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1. はじめに 

 

 本稿の目的は、買収防衛策の導入が企業価値に与える影響を、長期的な

分析によって明らかにすることである。買収防衛策の導入が企業価値に与

える影響としては、正の影響 (長期的企業価値最大化仮説 )と負の影響 (経営

者保身仮説 )が考えられる。買収防衛策の導入が企業価値に与える影響を分

析した先行研究を概観すると、アメリカにおいては、買収防衛策の導入

は、企業価値に負の影響を与えるという見解が一般的である。一方、日本

においては、買収防衛策の導入が企業価値に与える影響に関して、統一的

な見解がなされていない。また、アメリカと日本のどちらにおいても、買

収防衛策と企業価値の関係を長期的に検証した研究は、未だなされていな

い。そのため、本稿では、買収防衛策の導入が企業価値へ与える影響を長

期的に分析した。  

 なお、本稿においては、企業価値を次のように定義する。一般的に企業

価値とは、将来にわたって企業が生み出すキャッシュフローの割引現在価

値の合計と考える。しかし、企業が将来生み出すことが期待されるキャッ

シュフローを正確に把握することは困難であるため、その割引現在価値の

合計である企業価値を正確に算出することは難しい。そのため、本稿で

は、先行研究に倣い、企業価値の代理変数として企業の株価と業績指標を

採用した。  

買収防衛策の導入が企業価値に与える影響を検証するにあたり、我々は、

1)買収防衛策の導入が株価に与える影響を検証するための長期イベントス
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タディ、2)買収防衛策の導入が実際の企業の業績に与える影響を検証する

ための長期パフォーマンススタディを行った。 1)CAR を用いた長期イベン

トスタディでは、企業の CAR は買収防衛策の導入後一時的に下落するもの

の、時間を経るにつれて上昇する傾向が確認された。 2)長期パフォーマン

ススタディでは、ROA・売上高営業利益率それぞれについて、買収防衛策

導入直前年度を基準とした変化幅を用いて分析を行った。分析の結果、ど

ちらの指標の変化幅も、CAR と同様に、買収防衛策導入後 2 年目までは負

の水準で推移し、そして、導入後 3 年目から 5 年目にかけては、正の値へ

転じることが確認された。従って、買収防衛策の導入は、長期的に企業価

値に正の影響を与えることが実証された。つまり、長期的企業価値最大化

仮説が強く支持され、多くの先行研究で支持されてきた経営者保身仮説を

棄却する結果となった。  

さらに、上述した分析で明らかとなった企業価値の変動が、買収防衛策

導入の影響によるものであるかを確認するために、買収防衛策を導入して

いる企業と同業種、同規模の非導入企業をペアサンプルとして選出し、導

入企業との比較分析を行った。導入企業、ペアサンプルそれぞれについ

て、これまでの分析と同様に、1)長期イベントスタディと 2)長期パフォー

マンススタディを行った。1)長期イベントスタディの結果、ペアサンプル

の CAR は、1 年目から 5 年目にかけて、常に負の水準で推移するという、

導入企業とは対称的な動きが観測された。この結果は、導入企業のみを対

象とした長期イベントスタディの結果の信頼性を高め、経営者保身仮説を

棄却し、長期的企業価値最大化仮説を支持するものである。次に、2)長期

パフォーマンススタディを行った結果、導入企業とペアサンプルの ROA

の変化幅は、ともに近似した推移を示していた。しかしながら、導入企業

とペアサンプルそれぞれの ROA の変化幅について、統計的な検定を行っ

た結果、導入企業の長期的な企業パフォーマンスの向上には、統計的な有

意性が認められた。一方で、ペアサンプルの企業パフォーマンスの向上に

おいては、統計的な有意性は認められなかった。また、売上高営業利益率

に関して、ペアサンプルの売上高営業利益率の変化幅は、2 年目までは上

昇するものの、3 年目で大きく下降することが示された。さらに 3 年目に
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おいては、導入企業の売上高営業利益率の変化幅が、ペアサンプルの変化

幅より有意に高いことが認められた。これらの結果は、多くの先行研究で

支持されてきた経営者保身仮説ではなく、長期的企業価値最大化仮説と整

合的である。  

 本稿の構成は以下の通りである。2 節で研究の背景と、買収防衛策と企

業価値の関係に関するアメリカ、日本の先行研究、また本稿と先行研究と

の相違点を述べ、3 節で仮説を提示する。4 節、5 節はそれぞれ、導入企業

についての分析、導入企業とペサンプルとの比較分析とし、 6 節では、本

稿における分析から得られた結果を考察としてまとめる。  

 

2. 研究の背景 

 

2005 年のニッポン放送の経営権を巡るフジテレビとライブドアの株式取

得合戦や、2006 年の王子製紙による北越製紙に対する敵対的 TOB、そし

て 2007 年のスティール・パートナーズによるブルドックソースへの敵対

的 TOB とそれに対抗する買収防衛策の発動などが世間を騒がせた。その結

果、日本企業においても、買収防衛策を導入する企業が、2005 年から

2008 年にかけて急速に増加した (図表 1)。現在においても、東証一部上場

企業の 15％以上が買収防衛策を導入している状況である。  

 

図表 1:東証 1 部・2 部上場企業の買収防衛策導入社数の推移  
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買収防衛策が企業価値に与える影響を説明するものの中で、最も広く支

持されている仮説の一つに、経営者保身仮説が存在する。経営者保身仮説

とは、買収防衛策の導入が、敵対的買収の脅威を減少させ、経営者への規

律付けを弱める。その結果として、効率的経営へ改善する可能性が減少

し、企業価値へ負の影響を与えるという考えである。経営者保身仮説は、

以下のように、マスメディアでも一般的な捉え方として述べられている。

例えば日本経済新聞では、「買収防衛策に対しては経営陣の保身につながる

として外国人投資家に限らず、国内機関投資家からの反対意見も増えてい

る。 (1 )  

(2013/6/27 日本経済新聞 )」と述べられている。また、

Jensen(1986)(1993)は、敵対的買収が企業価値に正の影響を与えること

を、実証的に示している。このことから、敵対的買収に対する防衛策は、

企業価値に負の影響を与えるということが示唆されている。  

経営者保身仮説が広く支持される一方で、買収防衛策の導入は企業価値

に正の影響を与えるという、長期的企業価値最大化仮説も存在する。これ

は、買収防衛策の導入は敵対的買収の脅威から企業を保護することで、経

営者に長期的視点に立った経営を行う余裕を与え、その結果として企業価

値は向上するという考えである。実際に、企業が株主に対し、買収防衛策

を導入・継続する際の根拠を次のように発表した事例も存在する。例え

ば、曙ブレーキ株式会社は「当社グループの企業価値を将来にわたって向

上させるためには、中長期的な視点での企業経営が必要不可欠であり、そ

のためには、お客様、お取引先、従業員、地域社会などとの良好な関係の

維持はもとより、1929 年の創業以来、当社が築き上げてきた様々な専門

的・技術的なノウハウの活用など、当社グループの深い理解による事業の

運営が必須です。 (曙ブレーキ株式会社ホームページ )」と述べている。ま

た、買収防衛策の導入が企業価値に与える影響を理論的に考察した先行研

究として、Stein(1988)が存在する。この研究によると、敵対的買収の脅威

は、経営者を短期的な利益の獲得へと向かわせ、長期的な資本投資の削減

や資産の売却を促すと主張している。つまり、敵対的買収に対する防衛策
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は、その脅威を妨げることで、長期的に企業価値へ正の影響を与えたこと

が示されている。  

以上のように、買収防衛策の導入は、企業価値に対して正の影響と負の

影響のどちらも与えうることが考えられる。次項では、アメリカと日本そ

れぞれにおいて、買収防衛策の導入が企業価値に与える影響を検証した先

行研究を概観する。  

 

2.1. アメリカにおける実証研究  

 

ある出来事が企業価値に与える影響を検証するための代表的な手法とし

て、株式市場の反応を通じてその影響を観測するイベントスタディが存在

する。このイベントスタディを用いた、買収防衛策に関する先行研究に

は、Ryngaert(1988)と Malatesta and Walking(1988)が挙げられる。この

2 つの先行研究は、いずれも 1986 年に買収防衛策 (ポイズンピル )を導入し

た米国企業を対象とした分析を行った。その結果、Ryngaert(1988)は、米

国企業 283 社の買収防衛策導入の発表後 2 日間の累積超過収益率が、 -

0.34%であったことを示している。Malatesta and Walking(1988) も同様

に、米国企業 132 社の買収防衛策導入の発表から 2 日間の累積超過収益率

が、 -0.92%であったことを報告している。つまり、これら 2 つの研究で

は、買収防衛策の導入は企業価値に対して負の影響を与えることを示唆す

る結果が示されている。  

 

2.2. 日本における実証研究  

 

日本においても、買収防衛策の導入が企業価値に与える影響を検証した

先行研究は数多く存在する。  

まず、千島 (2006)は、東証一部上場企業のうち 2005 年に買収防衛策を導

入した日本企業を対象に、短期のイベントスタディを行った。分析の結

果、対象企業の、買収防衛策導入の公表日と翌日の累積超過収益率は、 -

2.27%であり、統計的にも有意であることを報告した。この結果は、買収
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防衛策の導入は企業価値に対し、有意に負の影響を与えることを示してい

る。  

また、広瀬・藤田・柳川 (2007)も、千島 (2006)と同様に、イベントスタ

ディを用いた分析を行った。東証一部上場企業のうち 2005 年 6 月までに

買収防衛策を導入した 99 社を対象に、買収防衛策導入の公表日から 5 日

後までの累積超過収益率を測定したところ、その累積超過収益率は -2.06%

であり、かつこの結果は統計的に有意なものであることを報告した。この

結果から彼らは、買収防衛策の導入は企業価値に負の影響を与えると述べ

ている。さらに、分析対象を Simple Q が 1 以下である企業に絞って再度

分析を行ったところ、イベントウィンドウを公表日から 35 日後まで拡大し

た場合においても、対象企業の累積超過収益率は -5.21%であることを明ら

かにした。この結果もまた、買収防衛策の導入は、企業価値に有意に負の

影響を与えていることを示している。これは、非効率的な経営を行う企業

が買収防衛策を導入する場合、経営者の保身を助長する可能性が高く、企

業価値へ与える負の影響がより強いと市場は判断するため、買収防衛策の

導入に対し、より否定的な評価を恒常的に下すことを示唆している。  

一方、重本 (2008)は、東証一部上場企業のうち 2007 年に買収防衛策を導

入した 167 社についてイベントスタディを行い、イベント日から最大 10

日間の累積平均超過収益率を観測した。しかし、分析によって統計的に有

意な結果は得られていない。さらに、この研究の中では、企業価値と企業

特殊的人的資本が強く関連している企業においては、買収防衛策の導入が

企業価値・株主価値に正の影響を与える可能性があることが述べられてい

るものの、この点についても明確な実証結果は示されていない。岡田

(2008)では、東証一部上場企業のうち 2005 年から 2007 年 2 月までに買収

防衛策を導入した 121 社についてイベントスタディを行った。その結果、

買収防衛策導入の発表から 2 日後の超過収益率が 0.13%であったと報告し

ているが、重本 (2008)と同様に、統計的な有意性は認められていない。ま

た、岡田 (2008)では、買収防衛策導入企業の特徴分析が行われている。そ

の結果、買収防衛策を導入する企業は、利益還元に積極的に取り組んでお

り、コーポレートガバナンスに対しても積極的な姿勢を見せていることが
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示されている。このことから、岡田 (2008)は、企業の買収防衛策の導入

は、必ずしも経営者保身を目的としたものではないことを示している。  

 

2.3．先行研究の問題点  

 

 上述した実証研究は、買収防衛策が企業価値に与える影響を短期的に検

証したものである。短期のイベントスタディによって買収防衛策の効果を

検証するためには、株式市場が効率的であることが前提となる。この、株

式市場の効率性について分析した先行研究は数多く存在するが、例えば、

Shleifer(2000)や Shiller(2006)においては、株式市場は必ずしも効率的で

あるとは限らないことが主張されている。このことから、我々は、買収防

衛策が企業価値に与える影響を正確に検証するためには、短期のイベント

スタディ以外の方法でも分析を行う必要があると考えた。ここで、

Fama(1998)は、市場は短期的には効率的ではないものの長期的には効率的

であると主張をしている。そこで本稿では、長期のイベントスタディと長

期のパフォーマンススタディを用いて、買収防衛策が企業価値に与える影

響を観測した。  

 長期のイベントスタディとは、あるイベントが株価に与える影響を、分

析期間を長期に設定し、観察する方法である。実際に、長期のイベントス

タディを行っている文献として、森・王 (2012)が存在する。彼らは、M&A

が買収企業の企業価値に与える影響を長期イベントスタディを用いて分析

している。したがって本稿では、買収防衛策が企業価値に与える影響を検

証するにあたり、森・王 (2012)が用いていた手法を参考に、長期イベント

スタディを行った。  

 長期パフォーマンススタディとは、あるイベントが実際の企業業績に与

える影響を、長期的に観察することで明らかにする方法である。企業の業

績指標は実績に基づいたものであるために、信頼性が高いことが考えられ

る。  

そのため長期パフォーマンススタディにおいても、長期イベントスタディ

と整合的な結果が示された場合、長期イベントスタディで示された分析結
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果の信頼性を高めることが可能であると考える。長期パフォーマンススタ

ディを行っている文献として、Yeh and Hoshino(2002)や青木 (2005)、岡

部・関 (2006)が存在する。彼らは、M&A が企業パフォーマンスに与える影

響を長期的に観測した。本稿では、これらの先行研究を参考に、長期パフ

ォーマンススタディを行った。  

 買収防衛策が企業価値に与える影響を長期的に分析した先行研究は少な

く、その手法に長期イベントスタディや長期パフォーマンススタディを用

いた分析は未だなされていない。しかしながら、日本において、買収防衛

策の導入が活発になった 2005 年から 9 年が経った現在においては、日本

企業の買収防衛策の導入による長期的な影響を検証するために必要なデー

タが、豊富に存在する。このような状況の下で、買収防衛策の導入が企業

に与える影響を長期的な分析によって改めて検証し、買収防衛策導入の正

しい効果を提示することに本稿の意義があると考える。  

 

3. 仮説  

  

買収防衛策が企業価値に与える影響としては、正の影響と負の影響の両

方が考えられる。以下、それらの考え方を説明する先行研究と 2 つの仮説

を紹介する。  

 

3.1. 経営者保身仮説  

 

株式会社は、株主が企業を所有し、経営者が経営するという仕組みとな

っている (所有と経営の分離 )。そのため、株主が経営者の行動を全て知り

得ることは不可能であり、株主と経営者の間には常に情報の非対称性が存

在する。このような状況の下では、両者の間に利害の相違が生じると、経

営者が非効率的な経営を行う可能性がある。 (エージェンシー問題 )。ここ

で Jensen(1986)(1993)は、敵対的買収は、買収後の経営者の入れ替えを通

じて、企業を効率的な経営に向かわせる可能性を有している。さらに、敵

対的買収という存在そのものが脅威となることで、経営者に効率的経営へ
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のインセンティブを与えると主張している。このことから、買収防衛策の

導入は敵対的買収が持つ経営者への規律付け効果を弱め、効率的経営へ改

善する可能性を減少させることから、企業価値へ負の影響を与える。つま

り、経営者は、経営改善の努力をせず、自らの立場を守るために買収防衛

策の導入を行っているのではないか、という考え方である。この考え方

は、先ほど挙げた先行研究や胥鵬 (2007)など、多くの研究によって実証的

に示されてきた。  

仮説１  「買収防衛策の導入は企業価値に負の影響を与える。」  

 

3.2. 長期的企業価値最大化仮説  

 

Stein(1988)は、敵対的買収の脅威が経営者にとってプレッシャーとなる

ことで、経営者の関心は現在の株価水準に向かい、近視眼的経営に陥り得

ることを主張している。例えば、敵対的買収の脅威にさらされている経営

者は、長期的な利益を犠牲にしてでも、従業員のリストラや研究開発費用

の削減を行うなどして当期の利益を伸ばそうとする可能性が生じる。この

ような経営は、短期的な利益の上昇をもたらしたとしても、中長期的には

企業の競争力を奪い、企業価値に負の影響を与えることとなる。  

そこで我々は、買収防衛策の導入は長期的に企業価値に正の影響を与え

ると考えた。つまり、買収防衛策の導入によって経営者は短期的な利益の

上昇に囚われず、長期的な企業価値の最大化を実現する戦略を取ることが

可能になるという考えである。このことから、買収防衛策の導入企業は、

非導入企業と比べて短期的な利益は低い可能性が考えられるものの、長期

的な企業価値は大きくなることが予想できる。  

仮説 2 「買収防衛策の導入は企業価値に正の影響を与える。」  

  

4. 実証分析  

 

 本稿では、日本企業において、買収防衛策の導入が企業価値に与える影

響を長期的に検証するために、2 種類の分析を行った。まず、長期イベン
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トスタディを行い、次に、その結果の信頼性を高めるために、長期パフォ

ーマンススタディを行った。              

  

4.1. 長期イベントスタディ  

 

買収防衛策導入が長期的に企業価値に与える影響を検証するために、イ

ベントウィンドウ (分析期間 )を 5 年間に設定し、その期間における

CAR(Cumulative Abnormal Return:累積超過収益率 )の推移を分析する。

分析対象は、2006 年度から 2009 年度に買収防衛策を導入した東証一部上

場企業のうち、買収防衛策導入後 3 年以内に廃止した企業及びそれぞれの

分析に必要なデータが不足していた企業を除いた 280 社である。なお、買

収防衛策導入企業の選定は、レコフ社『月刊 MARR』の巻末データを用い

て行った。  

 

4.1.1. 分析方法 (長期イベントスタディ ) 

 

企業の月次株式収益率の実績値から、イベントが起きなかった場合に得

られたとされる ER(Expected Return：期待収益率 )を引くことによって、

AR(Abnormal Return:超過収益率 )を算出した。この AR をイベント日から

の計測期間内で累積させた CAR を求め、買収防衛策の導入が、導入企業の

その後の株式収益率にどのような影響を与えているかを観測した。期待収

益率の測定に必要である TOPIX の月次収益率は QUICK 社の Astra 

Manager、各企業の月次株式収益率は日経 NEEDS-Fame から取得した。  

 

企業 L の j 月の AR は以下の式で算出される。  

 

AR𝑙.𝑗 = R𝑙.𝑗 − ER𝑙.𝑗 

 

𝑅𝑙.𝑗は月次株式収益率で、次の式で求められる。なお、𝑃𝑙,𝑗は企業 l の j 月の

個別銘柄株価を表している。  
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R𝑙,𝑗=
P𝑙,𝑗−P𝑙,𝑗−1

P𝑙,𝑗−1
 

 

𝐸𝑅𝑙.𝑗は企業 L の j 月の ER を示している。ER の求め方は以下の通りであ

る。まず、イベントの影響が株価に表れていないと考えられる期間である

推計ウィンドウを、導入時点より 37 ヶ月前から 2 ヶ月前と設定した。当

該企業の月次収益率𝑅𝑙.𝑗と TOPIX の月次収益率の単回帰分析によって求め

られた係数を β、切片を α として用いることで、次の式が作成される。  

 

ER𝑙.𝑗=α + β(TOPIX 月次収益率 ) 

 

この当該企業の月次株式収益率と ER を用いて求めた AR を、設定した

イベントウィンドウにおいて累積したものが CAR である。イベントウィン

ドウとは、イベントデイ (t=0)を中心として、株価にイベントの影響が反映

されると仮定した期間のことを指す。本稿では、イベントデイを買収防衛

策導入の発表日とし、イベントウィンドウを１年 (t=0～12)、2 年 (t=0～

24)、3 年 (t=0～36)、4 年 (t=0〜48)、5 年 (t=0〜60)として CAR を求めた。

推計ウィンドウ、イベントウィンドウは、長期のイベントスタディを行っ

ている先行研究である、Barber and Lyon(1997)に基づいて設定した。X

ヶ月にわたるイベントウィンドウの CAR は以下の式で算出される。  

 

CAR𝑙 =∑AR𝑙,𝑡

𝑥

t=0

 

 

4.1.2. 結果と考察 (長期イベントスタディ ) 

 

分析の結果は、以下の図表 2、図表 3 の通りである。なお、 (平均

値 )±3×(標準偏差 )を外れ値とし、CAR が外れ値を上回る、もしくは下回る

企業は分析対象から除いた。  
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図表 2:CAR を用いた長期イベントスタディ結果  

 1 年目  2 年目  3 年目  4 年目  5 年目  

平均 CAR 

 

-1.07% 

(0.654) 

-1.24% 

(0.803) 

8.14% * 

(0.066) 

8.17% * 

(0.082) 

11.30% * 

(0.093) 

()内は P 値 *(10％水準で有意 ) 

 

図表 3:CAR を用いた長期イベントスタディ結果  

 

 

 分析の結果、買収防衛策の導入後、サンプル企業の CAR は一旦下落す

るものの、時間が経つにつれて上昇する傾向が確認された。 3 年目に CAR

は 8.14%と大きく上昇し、その後も 4 年目では 8.17%、5 年目では 11.3%

と上昇傾向を維持している。さらに、CAR の上昇が見られた 3 年目以降に

ついては、いずれの年も有意に正の値をとる事が認められた。つまり、買

収防衛策の導入は長期的に見て企業価値に正の影響を与えることが明らか

となった。この結果は、千島 (2006)や広瀬・藤田・柳川 (2007)をはじめ、

多くの先行研究で支持されてきた経営者保身仮説を棄却する結果である。

また、短期的には CAR が下降しながらも、長期的には大きく上昇している

ことから、Stein(1988)が主張するような長期的企業価値最大化仮説と整合

的な結果であると考えられる。  

 

4.2. 長期パフォーマンススタディ  
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前項のイベントスタディで示された結果の信頼性を高めるために、企業

の業績指標を用いて買収防衛策が企業パフォーマンスに与える影響を検証

した。分析に用いる業績指標としては、ROA と売上高営業利益率を採用し

た。これらの指標は、QUICK 社の Astra Manager から取得した。一般的

に、ROA は経営の効率性を、売上高営業利益率は収益性を示す指標であ

る。本稿では、マクロ要因や産業固有の影響を排除するため、産業調整済

ROA と産業調整済売上高営業利益率を用いた。これらは、サンプル企業各

社の ROA、売上高営業利益率から、それぞれの企業が属する業種の

ROA、売上高営業利益率の平均値を引くことで求められる。分析期間は、

買収防衛策導入直前の決算期を 0 年目 (t=0)、直後の決算期を 1 年目 (t=1)と

して、0 年目から 5 年目に渡る企業パフォーマンスの推移を検証した。 t 年

目の ROA を𝑅𝑡として、買収防衛策導入による企業パフォーマンスの推移を

観測すべく、導入時点からの変化幅𝑅𝑡 − 𝑅0を算出してパフォーマンスの推

移を分析した。分析対象は、長期イベントスタディと同様に、東証一部上

場企業のうち 2006 年度から 2009 年度にかけて買収防衛策を導入した企業

のうち、買収防衛策導入後 3 年以内に廃止した企業および分析に必要なデ

ータが不足していたものを除いた 271 社である。  

 

4.2.1 分析結果 (ROA を用いた長期パフォーマンススタディ ) 

 

まず、企業パフォーマンス指標として産業調整済み ROA を用いた長期

パフォーマンススタディを行った。分析結果は、以下の図表 4、図表 5 の

通りである。なお、 (平均値 )±3×(標準偏差 )を外れ値とし、産業調整済み

ROA の変化幅が外れ値を上回る、もしくは下回る場合は、分析対象から

除いた。  

 

図表 4:ROA を用いたパフォーマンススタディ結果  

 1 年目  2 年目  3 年目  4 年目  5 年目  

ROA の -0.57% *** -0.37% 0.81% *** 1.20% *** 0.30% 
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変化幅  (0.001) (0.152) (0.002) (0.000) (0.207) 

()内は P 値 ***(1%水準で有意 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5:ROA を用いたパフォーマンススタディ結果  

 

分析の結果、買収防衛策導入時から、1 年目および 2 年目  ROA の変化幅

は、それぞれ 0.57%、0.37%と負の値をとった。一方、3 年目以降は、長期

イベントスタディでみた CAR と同様に、それぞれ、0.81%(3 年目 )、1.20%(4

年目 )、0.30%(5 年目 )と正の値をとることが確認された。なお、1 年目、3 年

目、4 年目に関しては、統計的な有意性が認められた。  

 

4.2.2.  分析結果 (売上高営業利益率を用いた長期パフォーマンスス

タディ ) 

  

 次に、産業調整済み売上高営業利益率を用いた長期パフォーマンススタ

ディを行った。分析の結果は、以下の図表 6、図表 7 の通りである。な
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お、 (平均値 )±3×(標準偏差 )を外れ値とし、産業調整済み売上高営業利益率

の変化幅が外れ値を上回る、もしくは下回る企業は、分析対象から除い

た。  

 

図表 6:売上高営業利益率を用いた長期パフォーマンススタディ結果  

 1 年目  2 年目  3 年目  4 年目  5 年目  

売上高  

営業利益率

の変化幅  

-0.58% *** 

(0.008) 

-0.46% * 

(0.097) 

0.60% * 

(0.098) 

1.53% *** 

(0.000) 

0.98% *** 

(0.005) 

()内は P 値 ***(1%水準で有意 ) *(10%水準で有意 ) 

 

図表 7: 売上高営業利益率を用いた長期パフォーマンススタディ結果  

 

分析の結果、前項で行った ROA を用いた長期パフォーマンススタディ

と同様に買収防衛策導入後 1 年目および 2 年目の売上高営業利益率の変化

幅は、それぞれ、0.58％ (1 年目 )、0.46%(2 年目 )と負の値をとった。一

方、3 年目以降は、それぞれ、0.60％ (3 年目 )、1.53%(4 年目 )、0.98%(5 年

目 )と正の値をとることが確認された。さらに、1 年目から 5 年目までの全

期間において、統計的な有意性が認められた。  

 

4.2.3 長期パフォーマンススタディの分析結果に対する考察  

   

 以上の結果から、買収防衛策を導入した企業のパフォーマンスは、短期
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的に低下するものの、長期的には上昇することがわかった。さらに、これ

らの結果からは、統計的な有意性が認められた。つまり、買収防衛策の導

入が企業パフォーマンスに与える影響は、負の影響ではないことが明らか

となった。また、買収防衛策導入直後のパフォーマンスは低下するが、長

期的には上昇するという結果は、Stein(1988)の主張と非常に整合的であ

る。この結果は、買収防衛策の導入は、長期的に企業価値に正の影響を与

えるという、長期イベントスタディの結果を補強するものである。つま

り、日本において買収防衛策導入の効果は、経営者保身仮説ではなく、長

期的企業価値最大化仮説と整合的であるということがわかった。  

 

5. ペアサンプルとの比較分析  

 

 前節において、買収防衛策の導入は長期的に見て企業価値に正の影響を

与えるという、長期的企業価値最大化仮説と整合的な結果が示された。今

節では、前節までの分析対象企業 (以下導入企業と記述する )各社に対し

て、同業種および同規模である買収防衛策非導入企業をペアサンプルとし

て抽出し、導入企業とペアサンプルそれぞれについて長期イベントスタデ

ィ、長期パフォーマンススタディを行った。これは、前節の分析で得られ

た結果が、買収防衛策を導入したことによる影響であるのかどうかを、非

導入企業と直接比較することで確認するためである。  

 

5.1. ペアサンプルの選定方法  

 

前節の分析では、東証一部上場企業における買収防衛策導入企業のう

ち、3 月期決算企業を分析対象としたことから、ペアサンプルも同様に東

証一部上場企業の 3 月期決算企業の中から抽出した。まず、東京証券取引

所で定められた業種区分を用いて導入企業各社に対応する同業種企業を抽

出した。その中から、総資産額の最も近い、買収防衛策を導入していない

企業をペアサンプルとして採用した。なお、ペアサンプルを抽出する際に

比較した総資産額は、導入企業が買収防衛策を導入した時点において、公



 17 

開情報として得られる、有価証券報告書のデータを用いた。  

 

5.2. 長期イベントスタディ  

 

次に、4 節で行った長期イベントスタディと同様の方法で、導入企業、

ペアサンプルそれぞれの CAR を算出する。次に導入企業の CAR とペアサ

ンプルの CAR とを比較し、両者の間に統計的に有意な差が存在するか確認

するために、平均値の差の検定を行った。なお、本分析では、４節の長期

イベントスタディで対象とした 280 社のうち、分析に必要なデータが取得

できなかった企業を除いたものを対象とした。従って、今節における分析

対象は、1 年目から 4 年目までは導入企業、ペアサンプル各々271 社ず

つ、5 年目においてのみ導入企業、ペアサンプル各々266 社ずつとなっ

た。  

分析の結果は、以下の図表 8、図表 9 の通りである。なお、(平均値 )±3×(標

準偏差 )を外れ値とし、CAR が外れ値を上回る、もしくは下回る場合は、分

析対象から除いた。  

図表 8:CAR を用いたイベントスタディ結果  

(ペアサンプルとの比較 ) 

 1 年目  2 年目  3 年目  4 年目  5 年目  

導入企業  -1.51% 

(0.530) 

-1.65% 

(0.745) 

7.77% * 

(0.082) 

7.01% * 

(0.076) 

10.24% ** 

(0.046) 

ペアサンプル  -5.43% 

(0.409) 

-10.87% 

(0.534) 

-11.07 

(0.528) 

-5.16% 

(0.843) 

-18.10% 

(0.203) 

導入企業と  

ペアサンプルの差  

3.92% 

(0.576) 

9.23% 

(0.613) 

18.85%  

(0.149) 

12.17%  

(0.306) 

28.34%  

(0.204) 

 ()内は P 値  **(5%水準で有意 ) *(10%水準で有意 ) 

 

図表 9: CAR を用いたイベントスタディ結果  

(ペアサンプルとの比較 ) 
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 分析の結果、導入企業の CAR とペアサンプルの CAR の間に、統計的に

有意な差が存在しないことが明らかになった。しかし、導入企業とペアサ

ンプルそれぞれの CAR の推移に着目すると、導入企業の CAR は 1、2 年

目にわずかに負の値をとるものの、3 年目以降はそれぞれ、7.77% (3 年

目 )、7.01%(4 年目 )、10.24%(5 年目 )と正の値をとった。なお、3 年目以降

においては、統計的な有意性が認められた。一方、ペアサンプルの CAR

は、全分析期間において負の値をとったものの、統計的な有意性は見られ

なかった。仮に、買収防衛策の導入の影響が、企業価値に負の影響を与え

るという、経営者保身仮説と整合的なものであるならば、導入企業の CAR

はペアサンプルの CAR を下回るはずである。したがってこの分析から得ら

れた結果は、経営者保身仮説を棄却するものである。また、4 節で確認さ

れた対象企業の長期的な企業価値の向上は、買収防衛策導入の影響による

ものであることが明らかとなった。つまり、買収防衛策の導入は、短期的

な企業価値の低下を伴うものの、長期的には企業価値を高めるという、長

期的企業価値最大化仮説と整合的なものであることが示された。  

 

5.3. 長期パフォーマンススタディ  

 

ペアサンプルと比較した長期イベントスタディと同様に、 4 節で示され
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た企業パフォーマンスの推移が、買収防衛策導入の影響によるものである

かを検証するために、長期パフォーマンススタディをペアサンプルと比較

して行った。また、使用するパフォーマンス指標は、4 節で行った長期パ

フォーマンススタディと同様に、産業調整済み ROA と産業調整済み売上

高営業利益率を採用した。分析対象は、東証一部上場企業のうち 2006 年

度から 2009 年度にかけて買収防衛策を導入した企業のうち、 3 月期決算の

企業であり、かつ導入後 5 年目までの各年度におけるパフォーマンス指標

が取得できる企業である。また、3 年以内に買収防衛策を廃止した企業を

分析対象から除いた。よって、分析対象企業は導入企業、ペアサンプルそ

れぞれ 264 社ずつである。  

まず、産業調整済 ROA の変化幅の推移に関して、導入企業とペアサン

プルとの比較を行う。両者の産業調整済み ROA の変化幅の間に、統計的

に有意な差が存在するか確認するために、平均値の差の検定を行った。分

析の結果は、以下の図表 10、図表 11 の通りである。なお、 (平均

値 )±3×(標準偏差 )を外れ値とし、産業調整済み ROA の変化幅が外れ値を上

回る、もしくは下回る場合は分析対象から除いた。  

 

図表 10: 産業調整済み ROA を用いたパフォーマンススタディ結果  

(ペアサンプルとの比較 ) 

 1 年目  2 年目  3 年目  4 年目  5 年目  

導入企業  -0.77%*** 

(0.000) 

-1.23%*** 

(0.000) 

-0.29% 

(0.527) 

0.52%*** 

(0.009) 

0.195 

(0.765) 

ペアサンプル  -0.83%*** 

(0.000) 

-1.05%*** 

(0.002) 

-0.67% 

(0.173) 

0.39% 

(0.102) 

0.03% 

(0.771) 

導入企業とペ

アサンプルの

差  

0.03% 

(0.927) 

-0.17% 

(0.759) 

0.39% 

(0.404) 

0.13% 

(0.719) 

0.16% 

(0.581) 

()内は P 値 ***(1%水準で有意 ) 

 

図表 11: 産業調整済み ROA を用いたパフォーマンススタディ結果  
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(ペアサンプルとの比較 )   

 

 

 分析の結果、導入企業とペアサンプルの産業調整済み ROA の変化幅は、

近似した推移をすることが明らかとなった。導入企業とペアサンプルの産業

調整済み ROA は、共に買収防衛策導入後 1 年目から 2 年目にかけて負の値

をとるものの、3 年目から 4 年目にかけて上昇し、4 年目および 5 年目にお

いて正の値を記録した。また、平均値の差の検定の結果からも導入企業とペ

アサンプルの産業調整済 ROA の変化幅の間には、統計的に有意な差が認め

られなかった。しかし、買収防衛策導入後 4 年目においては、導入企業に統

計的な有意性が認められたのに対して、ペアサンプルには有意性が認められ

なかった。以上の結果からは、買収防衛策非導入企業の長期的なパフォーマ

ンスは上昇するとも下降するとも結論付け難いものである一方で、買収防衛

策導入企業の長期的なパフォーマンスは統計的に有意に上昇することが確

認された。  

 

次に、産業調整済み売上高営業利益率を用いて導入企業とペアサンプル

の比較を行う。両者の産業調整済み売上高営業利益率の変化幅の間に、統

計的に有意な差が存在するか確認するために、平均値の差の検定を行っ

た。結果は、以下の図表 12、図表 13 の通りである。なお、 (平均

値 )±3×(標準偏差 )を外れ値とし、産業調整済み売上高営業利益率の変化幅

が外れ値を上回る、もしくは下回る場合は分析対象から除いた。  
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図表 12: 売上高営業利益率を用いたパフォーマンススタディ結果  

(ペアサンプルとの比較 ) 

  1 年目  2 年目  3 年目  4 年目  5 年目  

導入企業  
0.48% * 

(0.067) 

1.00% ** 

(0.016) 

1.00% * 

(0.073) 

1.37% 

(0.478) 

2.01% * 

(0.053) 

ペアサンプル  
0.42% * 

(0.069) 

1.24% ** 

(0.012) 

-0.05% 

(0.575) 

0.87% 

(0.245) 

1.74% 

(0.359) 

導入企業と  

ペアサンプル  

の差  

0.06% 

(0.898) 

-0.24% 

(0.742) 

1.04% * 

(0.088) 

0.50% 

(0.540) 

0.27% 

(0.744) 

()内は P 値 **(5%水準で有意 ) *(10%水準で有意 ) 

 

図表 13: 売上高営業利益率を用いたパフォーマンススタディ結果  

(ペアサンプルとの比較 ) 

 

 

平均値の差の検定の結果、買収防衛策導入後 3 年目において、導入企業

がペアサンプルを統計的に有意に上回ることが認められた。また、導入企

業に着目すると、産業調整済み売上高営業利益率の変化幅は全年にわたっ

て安定的な上昇傾向にあることが観測された。なお、4 年目以外の全ての

年において有意に正の値をとっていることが確認された。一方で、ペアサ
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ンプルの売上高営業利益率の変化幅は、1 年目および 2 年目を除き統計的

な有意性が認められなかった。ここで、仮に、買収防衛策導入の影響が、

企業価値に負の影響を与えるという、経営者保身仮説と整合的なものであ

るならば、導入企業の売上高営業利益率はペアサンプルを下回るはずであ

る。したがってこの結果は、経営者保身仮説を棄却するものである。ま

た、4 節で確認された対象企業の長期的なパフォーマンスの向上は、買収

防衛策導入の影響によるものであることが明らかとなった。つまり、買収

防衛策の導入は長期的な企業パフォーマンスを向上させるという、長期的

企業価値最大化仮説が支持された。  

 

6. まとめ  

 

 本稿は、日本企業における、買収防衛策の導入が企業価値に与える影響に

ついて、長期的な視点に立ち実証分析を試みたものである。経営者保身仮説

と長期的企業価値最大化仮説という対立する 2 つの仮説を立て、長期イベン

トスタディ、長期パフォーマンススタディを行った。  

長期イベントスタディの結果、買収防衛策導入企業の CAR は、導入後 2

年目までは負の値をとるものの、3 年目以降は正の値をとることが示された。

また 3 年目以降の CAR の値は統計的にも有意なものであった。この結果は、

先行研究の多くで支持されてきた経営者保身仮説を支持するものではなく、

むしろ長期的企業価値最大化仮説と整合的なものである。  

次に、長期パフォーマンススタディを行った。その結果、買収防衛策を導

入した企業の ROA、売上高営業利益率の変化幅は、どちらも導入後、1 年目

及び 2 年目には、負の値をとるものの、3 年目を境に大きく正の値をとるこ

とが確認された。このことからは、経営者保身仮説が否定されると同時に、

長期的企業価値最大化仮説が支持されるという、前述のイベントスタディに

おいて得られた結果と整合的な結果が示された。  

 さらに、本稿では買収防衛策導入企業と非導入企業との比較分析を行った。

この分析においても、これまでの主流である経営者保身仮説を棄却し、長期

的企業価値最大化仮説を支持する結果が得られた。長期イベントスタディの
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結果、導入企業とペアサンプルの CAR の間に統計的に有意な差は認められ

なかったものの、導入企業の CAR は統計的に有意に正の値をとることが確

認された。一方で、ペアサンプルの CAR は常に負の値をとることが確認さ

れた。  

 次に、長期パフォーマンススタディを行った結果、買収防衛策導入後 3 年

目において、導入企業の売上高営業利益率の変化幅が、ペアサンプルを有意

に上回ることが明らかとなった。また、導入企業においては長期的に ROA、

売上高営業利益率が有意に向上している一方で、ペアサンプルではその有意

性が認められなかった。これらのペアサンプルとの比較分析によって示され

た結果は、いずれも経営者保身仮説を棄却し、長期的企業価値最大化仮説を

支持するものであり、導入企業のみの分析で示された結果の信頼性を高める

ものであると考える。  

 本稿では、これまでの研究で行われてこなかった、買収防衛策の導入が企

業価値へ与える影響の長期的観測を試みた。その結果、これまで主流であっ

た経営者保身仮説は棄却され、日本における買収防衛策の導入は、企業価値

に正の影響を与えるという長期的企業価値最大化仮説と整合的なものであ

ることが明らかとなった。現実には、経営者保身仮説と長期的企業価値最大

化仮説の 2 つの仮説がどちらも当てはまる可能性も存在するが、そのような

場合においては、後者の効果が前者の効果を上回ったために、本稿で見られ

たような実証結果が得られたと考えられる。つまり、買収防衛策が企業価値

に与える影響は、負の影響よりも正の影響が支配的であることが考えられる。 

  

注  

(1) 日本経済新聞 ,「買収防衛策、取り上げ、富士フィルム総会直前で。」 , 

2013年6月27日  
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