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1.はじめに  

 

本稿の目的は、アナリスト予想の精度と価値関連性が、アナリスト予想

の数とその予想の散らばり度合いによって、どのように変わってくるのか

を実証的に明らかにすることである。株式投資家にとって、アナリストに

よる業績の予想は極めて重要な投資判断材料となっている。その中でも、

各アナリストの業績予想の平均値は「コンセンサス予想」と呼ばれ、それ

は複数のアナリストの予想を集約した代表的数値として最も注目度が高

い。実際に近年では、決算や業績修正内容とコンセンサス予想との開きに

よって、株価が変動する事例が多く見られることからも、注目度の高さが

伺える。そして、このコンセンサス予想がどれだけ有益な情報であるかに

ついては、その精度や価値関連性の観点から分析が行われてきた。本稿に

おいての精度とは、実際の業績とコンセンサス予想の差であり、この差が

小さいと精度が高いと言える。また価値関連性とは、コンセンサス予想が

株価に与える影響のことであり、価値関連性の高いコンセンサス予想ほど

株価によく織り込まれ、市場での利用度が高いことを示している。  

しかし、同じコンセンサス予想と言っても、それが多数のアナリスト予

想からなる場合と少数のアナリスト予想からなる場合がある。さらには、

個々のアナリスト予想が比較的一致している場合と、その散らばりが大き

い場合がある。これらのアナリスト予想の数やアナリスト予想の散らばり
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度合いは、コンセンサス予想の精度や価値関連性にどのような影響を与え

るのだろうか。  

そこで本稿では、アナリスト予想の数と散らばり度合いが、コンセンサ

ス予想の精度及び価値関連性に与える影響を実証的に分析する。 1997 年か

ら 2012 年までの東証一部上場銘柄になされたアナリストの予想を対象と

して、重回帰分析を行った。分析の結果、1)アナリスト予想の数が多いほ

ど、コンセンサス予想の精度は低くなる、 2)アナリスト予想が集中してい

るほど、コンセンサス予想の精度は高くなる、 3)アナリスト予想の数が多

いほど、コンセンサス予想が株価に与える影響は弱まる、4)アナリスト予

想が集中しているほど、コンセンサス予想が株価に与える影響は強まる、

との結果が得られた。  

本稿の分析結果は、同じコンセンサス予想と言っても、その精度はアナ

リスト予想の数や散らばり度合いによって変化することを示している。さ

らには、株式市場が全体として、その関係を認識したうえで、精度の高い

コンセンサス予想ほど株価に強く織り込んでいる可能性を示唆している。  

本稿は、従来注目されていなかったアナリスト予想の数と散らばり度合

いが、コンセンサス予想の精度及び価値関連性に与える影響を明らかにし

た点において、意義のあるものと言える。  

本稿の構成は以下の通りである。まず第 2 節で、本研究の背景を述べ

る。第 3 節ではコンセンサス予想の精度に関する分析を行い、その結果を

考察する。第 4 節ではコンセンサス予想の価値関連性に関する分析を行

い、その結果を考察する。最後に、第 5 節では本研究の総括と課題につい

て述べる。  
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2.研究の背景  

 

 2014 年から少額投資非課税制度 (通称 NISA)が開始されたなど、株式投

資への注目が高まっている。日本政府も『貯蓄から投資へ』というスロー

ガンを掲げ、投資の増加を促している。しかし、企業と投資家の間には情

報の非対称性の問題が存在しているため、投資家が得られる情報は十分と

は言えない。それゆえ、投資家が細かい投資予測を行うことは難しい。こ

れら情報の非対称性を解消する存在として、アナリストが挙げられる。  

 アナリストは、投資家の投資判断の参考となる情報の提供を行う。具体

的には調査対象企業の事業内容を分析し、業績を予測し、売買推奨を行

う。このような専門的な立場で業績を予測するアナリストの見方は、投資

判断材料として欠かせないものとなっており、株価形成への影響も大き

い。その中でも、コンセンサス予想は複数のアナリストの予想を集約した

代表的数値として最も注目度が高く、株価に影響を与えるとされている。

Ohlson(2001)は、株価が株主資本簿価、当期利益、次期予想利益の主要三

変数で表されると示し、次期予想利益をコンセンサス予想とし、コンセン

サス予想が株価に有意に正の影響を与えることを示した。実際の市場で

も、業績見通しがコンセンサス予想を下回り、市場に失望感を与え、株価

が下落した例がある。2013 年 4 月末、ホンダ株が前日と比べて約 3%安と

なったことや、同年 7 月末、富士重工業株が前日と比べて約 7%安となっ

たことがあげられる。これらの事例からも、コンセンサス予想が株価形成

に与える影響は大きいことがわかる。  

しかし、コンセンサス予想は、単にアナリストによる業績予想の平均値で

あるため、コンセンサス予想が同値であったとしても、そのコンセンサス

予想に含まれるアナリストの予想数や、ばらつきが異なる場合がある。

我々がデータを取得した Datastream 内の I/B/E/S には、コンセンサス予

想以外に、アナリスト予想の数、アナリストが予想する純利益の標準偏差

などが収録されている。以下の表は、1 株当たり純利益のコンセンサス予

想が近い値のものを示す。  
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表 1 コンセンサス予想の内容の相違  

銘柄  

1 株当たり純利益

の  

コンセンサス予想  

アナリスト  

予想の数  
標準偏差  

新日鉄住金 (株 ) 19.92 円   17  3.90 円  

太平洋金属 (株 ) 19.92 円   4  7.15 円  

双日 (株 ) 20.13 円   6  1.59 円  

住友大阪セメント (株 ) 20.35 円   6  0.94 円  

三井金属工業 (株 ) 20.42 円  10  2.27 円  

不二製油 (株 ) 20.47 円   3 24.31 円  

富士電機 (株 ) 20.50 円   6  1.21 円  

沖電気工業 (株 ) 20.51 円   2  1.09 円  

I/B/E/S から 2013 年 6 月 30 日時点でのデータを取得、使用した。  

 

以上の表から、コンセンサス予想がほぼ同じ値であったとしても、アナ

リスト予想の数や標準偏差に差があることがわかる。標準偏差とは、アナ

リスト予想の散らばり度合いを示している。アナリストの予想の数は、最

も少ない企業で沖電気工業 (株 )が 2、最も多い企業で新日鉄住金 (株 )が 17

と開きがある。標準偏差は、最も小さい企業では、住友大阪セメント (株 )

の 0.93 円、最も大きい企業では、不二製油 (株 )の 24.31 円と開きがある。

このように、コンセンサス予想がほぼ同じ値であったとしても、アナリス

ト予想の数と散らばり度合いにおいて違いがある。  

本稿の意義は、この違いに注目し、アナリスト予想の数と散らばり度合

いが、コンセンサス予想の精度及び価値関連性に与える影響を明らかにし

た点にある。  

アナリスト予想の数に関しては、Brown(1997)と太田 (2005)、太田

(2007)がコンセンサス予想の精度に影響を与える要因として言及してい

る。Brown(1997)は I/B/E/S の 1983 年から 1996 年のデータを使用し、コ

ンセンサス予想の精度に影響を与える要因について分析した。その中で、
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アナリスト予想の数が多いほど、コンセンサス予想の精度は高くなること

を示している。また、太田 (2005)も I/B/E/S の 1987 年から 1999 年のデー

タを使用し、経営者予想、東洋経済予想、 I/B/E/S コンセンサス予想の三種

類について、予想精度と価値関連性について比較した。その中で、アナリ

スト予想の数が多いほど、コンセンサス予想の精度は高くなることを示し

ている。さらに、太田 (2007)においても、アナリストの数が多いほどコン

センサス予想の精度が高いことが主張されている。しかし、これらのいず

れの研究においても、推計式において企業の規模が考慮されていないとい

う不足点がある。  

推計式において、企業の規模が考慮されない場合には、そこで示された

アナリスト予想の数とコンセンサス予想の精度の関係は、見せかけの相関

である可能性がある。通常、アナリスト予想の数と企業の規模には正の相

関関係があると考えられる。実際に、1997 年から 2013 年の 6 月 30 日時

点でのデータを I/B/E/S から取得し、アナリスト予想の数別に、時価総額

の平均を求めてみた。  

 

表 2 アナリスト予想の数別時価総額平均  

アナリスト予想の数  時価総額 (百万円 ) サンプル数  

2 44,645 1481 

3 63,735 1095 

4 86,811 842 

5 112,026 707 

6 149,715 547 

7 189,376 466 

8～9 285,926 827 

10～12 458,855 882 

13～15 662,973 625 

16 以上  1,195,995 608 

I/B/E/S から 1997-2013 年の各 6 月 30 日時点でのデータを取得、使用した。  
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この表をみると、アナリスト予想の数と企業規模に正の相関関係が存在す

ることが分かる（また、アナリスト予想の数と企業規模の相関係数は 0.732

であった）。さらに、企業規模とコンセンサス予想の精度にも、相関関係が

あると考えられる。なぜなら、企業規模が大きいほど、投資家と企業の間に

おける情報の非対称性が小さく、結果的にコンセンサス予想の精度が高まる

と考えられるからである。  

以上の①アナリスト予想の数と企業規模の相関関係、ならびに②企業規模

とコンセンサス予想の精度の相関関係、を考慮すると、アナリスト予想の数

がコンセンサス予想の精度に与える影響を分析する際には、企業規模の影響

を考慮すべきであることが分かる。したがって、企業規模を考慮していない

上記の先行研究の結果は、アナリスト予想の数とコンセンサス予想の精度の

間の見せかけの相関を反映したものである可能性がある。  

そこで、本稿では、アナリストの予想の数がコンセンサス予想の精度に与

える影響を、推計式に企業規模を考慮したうえで実証的に考察する。また、

アナリスト予想の散らばり度合いがコンセンサス予想の精度に与える影響

を分析した先行研究は存在しないため、本稿ではこの点もあわせて考察する。

そして、それに加えて、アナリスト予想の数と散らばり度合いがコンセンサ

ス予想の価値関連性に与える影響もあわせて分析を行う。  
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3.コンセンサス予想の精度に関する分析  

  3.1.仮説  

 

 前節で述べたように、アナリスト予想の数がコンセンサス予想の精度に

与える影響について分析を行う際、企業規模の影響を考慮すべきである。

しかし、Brown(1997)と太田 (2005)の研究では企業規模を考慮していな

い。そのため、これらの研究では、アナリスト予想の数がコンセンサス予

想の精度に与える影響に関して、正確な結果が得られていない可能性があ

る。本稿では、企業規模をコントロールした上で、アナリスト予想の数

が、コンセンサス予想の精度にどのような影響を与えるかに関して、以下

の 2 つの対立する仮説を立てた。  

 

【仮説 1-a】アナリスト予想の数が多いほど、コンセンサス予想の精度

は高くなる。  

 

この論拠として、「大数の法則」が挙げられる。「大数の法則」とは、

例えばサイコロはどの目も出る確率は 1/6 だが、試行回数が少ない場合に

は偏りが出ることが多い。しかしながらその試行回数を相当に増やしてい

けば、最終的に理論値である確率 1/6 に近づくというもので、十分な標本

数の集団を調べれば、その集団内での傾向は、その標本が属する母集団の

傾向と同じになることを意味するものである。つまり、アナリスト予想の

数が多くなる、つまり標本数が多くなると、極端なアナリストによる業績

予想が平均値であるコンセンサス予想に与える影響が小さくなり、コンセ

ンサス予想の精度は高くなると推測される。  
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【仮説 1-b】アナリスト予想の数が多いほど、コンセンサス予想の精度は

低くなる  

 

【仮説 1-a】の対立仮説として【仮説 1-b】が考えられる。我々は、アナ

リストのインセンティブによって、アナリスト予想の数が多いほど、コン

センサス予想の精度は低くなる可能性があると考える。『 Institutional 

Investor』は毎年アナリストランキングを発表するとともに、機関投資家

が (セルサイド・ )アナリストに求めるものをアンケート調査し、発表して

いる。以下の表 3 に、2001、2005、2009 年においてアメリカで調査され

たアンケート結果をまとめた。  
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表 3 (セルサイド・ )アナリストに求められているもの  

 2001 2005 2009 

1

位  

業界知識の深さ  業界知識の深さ  業界知識の深さ  

2

位  

コンタクトのし易

さ・即答性  

健全性・プロフェッ

ショナリズム  

健全性・プロフェッ

ショナリズム  

3

位  

企業金融業務から

の独立性  

コンタクトのし易

さ・即答性  

コンタクトのし易

さ・即答性  

4

位  

タイムリーかつ有

益な電話や訪問  

企業経営陣へのアク

セスの良さ  

企業経営陣へのアク

セスの良さ  

5

位  

特別なサービス  特別なサービス  特別なサービス  

6

位  

レポートの内容  レポートの内容  レポートの内容  

7

位  

企業経営陣へのア

クセスの良さ  

タイムリーかつ役立

つ電話連絡や訪問  

分析モデルの内容  

8

位  

特別なサービス  コミュニケーション

能力  

タイムリーかつ役立

つ電話連絡や訪問  

9

位  

業績予測の正確性  分析モデルの内容  アイデアの創出  

10

位  

銘柄選択の適格性  利益相反の管理  レポートの頻度  

11

位  

質の高い営業  銘柄選択の適格性  業績予測の正確性  

12

位  

マーケットメイク /

注文執行  

業績予測の正確性  銘柄選択の適格性  

『 Institutional Investor』2001 年 10 月版、2005 年 10 月版、  

2009 年 10 月版より筆者作成  
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注目すべきは、業績予想の正確性の順位が毎年低く、サービス関連の項

目が上位を占めていることである。つまり、機関投資家は (セルサイド・ )

アナリストに対して、業績予想の正確さよりも、サービスの内容などを重

視していることがわかる。  

この機関投資家側のニーズをアナリストが認識しているのであれば、ア

ナリスト数が多い、つまりアナリスト間の競争が激しい場合、綿密な業績

予想よりもサービス等により時間を費やすようになり、業績予想の正確さ

が低下することが予想される。つまり、アナリスト予想の数が多いほど、

コンセンサス予想の精度は低くなることが考えられる。  

 

さらに、アナリスト予想の散らばりが、コンセンサス予想の精度にどの

ような影響を与えるかに関して、以下の 2 つの対立する仮説を立てた。2

つの仮説を立てる根拠として、アナリスト予想が集中する場合に、各アナ

リストが自ら分析して予想を行う場合と、自ら分析せずに予想を行うとい

う二つの場合が考えられる。アナリスト自ら分析せずに予想を行う要因と

して、アナリストのハーディング行動が挙げられる。以下のいずれの仮説

が実証されるかによって、アナリスト予想の散らばりがコンセンサス予想

の精度に与える影響を実証する。  

 

【仮説 2-a】アナリスト予想が集中しているほど、コンセンサス予想の精

度は高くなる  

 

アナリストの役割に関して、「企業が開示・提供する情報や実態を中立

的な立場で分析・解明し、貯蓄主体に伝達していくのがアナリストであ

る。アナリストは、資本市場における情報仲介者として、情報の非対称性

を是正する機能を持ち、付加価値を創造する企業への円滑な資金供給に寄

与し、経済社会の発展に貢献するという役割を担っている」 (経済産業省  

2007) との考えがある。  

上記に見られるように、アナリストは投資家が得る事のできない情報を

得ることができる。また、市場において投資家と企業との間に立つ中立的
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な立場から客観的に分析し、市場に情報を提供する。そのような立場にあ

るアナリストの予想が一致する場合、必然的に予想の精度は高いと考えら

れる。つまり、アナリスト予想が集中しているほど、コンセンサス予想の

精度は高くなると推測される。  

 

【仮説 2-b】アナリスト予想が集中しているほど、コンセンサス予想の精

度は低くなる  

  

アナリスト予想が集中している場合、その集中はハーディング行動によ

る可能性が挙げられる。ハーディング行動とは、アナリストが合理的な分

析を経ずに、意図的に他のアナリストの予想に追随することである。実際

に米国ではハーディングに関して多くの研究がなされている。

Welch(1999)は、アナリストの予想が他のアナリストの予想に与える影響

を分析した。分析によると、一部のアナリストは、他のアナリストが予想

修正を行うと、それに追随して予想を修正することが示されている。これ

は、市場におけるハーディング行動を示した一例である。アナリスト予想

の集中がこのようなハーディング行動により生じているならば、アナリス

ト予想が集中しているほど、コンセンサス予想の精度は低くなると推測さ

れる。  

 

3.2.推計式  

 

 本稿では、1 株当たり純利益のコンセンサス予想を用いて、分析を行う。

コンセンサス予想の精度を測るにあたり、コンセンサス予想と、その後実現

した業績である 1 株当たり実現純利益との差異の絶対値を前期末株価で除

したものを予想誤差と定義する。この予想誤差が大きければコンセンサス予

想の精度は低く、予想誤差が小さければコンセンサス予想の精度が高いもの

とする。この予想誤差を被説明変数とし、アナリスト予想の数と変動係数を

説明変数とし、重回帰分析を行う。また、企業規模とアナリスト予想の数に

は正の相関関係が認められるため、コントロール変数として、時価総額の自
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然対数値を説明変数に追加する。さらに、年度による影響を考慮し、年次ダ

ミーを追加する。以下に、回帰式を示す。  

 

𝑌(予想誤差 ) 

=  𝐚𝟎 (定数項 ) 

+𝐛𝑋1(log アナリスト予想数 ) 

+𝐜𝑋2(アナリスト予想の変動係数 )            (1) 

+𝐝𝑋3(log 時価総額) 

+𝐞𝑋4(年次ダミー) 

+𝛆(撹乱項) 

 

被説明変数と説明変数の定義は以下のとおりである。  

 

＜被説明変数＞  

Y：予想誤差  

本稿では、コンセンサス予想と、その後実現した 1 株当たり実現純利益

の差異の絶対値を、前期末 (3 月 31 日 )時点での株価で除したものを予想誤

差と定義する。なお、コンセンサス予想は各年度の 6 月 30 日時点での、

当期純利益予想の平均である。以下に式を示す。  

 

予想誤差 = (|1 株当たり実現純利益 −コンセンサス予想 |) 株価⁄ × 100 

 

前期末時点での株価で除するのは、Scale Effect を緩和するためである

(1)。なお、本稿では、この予想誤差が小さいほどコンセンサス予想の精度

が高いと定義する。  

 

＜説明変数＞  

X1： log アナリスト予想数  

各年度の 6 月 30 日時点でのアナリスト予想の数を用い、分析にあたりこ

のアナリスト予想の数の自然対数値を用いる。  
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X2：アナリスト予想の変動係数  

アナリスト予想の散らばりに関して、本稿ではアナリスト予想の変動係

数を散らばり度合いと定義した。標準偏差を用いてしまうと、平均値の大

きさによって、標準偏差の偏りが生じ、分析結果に影響を与えてしまう。

平均値の大きさによる影響を排除するため、標準偏差を平均値で除した変

動係数を用いる。なお、変動係数が小さいことは、アナリスト予想が集中

していることを意味する。  

 

X3： log 時価総額  

各年度の 6 月 30 日時点での時価総額の自然対数値である。時価総額を

モデルに組み込むのは、アナリスト予想の数と企業規模には強い正の相関

関係が認められるからである。この企業規模の影響による分析結果の歪み

を防ぐため、コントロール変数として、時価総額を分析モデルに組み込

む。  

 

X4：年次ダミー  

 各年次ダミーを分析モデルに組み込むことによって、景気変動など年度特

有の効果を取り除く。  

 

3.3.データ及び推計方法  

 

 サンプルは、東京証券取引所第一部上場企業であり、3 月末決算を採用す

る一般事業会社 (金融系企業を除外する )を用いる。1997 年から 2012 年の期

間において、分析に用いる各種データが、全て取得可能なサンプルを選択す

る。また、極端値による分析結果の歪みを排除するため、各変数において平

均値から±3 標準偏差の範囲に含まれるサンプルのみを使用する。これらの

条件から 920 社、 16 年分、計 7803 のサンプルが得られた。データは

Datastream 内の I/B/E/S から取得した。以下の表に各年度におけるサンプ

ル数、各変数の記述統計量をそれぞれ示す。  
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表 4 1 次分析における各年度のサンプル数  

年度  
サンプル

数  
年度  

サンプル

数  
年度  

サンプル

数  
年度  サンプル数  

1997 540 2001 498 2005 471 2009 420 

1998 467 2002 523 2006 502 2010 496 

1999 381 2003 515 2007 534 2011 486 

2000 424 2004 531 2008 528 2012 487 

 

表 5 1 次分析における各変数の記述統計量  

 平均  中央値  標準偏差  最大  最小  

予想誤差  3.200 1.373 6.339 178.33 0 

log アナリスト予想数  1.709 1.609 0.702 3.219 0.693 

アナリスト予想  

の変動係数  
0.235 0.091 1.198 60.83 0 

log 時価総額  25.783 25.645 1.364 30.969 21.202 

 

 分析方法は、1997 年から 2012 年のパネルデータによる固定効果及び変

量効果モデルを用いた重回帰分析である。いずれのモデルを用いるかについ

ては、Hausman 検定の結果から判断する。また、参考として、プーリング

モデルを用いた重回帰分析も行う。  
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3.4.推定結果・考察  

 

 重回帰分析による推計結果は以下の表に示す。  

 

表 6 分析モデル (1)の推計結果  

 

プーリング  

モデル  

固定効果  

モデル  

変量効果  

モデル  

係数  係数  係数  

log アナリスト予想数  
0.905*** 

(6.003)  

1.046*** 

(5.021) 

1.001*** 

(5.838) 

アナリスト予想  

の変動係数  

0.520*** 

(9.0232) 

0.295*** 

(5.376) 

0.419*** 

(7.813) 

log 時価総額  
-0.908***   

(-11.705) 

-3.386*** 

(-16.964) 

-1.210*** 

(-12.314) 

定数項  
25.221*** 

(13.917) 
 

32.914*** 

(14.149) 

調整済み決定係数  0.089 0.256 0.095 

サンプル数  7803 7803 7803 

固定効果モデルでの個体特有効果及び年次ダミーの掲載は省略する。  

***は回帰係数が 1%水準で有意であることを示す。  

括弧内の数値は t 値である。  

 

 プーリングモデル、固定効果モデル、変量効果モデル、いずれのモデル

においても、ほぼ同様な分析結果が得られた。  

最適なモデルの選択について、固定効果モデルと変量効果モデルのどち

らが適切かを判断するため、「個別効果が他の説明変数と無相関」という

帰無仮説のもと Hausman 検定を行った。その結果、p 値=0.000 であり、

帰無仮説が棄却され、固定効果モデルが支持された。よって、固定効果モ

デルの結果を基に考察を行う。  
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 分析の結果、X1(log アナリスト予想数 )の回帰係数は正の値をとり、アナ

リスト予想の数が増加すると、予想誤差は有意に大きくなるという結果が

得られた。つまり、アナリスト予想の数が多いほど、コンセンサス予想の

精度は低くなることが明らかになった。  

また、X2(アナリスト予想の変動係数 ) の回帰係数は正の値をとり、アナ

リスト予想の変動係数が大きくなると、予想誤差が有意に大きくなるとい

う結果が得られた。つまり、アナリスト予想が集中しているほど、コンセ

ンサス予想の精度は高くなることが明らかになった。なお、VIF はすべて

5 未満であり、多重共線性の問題はない。  

以上の分析の結果から、【仮説 1-a】(アナリスト予想の数が多いほど、コ

ンセンサス予想の精度は高くなる )は棄却され、【仮説 1-b】 (アナリスト予

想の数が多いほど、コンセンサス予想の精度は低くなる )が実証された。こ

れまで、アナリスト予想の数が多いほど、コンセンサス予想の精度が高くな

ることを示した実証研究がいくつかあるが、これらの結果は、①アナリスト

予想の数と企業規模の間の相関関係、②企業規模とコンセンサス予想の精度

の相関関係、の 2 つから生じる見せかけの相関を反映していたものとみられ

る。実際に、分析モデル (1)の説明変数の X3(log 時価総額 )を除いたモデル (分

析モデル (1 ’))において、同様の分析を行ったところ以下の表の通りとなった。 
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表 7 分析モデル (1’)の推計結果  

 

プーリング  

モデル  

固定効果  

モデル  

変量効果  

モデル  

係数  係数  係数  

log アナリスト予想数  
-0.424*** 

(-4.238)  

-0.205 

(-1.03) 

-0.414*** 

(-3.194) 

アナリスト予想  

の変動係数  

0.512*** 

(8.806) 

0.349*** 

(6.249) 

0.422*** 

(7.403) 

定数項  
4.359*** 

(13.172) 
 

4.575*** 

(13.191) 

調整済み決定係数  0.075 0.225 0.078 

サンプル数  7803 7803 7803 

固定効果モデルでの個体特有効果及び年次ダミーの掲載は省略する。  

***は回帰係数が 1%水準で有意であることを示す。  

括弧内の数値は t 値である。  

 

分析の結果、プーリングモデル・変動効果モデルにおいて、X1(log アナリ

スト予想数 )のの回帰係数は有意に負の値となった（一方、固定効果モデル

においても、負の値をとったものの、有意な結果が得られなかった）。これ

らの結果は、一見すると、アナリスト予想の数が予想誤差を小さくする傾向

があるように見える。しかし、分析モデル (1’)と分析モデル (1)の結果を考慮

すると、先行研究で実証された、アナリスト予想の数とコンセンサス予想の

精度との関係は、企業規模を考慮しない場合の見せかけの相関であったと考

えられる。事実、分析モデル (1)では、コントロール変数として組み込んだ時

価総額が、予想誤差に対して有意に負の影響を与えている。つまり、企業規

模が大きくなるにつれ、コンセンサス予想の精度が高まることが明らかにな

ったおり、先行研究の結果が見せかけの相関であったという考えを支持する

ものとなっている。  
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また、【仮説 2-b】 (アナリスト予想が集中しているほど、コンセンサス

予想の精度は低くなる )は棄却され、【仮説 2-a】 (アナリスト予想が集中し

ているほど、コンセンサス予想の精度は高くなる )が実証された。  

以上の分析結果から、アナリスト予想の数が多いほど、コンセンサス予想

の精度は低くなるということが明らかになった。これは、アナリスト間の競

争が激しくなると、アナリストは業績予測よりも、顧客である機関投資家が

求めるサービス面をより強化し、業績予測への注力度合いが低下する結果、

業績予測の精度が低下するためであると推測される。また、アナリスト予想

が集中しているほど、コンセンサス予想の精度は高くなるということが明ら

かになった。  
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4.コンセンサス予想の価値関連性に関する分析  

  4.1.仮説  

 

1 次分析の結果、アナリスト予想の数が多いほど、コンセンサス予想の

精度は低くなることが明らかになった。また、アナリスト予想が集中して

いるほど、コンセンサス予想の精度は高くなることも明らかになった。  

アナリスト予想の数や散らばり度合いがコンセンサス予想の精度に影響

を与えていることを、株式市場が認識し、株価に織り込んでいるならば、

アナリスト予想の数や散らばり度合は、コンセンサス予想の価値関連性に

も影響を与えていると推測される。なお、価値関連性とは、コンセンサス

予想が株価に与える影響である。つまり、精度を低くするアナリスト予想

の数の増加は、コンセンサス予想が株価に与える影響を弱め、精度を高め

るアナリスト予想の集中は、コンセンサス予想が株価に与える影響を強め

るはずである。本稿では、以上のような推測を基に、以下のような仮説を

立て、分析を行う。  

 

【仮説 3】アナリスト予想の数が多いほど、コンセンサス予想が株価に与

える影響は弱まる  

【仮説 4】アナリスト予想が集中しているほど、コンセンサス予想が株価

に与える影響は強まる  

 

 

 4.2.推計式  

 

 本稿では、Ohlosn(2001)の価値関連性のモデルを用いて分析を行う。太

田 (2005)は、株式価値を株主資本簿価、前期の実現純利益、純利益のコン

センサス予想の 3 変数による回帰分析の中で、コンセンサス予想の価値関

連性を確認している。太田 (2005)は、各変数を発行済み株式総数で除し、

分析を行った。以下は、太田 (2005)が用いた分析モデルに年次ダミーを組

み入れたものである。  
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𝑌(株価 ) 

=  𝐚𝟎 (定数項 ) 

+𝐛𝑋1(1 株当たり株主資本簿価 ) 

+𝐜𝑋2(1 株当たり実現純利益 )                      (2) 

+𝐝𝑋3(コンセンサス予想) 

+𝐞𝑋4(年次ダミー) 

+𝛆(撹乱項) 

 

1 次分析と同様に、それぞれの変数は Scale Effect を緩和するために前

期末における株価で除して基準化している。  

 

被説明変数と説明変数の定義及び先行研究で示された回帰係数は以下の

とおりである。  

 

＜被説明変数＞  

Y：株価  

 説明変数は 6 月 30 日時点での株価を用いる (2 )。  

 

＜説明変数＞  

X1：1 株当たり株主資本簿価  

前期末 (3 月 31 日 )時点での 1 株当たり株主資本簿価を用いる。1 株当た

り株主資本簿価は、株主資本簿価を発行済み株式数で除して求められる。

先行研究では、株主資本簿価の増加は株価に正の影響を与えるとされてお

り、回帰係数は正の値である。  

 

X2：1 株当たり実現純利益  

 前期の 1 株当たり実現純利益を用いる。1 次分析とは異なり、前期の 1

株当たり実現純利益を用いていることに注意されたい。先行研究では、実

現純利益の増加は株価に負の影響を与えるとされており、回帰係数は負の



21 

 

値である。これは、株主資本簿価及びコンセンサス予想を所与とする時、

株式評価における 1 株当たり実現純利益は、将来の成長性を暗示している

ものであるからだと考えられている。  

 

X3：コンセンサス予想  

 コンセンサス予想は、6 月 30 日時点での、当期の 1 株当たり純利益の予

想の平均値である。先行研究では、コンセンサス予想は株価に正の影響を

与えるとされており、回帰係数は正である。  

 

X4：年次ダミー  

 各年次ダミーを分析モデルに組み込むことによって、景気変動など年度

特有の効果を取り除く。  

 

まず、我々は先行研究との整合性を確認するために、この分析モデル (2)

を用いて、分析を行う。さらに、アナリスト予想の数と散らばり度合い

が、コンセンサス予想の価値関連性に与える影響を分析するため、アナリ

スト予想の数の自然対数値とコンセンサス予想との交差項、アナリスト予

想の変動係数とコンセンサス予想との交差項を分析モデル (2)に組み込む。

さらに、交差項の影響を正確に把握するため、アナリスト予想の数の自然

対数値及びアナリスト予想の変動係数の独立項も分析モデル (2)に組み込

む。また、1 次分析と同様に、アナリスト予想の数と企業規模との相関関

係を考慮し、時価総額の自然対数値とコンセンサス予想の交差項及び時価

総額の自然対数値の独立項もコントロール変数として組み込む。以下にモ

デル式を示す。  
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Y(株価 ) 

=  𝐚𝟎 (定数項 ) 

+𝐛𝑋1(1 株当たり株主資本簿価 ) 

+𝐜𝑋2(1 株当たり実現純利益 )  

+𝐝𝑋3(コンセンサス予想)                     (3) 

+𝐞𝑋5(コンセンサス予想) × (log アナリスト予想数 ) 

+𝐟𝑋6(コンセンサス予想) × (アナリスト予想の変動係数) 

+𝐠𝑋7(コンセンサス予想) × (log 時価総額) 

+𝐡𝑋8(log アナリスト予想数 ) 

+𝐢𝑋9(アナリスト予想の変動係数) 

+𝐣𝑋10(log 時価総額) 

+𝐤𝑋4(年次ダミー) 

+𝐥(撹乱項) 

 

これまでの分析モデルと同様、それぞれの変数は Scale Effect を緩和す

るために前期末における株価で除して基準化している。  

 新たに組み込んだ説明変数の定義及び予想される回帰係数は以下のとお

りである。  

 

＜説明変数＞  

X5：コンセンサス予想×log アナリスト予想数  

 コンセンサス予想とアナリスト予想の数の自然対数値との交差項である。

アナリスト予想の数の増加は、コンセンサス予想の精度を低くするため、負

の回帰係数をとると予想される。  

 

X6：コンセンサス予想×アナリスト予想の変動係数  

 コンセンサス予想とアナリスト予想の変動係数との交差項である。アナリ

スト予想の集中は、コンセンサス予想の精度を高めるため、負の回帰係数を

とると予想される。  
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X7：コンセンサス予想×log 時価総額  

 コンセンサス予想と時価総額の自然対数値との交差項である。1 次分析と

同様、アナリスト予想の数と企業規模の相関関係を考慮し、コントロール変

数として組み込む。1 次分析の結果、企業規模が大きいほど、コンセンサス

予想の精度が高まることが分かったため、正の回帰係数をとると予想される。 

 

 本分析では、アナリスト予想の数と散らばり度合いがコンセンサス予想の

価値関連性に与える影響を分析する。そのため、本分析で着目する回帰係数

は、X5(コンセンサス予想×log アナリスト予想数 )と X6(コンセンサス予想×

アナリスト予想の変動係数 )がとる回帰係数であることを確認されたい。   

 

4.3.データ及び推計方法  

 

 サンプルは、1 次分析と同様、東京証券取引所第一部上場企業であり、 3

月末決算を採用する一般事業会社 (金融系企業を除外する )を用いる。1997 年

から 2012 年の期間において、分析に用いる各種データが、全て取得可能な

サンプルを選択する。また、極端値による分析結果の歪みを排除するため、

各変数において平均値から±3 標準偏差の範囲に含まれるサンプルのみを使

用する。これらの条件から 920 社、16 年分、計 7803 のサンプルが得られ

た。データは Datastream 内の I/B/E/S から取得した。以下に各年度におけ

るサンプル数、各変数の記述統計量をそれぞれ示す。  

 

表 8 2 次分析における標本数  

年度  
サンプル

数  
年度  

サンプル

数  
年度  

サンプル

数  
年度  サンプル数  

1997 540 2001 498 2005 471 2009 420 

1998 467 2002 523 2006 502 2010 496 

1999 381 2003 515 2007 534 2011 486 

2000 424 2004 531 2008 528 2012 487 
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表 9 2 次分析における各変数の記述統計量  

 平均  中央値  標準偏差  最大  最小  

株価  1.044 1.023 0.172 1.664 0.456 

1 株当たり  

株主資本簿価  
0.802 0.741 0.409 2.265 -0.347 

1 株当たり実現純利益  0.036 0.041 0.054 0.280 -0.375 

コンセンサス予想  0.053 0.050 0.032 0.236 -0.137 

コンセンサス予想  

× 

log アナリスト予想数  

0.088 0.079 0.063 0.420 -0.253 

コンセンサス予想  

× 

アナリスト予想  

の変動係数  

0.006 0.004 0.010 0.103 -0.125 

コンセンサス予想  

× 

log 時価総額  

1.356 1.296 0.806 5.398 -3.410 

log アナリスト予想数  1.709 1.609 0.702 3.219 0.693 

アナリスト予想  

の変動係数  
0.235 0.091 1.198 60.83 0 

log 時価総額  25.783 25.645 1.364 30.969 21.202 

 

分析方法は、1997 年から 2012 年のパネルデータによる固定効果及び変

量効果モデルを用いた重回帰分析である。いずれのモデルを用いるかにつ

いては、Hausman 検定の結果から判断する。また、参考として、プーリ

ングモデルを用いた重回帰分析も行う。  
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4.4.推定結果・考察  

 

 先行研究との整合性を示すための分析モデル (2)の結果を以下の表に示

す。  

 

表 10 分析モデル (2)の推計結果  

 

プールリン

グ  

モデル  

固定効果  

モデル  

変量効果  

モデル  
先行研究  

係数  係数  係数  係数の符号  

1 株当たり  

株主資本簿価  

0.039*** 

(9.197)  

0.130*** 

(19.158) 

0.042*** 

(9.916)  

＋  

1 株当たり実現純

利益  

-0.205*** 

(-5.596) 

-0.157*** 

(-4.015) 

-0.204*** 

(-5.659) 
－  

コンセンサス予

想  

1.218*** 

(18.794) 

1.414*** 

(18.246) 

1.228*** 

(19.177) 
＋  

定数項  
0.789*** 

(93.054) 
 

0.784*** 

(93.312) 
＋  

調整済み決定係

数  
0.321 0.359 0.325  

サンプル数  7803 7803 7803  

固定効果モデルでの個体特有効果及び年次ダミーの掲載は省略する。  

***は回帰係数が 1%水準で有意であることを示す。  

括弧内の数値は t 値である。  

 

プーリングモデル、固定効果モデル、変量効果モデル、いずれのモデル

においても、ほぼ同様な分析結果が得られた。  

モデルの選択について、固定効果モデルと変量効果モデルのどちらが適

切かを判断するため、「個別効果が他の説明変数と無相関」という帰無仮
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説のもと Hausman 検定を行った。その結果、p 値=0.000 であり、帰無仮

説が棄却され、固定効果モデルが支持された。よって、固定効果モデルの

結果を基に考察を行う。  

分析の結果、X1(1 株当たり株主資本簿価 )、X3(コンセンサス予想 )の回帰

係数は正の値をとり、X2(1 株当たり実現純利益 )の回帰係数は負の値をとっ

た。これらの符号は、全て Ohlosn(2001)及び太田 (2005)と全て一致してお

り、先行研究とも整合性があることが確認された。我々が着目する価値関

連性に関して、コンセンサス予想は株価に正の影響を与えていることを確

認されたい。  

アナリスト予想の数が多いほど、コンセンサス予想が株価に与える影響

が弱まるならば、X5(コンセンサス予想×log アナリスト予想数 )の回帰係数

は負の値をとるはずである。また、アナリスト予想が集中しているほど、

コンセンサス予想が株価に与える影響は強まるならば、X6(コンセンサス予

想×アナリスト予想の変動係数 )の回帰係数は、負の値をとるはずである。  

次に、分析モデル (3)の結果を以下の表に示す。  
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表 11 分析モデル (3)の推計結果  

 

プールリング  

モデル  

固定効果  

モデル  

変量効果  

モデル  

係数  係数  係数  

1 株当たり  

株主資本簿価  

0.049*** 

(10.812) 

0.301*** 

(36.203) 

0.061 

(13.662) 

1 株当たり実現純利益  
-0.249*** 

(-6.732)  

-0.324*** 

(-8.839) 

-0.247 

(-7.258)  

コンセンサス予想  
-1.398 

(-1.209)  

-1.453 

(-1.102) 

-1.086 

(-1.008) 

コンセンサス予想  

× 

log アナリスト予想数  

-0.393*** 

(-3.696) 

-0.320*** 

(-2.804) 

-0.389*** 

(-3.917) 

コンセンサス予想  

× 

アナリスト予想  

の変動係数  

-1.006*** 

(-5.808) 

-0.868*** 

(-4.989) 

-1.046*** 

(-6.548) 

コンセンサス予想  

× 

log 時価総額  

0.137*** 

(2.724) 

0.140** 

(2.469) 

0.126*** 

(2.681) 

log アナリスト予想数  
0.005 

(0.704) 

-0.041*** 

(-5.414) 

-0.002 

(-0.250) 

アナリスト予想  

の変動係数  

0.001 

(0.983) 

0.002 

(1.326) 

0.001 

(1.163) 

log 時価総額  
0.009*** 

(2.778) 

0.195*** 

(28.655) 

0.016*** 

(5.023) 

定数項  
0.541*** 

(7.158) 
 

0.361*** 

(4.887) 
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調整済み決定係数  0.331 0.452 0.342 

サンプル数  7803 7803 7803 

固定効果モデルでの個体特有効果及び年次ダミーの掲載は省略する。  

***は回帰係数が 1%水準で有意であることを示す。  

括弧内の数値は t 値である。  

 

プーリングモデル、固定効果モデル、変量効果モデル、いずれのモデル

においても、ほぼ同様な分析結果が得られた。  

モデルの選択について、固定効果モデルと変量効果モデルのどちらが適

切かを判断するため、「個別効果が他の説明変数と無相関」という帰無仮

説のもと Hausman 検定を行った。その結果、p 値=0.000 であり、帰無仮

説が棄却され、固定効果モデルが支持された。よって、固定効果モデルの

結果を基に考察を行う。なお、企業規模とアナリスト予想数には強い相関

が認められるが、VIF はすべて 5 未満であり、多重共線性の問題はない。  

 分析の結果、X5(コンセンサス予想×log アナリスト予想数 )の回帰係数

は、負の値をとり、アナリスト予想の数が増加すると、コンセンサス予想

の価値関連性が低くなることが分かった。また、X6(コンセンサス予想×ア

ナリスト予想の変動係数 )の回帰係数は、負の値をとり、アナリスト予想が

集中すると、コンセンサス予想の価値関連性が高くなることが分かった。  

以上の結果より、我々の【仮説 3】 (アナリスト予想の数が多いほど、コ

ンセンサス予想が株価に与える影響は弱まる )、【仮説 4】 (アナリスト予想

が集中しているほど、コンセンサス予想が株価に与える影響は強まる )は、

実証された。市場は 1 次分析の結果であるアナリスト予想数及び散らばり

度合いと、コンセンサス予想の精度との関係を認識し、合理的に投資行動

に反映していることが明らかになった。  
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5. まとめと今後の課題  

 

コンセンサス予想は、複数のアナリストの予想を集約しているという点

で、投資家にとって有用なものと捉えられている。本稿の目的は、アナリ

スト予想の精度と価値関連性が、アナリスト予想の数とその予想の散らば

り度合いによって、どのように変わってくるのかを実証的に明らかにする

ことである。  

まず、アナリスト予想の数とその予想の散らばり度合いが、コンセンサ

ス予想の精度に与える影響を検証した。結果として、アナリスト予想の数

が多いほど、コンセンサス予想の精度は低くなること、アナリスト予想が

集中しているほど、コンセンサス予想の精度は高くなることが明らかとな

った。  

次に、アナリスト予想の数とその予想の散らばり度合いが、コンセンサ

ス予想の価値関連性に与える影響を検証した。その結果、アナリスト予想

の数が多いほど、コンセンサス予想が株価に与える影響は弱まること、ア

ナリスト予想が集中しているほど、コンセンサス予想が株価に与える影響

は強まることが明らかとなった。  

アナリスト予想の散らばり度合いが、コンセンサス予想の精度及び価値

関連性に与える影響を実証した論文は存在しない。また、アナリスト予想

の数がコンセンサス予想の精度に与える影響に着目した論文はあるが、そ

れらは企業の規模の影響を考慮していないという意味で不十分なものであ

る。また、アナリスト予想の数がコンセンサス予想の価値関連性に与える

影響には着目していない。  

本稿はこれまでの研究で明らかにされなかったアナリスト予想の数と散

らばり度合いが、コンセンサス予想の精度及び価値関連性に与える影響を

実証した点で意義があるといえる。さらに、本稿の分析結果は、株式市場

が全体として、アナリスト予想の数及び散らばり度合いと、コンセンサス

予想の精度との関係を認識したうえで、精度の高いコンセンサス予想ほど

株価に強く織り込んでいる可能性を示唆している  
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今後の課題として、より多様なアナリストのデータ及び予測に関するデ

ータを取得して分析する必要がある。例えば、予想を行うアナリストの属

性や、予想の頻度などによっても、精度や価値関連性が変化する可能性が

ある。本稿で分析を行ったもの以外にも、多様なアナリストのデータ及び

予測に関するデータによって、さらなる分析を行っていく必要がある。  

 

注  

(1) Scale Effect についての議論は、Brown/Lo/Lys(1999)や Gu(2005)を

参照されたい。  

(2) 太田 (2005)は 3 月末決算企業のみをサンプルとして使用している。そ

のため、6 月末時点での分析を行っている。なぜならば、 3 月決算企業は、

一般に 4 月下旬から 5 月末にかけて決算発表を行う。そのため、アナリス

トが予想を発表するは 6 月となり、予想が出揃うのは 6 月末となるからで

ある。  
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