 当社株式 連結財務諸表

従業員退職給付費用 当社業績 連結財務諸表作成

出資 特約条項 連結自己資本比率

準備金 内部者 連結売上高

純資産 内部留保

償還 年金

上場 年金資産

信用 破綻

信用リスク 配当

信用格付け 配当金

信用不安 買収防衛策

新株予約権 売上

人件費 売上高



辞書①：リスク用語リスト④ 

 

法・規制・訴訟リスク

ガイドライン 検査 訴訟リスク 法制度

コンプライアンス体制 権利 訴訟等 法的

ルール 権利行使 損害賠償 法的規制

安全性 原告 損害賠償請求 法的規制等

違反 原則 損害賠償請求等 法的責任

営業許可 個人情報等 損害賠償責任 法律

課徴金 個人情報保護 損害賠償等 法令

介護保険法 個人情報保護法 損傷 法令違反

会社法 古物営業法 貸金業法 法令違反等

改正 公正取引 宅地建物取引業法 法令遵守

改正等 公的規制 知的財産 法令順守

改定 厚生労働省 知的財産権 法令等

開示 厚生労働大臣 知的所有権 免許

各種規制 行政処分 調査 問い合わせ

環境 国際会計基準 抵触 薬価基準

環境規制 詐欺 提訴 薬事法

監査 施行 登録 履行

監査役 執行 都市計画法 立法

監督 社会的責任 土壌汚染 労働者派遣法

監督官庁 社内規程 特許権 毀損

関係法令 修正 特定商取引 瑕疵

関連会社 集団訴訟 独占禁止 瑕疵担保責任

関連法規 準拠 独占禁止法

関連法令 遵守 認可

危険 順守 賠償

基準 承認 賠償額

規制 照会 賠償金

規制緩和 情報開示 賠償責任

規制当局 条項 罰金

規制等 条例 罰則

規則 食品衛生法 被告

規則等 侵害 品質管理基準

規定 新薬 不正

規程 制定 不当表示防止法

規模小売店舗立地法 制度 保険業法

許可 制度変更 保守

許認可等 政策 保証

競争 製造物責任 補償

金融商品取引法 製造物責任賠償 補填

銀行法 製造物責任法 法

係争中 請求 法改正

建設業法 訴え 法規制

建築基準法 訴訟 法規制等



辞書①： リスク用語リスト⑤ 

 

個別リスク

イノベーション フランチャイズ加盟店 外部委託 業種

インターネット ブランド 外部要因 業態

インターネット上 ブランドイメージ 各社 業務提携

インドネシア プロジェクト 各種製品 業容拡大

インフラ マーケティング 拡大 契約

オンライン メディア 拡張 契約内容

お客さま メンテナンス 革新 携帯電話

お客様 ユーザー 感染 経営

グループ ライセンス 感染症 経営課題

グループ会社 リコール 環境問題 経営環境

クレーム リスク管理 管理 経営資源

コストダウン リスク発生 管理体制 経営状況

コスト管理 リストラクチャリング 関係会社 経営陣

コスト削減 安全 関税 経営成績

コンピューターシステム安全管理 韓国 経営成績等

コンピュータウィルス 安全対策 企業イメージ 経営体制

コンピュータウイルス 依存 企業グループ 経営方針

コンピュータシステム 依存度 企業買収 計画

サービス 委託先 企業文化 欠陥

サプライチェーン 異常 既存顧客 健康

サプライヤー 異常気象 既存事業 建設

シェア 医薬品 機会損失 建築

システム 医療 機密 建物

システムトラブル 医療機関 機密情報 懸念

システムリスク 育成 規模 研究開発

システム障害 営業活動 規模災害 研究開発活動

ジョイントベンチャー 営業拠点 規模地震 研究開発投資

ストライキ 衛生管理 技術 研究開発費

セキュリティ 疫病 技術開発 研修

セキュリティ対策 汚染 技術革新 原価管理

ソフトウェア 化粧品 技術者 減損

ソフトウエア 価格競争力 技術的 減損処理

タイ 加盟店 技術等 減損損失

テクノロジー 火災 技術力 現地

トラブル 火災等 議決権 個々

トレード 課題 休業 個人

ネットワーク 会員 給与 個人情報

ノウハウ 海外事業展開 拠点 個人情報取扱事業者

のれん 海外進出 供給者 個別

ハードウェア 開拓 供給不足 故障

バランス 開発 競争力 雇用

ビジネスモデル 外注先 教育 顧客

フランチャイズ 外的要因 業者 顧客サービス



辞書①：リスク用語リスト⑥ 

 

個別リスク

顧客ニーズ 自然災害 出店 人員配置

顧客企業 自然災害等 出店計画 人材

顧客基盤 失墜 出店政策 人材育成

顧客情報 失墜等 所有権 人材確保

顧客等 疾病 除却 人材不足

公共投資 社員 商業化 人財

工場 社員教育 商標 人事

広告 社会的信用 商標権 人手不足

広告主 社外 商品 人的被害

洪水 社内 商品化 性能

洪水等 社内管理体制 商品開発 成長性

購入価格 社内教育 商品構成 整備等

合併 社内体制 小規模 生産

差別化 主要顧客 小規模組織 生産活動

最終製品 主要市場 証券化 生産拠点

採用 主要事業 障害 生産体制

災害 主要製品 情報 生命保険会社

災害等 主力 情報システム 製造

作品 主力事業 情報セキュリティ 製造コスト

参入 主力商品 情報管理 製造拠点

参入障壁 主力製品 情報技術 製造業

仕入れ 取り組み 情報資産 製造工程

子会社 取扱商品 情報漏洩 製造設備

施設 取引 食材 製造販売

資産 取引関係 食中毒 製品

資本提携 取引先 食品 製品化

事業拡大 取引先等 信用失墜 製品価格

事業活動 取締役 信用状況 製品開発

事業基盤 取締役会 信用状態 製品供給

事業規模 受け入れ 信用低下 製品構成

事業拠点 受託 信用力 製品等

事業計画 受注 信頼 設備

事業所 収益基盤 信頼性 設備等

事業展開 収益構造 侵入 宣伝

事業展開その他 修復 新規 専門性

事業内容 集中 新規参入 戦略的提携

事業分野 従業員 新規事業 潜在

事業領域 従業員等 新規出店 潜在的

事故 重複 新型インフルエンザ 船舶

事故等 重要課題 新型インフルエンザ等 租税

時期 重要事象等 親会社 組織体制

自治体 縮小 震災 創出

自社 出荷 人員 操業



辞書①：リスク用語リスト⑦ 

 

個別リスク

操業停止 撤退 納品 法人

相手先 天気 廃棄物 防止

相乗効果 天候 配送 無形資産

損害 天候不順 買収 役員

他社 天災 売買 薬剤師

他社製品 展開 発注 輸出

多様化 店舗 半導体 輸出規制

体制 店舗運営 犯罪 輸出入

対価 店舗展開 販売 輸入

貸出先 点検 販売活動 輸入規制

代理店 伝染病 販売拠点 有害物質

台風 電子部品 販売権 融合

台風等 電力不足 販売先 予測不可能

台湾 都道府県 販売代理店 予測不能

担保価値 都道府県知事 販売等 余剰

短時間労働者 土地 販路拡大 利益相反

暖簾 投資先 秘密 利用者

知的財産権等 投資先企業 被害 立地

地域 当該事業 被災 流出

地震 当該地域 評判 流通

地震等 当社グループ製品 品質 流動化

地方自治体 当社グループ全体 品質確保 臨床

遅れ 当社事業 品質管理 臨床試験

遅延 当社製品 品質管理体制 冷夏

遅延等 統合 品質保証体制 連携

蓄積 同業他社 品質問題 連結

中核 得意先 不具合 連結子会社

注文 特許 不正アクセス 労使関係

著作権 特許権等 不正行為 労働組合

調達 特許等 不測 労働争議

調達先 特徴 不足 労務費

直接的 特定 不備 漏洩

陳腐化 特定取引先 不利益 漏洩等

津波 特別目的会社 付加価値 乖離

通信 独自 部品等 嗜好

通信ネットワーク 独立 風評 IT

停滞 内部管理体制 物件 SPC

停電 内部統制 物流

停電等 内部統制システム 分散

提携 認証 返品

提携関係 認知 保安

提携先 納期 保険会社

適材適所 納入 保険適用



辞書②：基準単語リスト 

市場リスク 財務リスク 法・規制・訴訟リスク

為替 債務不履行 違反

景気 引当 改正

経済 延滞 規制

原油 財務 訴訟

財政 資金繰り 独占禁止法

市場リスク 借入 賠償

需要 信用 罰金

成長率 赤字 法令

政治 倒産 瑕疵

戦争 破綻 課徴金

通貨 不良債権 遵守

不況 負債 製造物責任

インフレ 返済 不正

デフレ 自己資本 法的

円安 流動性 監査

円高

株式市場

米ドル

個人消費

世界経済
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