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要旨 

 

近年、投資家から買収防衛策導入時に説明を求める声が高まっている。そこ

で我々は、平時から情報公開を充実させている企業の買収防衛策は、投資家か

ら高く評価され、その評価は株価にプラスの影響をもたらすという仮説をたて

た。本研究では、2007 年・2008 年に敵対的買収防衛策を導入した企業を対象

にして分析を行い、その結果、ウェブの充実度が高いほど、また株主総会を集

中日から避けて開催しているほど、株価にプラスの影響を与えることが明らか

となった。 

さらに、これらの情報開示の影響をより強く受けるのは個人投資家であると

考え、個人投資家比率が高い企業ほど情報開示度のプラスの影響が大きいとい

う仮説をたてた。分析の結果は、この仮説を支持するものであった。本研究の

意義は、買収防衛策導入時における情報開示の有効性を初めて実証的に明らか

にしたという点である。企業と投資家の間には情報の非対称性があり、少なく

とも説明責任が発生する際には、企業はこれまで以上に充実した情報開示をす

る必要性がある。 
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1. はじめに 

 

 今、買収防衛策導入に対する説明責任が問題となっている。2005年の導入企

業急増からは、ライブドア事件等、買収に脅威を感じた経営者の保身という狙

いが透けて見えるためだ。本来、買収防衛策の導入は「企業価値・株主共同の

利益の確保又は向上のため1」に行われるべきであり、企業は買収防衛策導入の

意義を投資家に十分説明する必要がある。また、ライブドア事件のような買収

防衛策に関する司法の判断をうけて発表された「近時の諸環境の変化を踏まえ

た買収防衛策の在り方」（2008）においても、説明責任を果たすことは重要で

あるとされている。 

日本では 2005 年以降買収防衛策の導入が本格化し、2005 年 29 社であった

導入企業は 2008年 10月末日時点で 572社に上り2、全上場企業の約 10 社に 1

社が導入している。導入企業急増の背景に、ニッポン放送を巡るライブドアと

フジテレビの攻防や、スティールパートナーズによるブルドックソース買収劇

などが考えられる。経営陣が買収の危機を身近に感じ、自らのポストを守るた

めに防衛策導入を急いでいる―投資家の目にはこう映る可能性がある。また、

広瀬・藤田・柳川（2007）によれば、2005 年に防衛策を導入した企業におい

て、直後の業績悪化が確認された。これは、業績悪化による株価下落を把握し

た経営陣が、自らの保身のために買収防衛策を導入したと推測される。悪質な

買収に対する法制面での不備を考えればやむを得ないという声もあるが3、敵対

的買収事例の少ない日本において、防衛策導入の際にはより透明性の高い十分

な情報開示が求められる。 

「買収防衛策も丁寧な説明があれば外国人投資家にも受け入れられる―投資

                                                
1 経済産業省・法務省 「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防
衛策に関する指針」（2005） 
2 株式会社レコフ 「MARR」2008 年 12 月号 
3 日本経済新聞（2008/6/4） 
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家は企業価値の増大と業績の向上を求めており、企業と同じ目標を持つ味方だ

という意識が足りない」 

米国最大規模の公的年金、米教職員保険年金連合会・大学退職株式基金（TIAA

－CREF）の顧問であるジョン・C・ウィルコックス氏は、日本企業の買収防衛

策導入についてこう話す4。同氏が外国人だけでなくすべての投資家の代弁者だ

とすれば、企業は買収防衛策導入の目的や将来の企業価値向上策を、より丁寧

に、より多くの投資家に説明することが必要である。 

本稿では、情報公開が充実している企業ほど、買収防衛策が投資家から高く

評価され、株価にもプラスの影響を与えるという仮説を立てた。分析の結果、

ウェブの充実度が高いほど、また株主総会を集中日から避けて開催しているほ

ど、株価にプラスの影響を与えることが明らかとなった。また、情報公開によ

る影響を受けているのは個人投資家であることも示され、近年注目されている

個人投資家への情報開示の重要性が実証された。 

 

2. 研究の背景 

 

買収防衛策導入が市場でどのように評価されるかについて、これまでさまざ

まな研究が行われてきた。理論面では防衛策導入にはプラス要因とマイナス要

因どちらも存在する。実証研究も数多くなされており、さまざまな結果が得ら

れている。ここでは、買収防衛策をプラスとするもの、マイナスとするもの、

双方の理論と実証分析の結果を紹介する。 

買収防衛策の導入が企業価値や株主利益にプラスだとする理由は、三つ考え

られる。 

一つは、経営陣に安定した経営を保障することで、人的資産・知的財産に適

切な投資を行い、中長期的企業価値の最大化を図れることである。Stein（1988）
                                                
4 日本経済新聞（2008/6/25） 
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によると、買収の危機にある企業は、目先の利益だけを追った短絡的な経営に

陥ってしまう。防衛策によって従業員との「暗黙の契約関係」を保障し、企業

特殊的な投資に対する動機付けを行うことで、中長期的な企業価値向上を実現

できるのだ。実際に、岩田・佐藤・邵・浜崎（2006）が、日本において人的資

産の重要性が高い企業ほど買収防衛策を導入する傾向にあるという結果を得て

いる。 

防衛策導入がプラスだとする二つめの理由は、実際に買収を仕掛けられた際、

時間稼ぎや買収価格吊り上げのためのツールとして用いることができるという

ものである。買収を仕掛けられた際に一定の時間が与えられれば、企業は今後

の企業価値向上策を示すことができる。一方、投資家は、その買収が自己の利

益になるか判断する時間を得ることができる。さらに、被買収者は、買収者が

提示した金額以上の価値が自社にはあると主張することで、より高い価格で企

業を売却できる機会を得る。DeAangelo and Rice（1981）によって、敵対的買収

防衛策の導入は、買収プレミアムを増加させることが明らかなっている。また

2001 年以降でも、米国においてライツプラン5を導入した企業の買収プレミア

ムは、導入していない企業のプレミアムに比べ、10%程度高くなっていること

を企業価値研究会が指摘している。 

三つ目の理由として、例外的ではあるが、昨今の金融危機のようなマクロシ

ョックの際の正当な企業防衛手段として、プラスに評価されることも考えられ

る。経営者の能力の範疇を超えて、株価がファンダメンタル以下に評価された

場合、濫用的買収を防ぐ目的としての防衛策は必要だと、投資家に判断される。  

一方、一般的には買収防衛策の導入は企業や株主にとってマイナスだとされ

ており、いくつかの研究がこれを支持している。 

その理由として第一に、買収防衛策の導入によって、買収者による、今以上

                                                
5敵対的買収防衛策のひとつで、敵対的買収者が一定の議決権割合を取得した時点で、

時価以下で新株を購入できる新株予約権を、既存株主に対して予め発行しておく方法。 
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に効率的な経営の可能性を低くしてしまうことが挙げられる。敵対的買収は、

市場価格よりも高い価格を支払うことから、買収者は新たな経営に自信がある

と予想される。より効率的な経営の機会が減ることは、株主利益向上の可能性

を低下させることになる。 

第二に、実際に買収が行われなくても、常に買収の危機に晒されていること

が経営陣に適切なインセンティブを与えるというものである。経営陣が企業価

値向上のための努力を怠れば株価の下落を招き、買収リスクが高まってしまう。

買収が実現し自らの地位が奪われることを予想すれば、株主の利益に反するよ

うな経営を避けるはずである。怠慢な経営陣が既存株主の利益を犠牲にしても、

その地位に居座り続ける手段を与えてしまうことになるため、買収防衛策導入

は経営者保身として非難されるのだ。 

買収防衛策に対する市場のネガティブな反応を実証した研究として、Jarrell 

and Poulsen（1987）、Malatesta and Walking（1988）らによるものがある。

日本においては、前述の広瀬・藤田・柳川（2007）が 2005 年に防衛策を導入

した企業を対象に、導入発表日と翌日の平均超過収益率が有意にマイナスとな

ることを明らかにした。 

 このように、買収防衛策導入が株価に与える影響は必ずしも明確ではない。

ただ、企業側が買収防衛策導入の目的を投資家に十分伝えることで、投資家側

は、経営者保身のためでなく真に株主利益に基づくものであると理解できる。

本研究では、株価にプラスの影響を与える情報開示として、以下の２つを考え

る。 

① 買収防衛策導入直前・直後の丁寧な説明 

② 平時からの情報開示 

①については、上記のように、導入時の丁寧な説明を投資家が求めていること

からも、プラス要因だと容易に想像できる。②について、投資家としては、普

段から情報を開示している企業を株主重視の経営を行っている企業と捉えるだ



 8

ろう。そのような企業の買収防衛策導入には、正当な理由があり、株主利益向

上のための防衛策だと投資家は判断するのではないか。そのため、平時から情

報開示を徹底することで、防衛策導入に対する評価にプラスの影響を与えると

考えられる。ただし、①についてデータ収集が困難なため、本研究では②につ

いてのみ分析対象としている。 

 

3.イベントスタディ 

 

 前節で、買収防衛策は株主にとってプラス要因とマイナス要因があると述べ

た。この節では、日本において、実際に買収防衛策導入は市場からどのように

評価されているのかを、イベントスタディを用いて分析した。 

 

3-1．サンプル企業 

 

サンプル企業抽出の手順は以下のとおりである。まず、M＆A 専門誌 マー

ル（レコフ社）を用いて、東京証券取引所一部上場企業6で 2007 年から 2008

年 8月末までに買収防衛策導入を発表した企業と発表日のデータを得た。 

導入企業のうち、分析に必要なデータをすべて入手することのできた 263 社

をサンプル企業とする。内訳は 2007年 153 社、2008 年 110 社となっている。

尚、買収防衛策がすでに導入されている企業の防衛策延長は、含めていない。 

 

 3-2．分析方法 

 

2007、2008 年にわけて、各買収防衛策を導入企業の超過収益率の平均を求

めた。これを「AR」とする。ベンチマークを TOPIX としている。 
                                                
6 市場による違いを取り除くために東証一部に限定した 
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イベント日前後２０日間の累積超過収益率（CAR）をグラフで表す。また、

CAR=0・AR＝0 を帰無仮説としてｔ検定を行い、有意に差があるかどうか調

べた。なお、株式市場はセミストロング型の効率性を有していると仮定する。 

 

3-3．結果・考察 

 

イベント日前後２０日間の累積超過収益率（CAR）のグラフは図１のように

なった。また、07・08年の CARの検定結果を表 1－１、１－２に、07・08 年

の ARの結果を表 2－1、２－2に示した。 

AR・CARともにイベント日の直後には、有意な株価変化が見られなかった。

ただ、2007 年においては、株価は下落傾向、2008 年では、上昇傾向にあるこ

とがわかった。この結果より、買収防衛策に対する市場評価が定まっていない

ことが示された。 

 

4.一次分析  

  

前節で、市場での買収防衛策導入に対する評価は明確には定まっていないこ

とが示された。ただ、その中でも、情報公開を行っている企業の買収防衛策は

高く評価され、それが株価にもプラスの影響を与えるのではないか。本節では、

買収防衛策導入時に情報開示度が高い企業であれば、そうでない企業と比べて

高い収益率になるという仮説をたて、重回帰分析を用いて分析した。 

 

4-1．各変数の説明 

 

被説明変数 
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各企業の買収防衛策発表日とその翌日の超過収益率（AR）を足し合わせた累

積超過収益率（CAR）を被説明変数とする。ベンチマークは、TOPIXである。  

発表日の翌日を含めたのは、二つの理由がある。 

第一に、各企業の買収防衛策の発表は株式市場が閉まった後になされた可能

性があり、市場が反応し得ないためである。第二に、概して買収防衛策導入の

新聞での報道は、買収防衛策発表日の翌日になされており、市場に導入の情報

がいきわたるまでの時間を勘案すると、発表日の翌日まで含めたほうが妥当と

考えられるからである。 

 

説明変数 

 

1・アナリスト・機関投資家への説明会の有無 

一般に機関投資家は、買収防衛策にネガティブな反応を示すといわれている。 

そこで、機関投資家に向けて説明会を実施し、十分に情報を開示していれば、

機関投資家の理解が得られ、少なくとも経営者保身を危惧した株価の下落は、

減少すると考えられる。 

本稿では、実施していれば「１」、実施していなければ「0」と、ダミーとし

て用いた。説明会を実施しているか否かは、東証コーポレート・ガバナンス情

報サービスで提供されている各企業提出の資料による。以下の説明会有無も同

様。 

 

2・個人投資家への説明会の有無 

個人投資家は機関投資家等に比べて情報劣位者である。情報の非対称性が株

価下落の要因となるならば、説明会を開くことにより、株価下落を抑える要因

となると予想される。 
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3・海外投資家向け説明会の有無 

海外投資家とは主に外国人投資家である。近年、日本市場における外国人投

資家の増加に伴い、外国人投資家は大きな役割を果たすようになってきている。 

外国人投資家も機関投資家同様、ネガティブな反応を示すと予想される。説

明会を開くことで株価下落は抑えられるであろう。 

 

4・ウェブ充実度 

各企業のホームページのわかりやすさ・使いやすさ・情報の多さを総合的に 

段階で評価したものをウェブ充実度と定義する。ウェブ充実度が高ければ、情

報の非対称性が解消されて、株価にプラスの影響を与えると予想される。同じ

情報公開ではあるが説明会との相違点は、ウェブでの情報公開は、買収防衛策

についての説明を即座にできる点と、ほとんどの投資家が容易に入手できる情

報だという点である。 

ウェブ充実度は、日経 NEEDS-Cgesを用いた。日経 NEEDS-Cges とは、ガ

バナンスの各指標を定量的に評価するシステムである。各指標は五点満点で評

価されている。 

 

5・株主総会集中度  

買収防衛策は通常、取締役会で導入が決定され、株主総会で承認されるとい

う形をとる。そのため、集中日をはずして株主総会を開催することは、買収防

衛策に関して株主の意見に耳を傾けようとする態度の表れである。これを株主

は、プラスに評価すると予測される。5 段階で評価され、ポイントが高いとい

うことは、集中日をはずしているということである。これも、前述した日経

NEEDS－Cgesによる。 

 

以下の変数 6～10 はコントロール変数として用いた。 
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6・現金預金比率 

現金預金比率とは、現金預金の総額を総資産で除したものである。現金預金

比率が大きい企業は、流動性資産が多く買収の対象となりやすい企業であると

考えられる。データは日経 NEEDS－fame による。 

100
総資産

現金・預金
現金預金比率＝  

 

7・PBR 

PBR、純資産倍率とは、株価の割安性を図る指標である。具体的には、PBR

とは、株価を一株あたり純資産で除したもので、PBRが１より低ければ、その

企業は割安であると判断される。そのため、PBRが１を下回る企業は買収され

やすいといえる。データは日経 NEEDS－Financial QUESTによる。 

　一株あたり純資産

株価PBR  

 

8・総時価総額の自然対数（log時価総額） 

時価総額が大きい企業は買収に多額の費用がかかるため、買収防衛策導入の

意義は薄いと投資家は考える可能性がある。そのため、時価総額と買収防衛策

導入時の株価には負の相関があると予測される。買収防衛策導入の 1日前の終

値を用いて時価を算出する。データは日経 NEEDS－fame・Yahoo finance

による。 

 

9・ベータ 
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各企業の株価と、株式市場全体の株価変動との相関を表したものである。個々

の企業の市場に対する反応度の違いを除くために用いた。データは日経

NEEDS－Financial QUESTによる。 

 

10・当期利益予想と実績の乖離率 

買収防衛策の発表は、本決算の発表と同時になされることが多い。決算発表

における業績の予想と実績の乖離は株価に影響を与えると考えられる。予想と

の乖離の影響を抜くために、乖離率をコントロール変数に加えた。当期利益の

予想は会社四季報から、実績は日経 NEEDS－Financial QUEST による。 

100
予想当期利益

期利益実績当期利益－予想当
乖離率＝  

 

4-2．回帰モデル・基本統計量 

 

回帰モデルは以下のとおりである。 

 
CAR＝a0 

+a2 機関投資家向け説明会ダミー 
+a1 個人投資家向け説明会ダミー 
+a3 海外投資家向け説明会ダミー 
+a4 ウェブ充実度 
+a5 株主総会集中度 
+a6 現金預金比率 
+a7 PBR 
+a8 log時価総額 
+a9β 
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   +a10乖離率 

 

基本統計量 

2007年の基本統計量を表 3、2008 年の基本統計量を表 4に記載した。 

 

4-3．一次分析推計結果 

 

表５に記載した。 

 

4-4．一次分析考察 

 

2007年において機関・個人・海外説明会は、有意な結果を得ることができな

かった。一方、ウェブの充実が、買収防衛策導入時の株価にプラスの影響を与

えることが示された。これは、1％水準で有意である。また、集中日から外し

て株主総会を開催すると、プラスの影響を与えることが 5％水準で有意となっ

た。 

上記の二項目は、我々が立てた仮説を支持する結果である。説明会とは違い、

ウェブ上では即座に広範囲に買収防衛策に関しての情報を開示することが可能

である。これらの結果から、買収防衛策に対する迅速な説明や、誰でもアクセ

ス可能で広範囲に影響を及ぼす情報開示を株主は、好意的に見ていることが示

唆された。 

買収防衛策の発表は株主総会の一ヶ月前に集中している。株主総会では説明

だけでなく、実際に買収防衛策が決議される。そのため、株主にとって総会が

集中日から外されて、出席しやすい日に設定されていることは重要であると考

えられる。 

情報開示関連以外の変数では、log 時価総額の係数が負となり、1％水準で有
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意である。これは、時価総額が大きい、つまり買収されにくい企業の防衛策導

入は不要なコストであるという株主の判断を示している。また、現金預金比率

でも係数は負となり、10％水準で有意となった。現金を多く保有している企業

は買収の標的にされやすい。このような企業は、買収防衛策導入で買収の危機

を乗り切ることよりも、株主に還元することによって買収を回避することが望

まれているのではないだろうか。さらに、乖離率の係数はマイナスであり、5％

水準で有意であった。なぜこのように、われわれの予想と異なったのかは疑問

が残る。 

2008年では、情報開示の変数について株価に有意にプラスの影響を与えてい

ることは確認できなかった。ただ、2007年で有意であったウェブ充実度・株主

総会集中日回避の係数はいずれもプラスである。 

  

5．二次分析 

 

前節の結果より、ウェブ充実度が高いほど、また株主総会を集中日から避け

て開催しているほど、買収防衛策導入時の株価が高く評価されていることがわ

かった。次に、企業からの情報開示に最も影響を受けやすいのは個人投資家で

あると考え、さらなる分析を試みた。機関投資家や外国人投資家はいわばプロ

であり、様々な情報を総合的に判断して防衛策導入の意図を判断することがで

きる。それに比べて個人投資家は、時間・資金的制約もあり、企業側が一方的

に発信する情報に頼らざるを得ない。 

 a2mediaが個人投資家に向けて行ったアンケートによると、個人投資家の投

資判断の参考媒体は新聞、事業報告書に次いで、企業のホームページが 44％と

なっており、ウェブを重視していることがわかる。 

また、株主総会に出席したいと考えたことがある個人投資家は 85％に上る。一

方で、実際に参加経験がある個人投資家は 47％に過ぎない。欠席の理由を見て
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みると、日時が合わないという理由が 52％を占めている。また、個人投資家の

半数が土日開催を求めている。株主総会集中日を避け、投資家が株主会に参加

しやすい状況を作ることは、個人株主に好意的に受け止められることがわかっ

た。 

 さらに、買収防衛策の必要性は、特に個人投資家から支持されている。野村

證券による個人投資家サーベイ（2006）によれば、個人投資家の７割が、内容

や発動条件を明確にすれば、「基本的に買収防衛策の導入に賛成」と回答してい

る。 

そこで我々は、個人持ち株比率の高い企業のほうが、情報開示の影響をより

強く受ける、という仮説を立てた。 

 

5-1. 推計方法・回帰モデル 

 

2007年と 2008年それぞれの防衛策導入企業のうち、個人持ち株比率が中央

値より高い企業群をサンプル A、中央値より低い企業群をサンプル B とした。

その結果、2007 年サンプル A・Bはともに 76社、2008年サンプル A・B はと

もに 54 社となった。個人持ち株比率のデータは日経 NEEDS－Financial 

QUEST による。 

推計式は、一次分析で用いた式の説明変数から、機関投資家向け説明会ダミ

ー・海外投資家向け説明会ダミーを除き、以下のようになる。 

 
CAR＝a0 

+a1 個人投資家向け説明会ダミー 
+a4ウェブ充実度 
+a5 株主総会集中度 
+a6 現金預金比率 
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+a7 PBR 
+a8 log時価総額 
+a9β 

   +a10乖離率  
 

5-2．二次分析推計結果 

 

 2007年の結果を表６に、2008年の結果を表７に示した。 

 

5-3．二次分析考察 

 

まず 2007年サンプル Aにおいて、ウェブ充実度の係数は 1.3033で、統計的

に 1％水準で有意であり、株主総会集中度の係数は 0.6703 で、統計的に 10％

水準で有意であった。2007 年サンプル B では、情報開示度を示す変数の係数

は、どれも統計的に有意な値ではない。 

続いて 2008 年サンプル A においては、株主総会集中日の係数は有意な値で

はなかったが、ウェブ充実度の係数は 1.7688であり、統計的に 5％水準で有意

な値となった。2008 年サンプル Bでは、やはり情報開示度を示すどの係数も、

統計的に有意な値ではなかった。なお、個人説明会ダミーの係数は、どのサン

プルにおいても統計的に有意な値とならなかった。 

これらの結果から、このように、個人持ち株比率の高い企業は情報開示の影

響を強く受け、情報開示度が高い企業をより高く評価している。その一方で、

個人持ち株比率の低い企業（裏を返せば機関・外国人持ち株比率の高い企業）

では、情報開示度による株価への影響は見られないという結果が示された。以

上のことから、個人投資家に対する情報開示を充実させることで、防衛策導入

時の株価がより高く評価されることが分かった。 



 18

  

6．おわりに 

 

本稿では、情報開示度の高い企業ほど買収防衛策導入時における株価はプラ

スの影響をうける、という仮説のもと実証分析をした。その結果、一次分析で

は 2007 年においては、ウェブが充実しているほど、株主総会を集中日から避

けて開催しているほど、そうでない企業に比べて累積超過収益率が高いという

結果が得られた。つまり、情報開示をすることで、買収防衛策導入の意義がよ

り高く評価されたといえる。 

さらに個人投資家が、企業との情報の非対称性が一番大きく、ウェブと株主

総会を重視していることがアンケート結果からも考えられるため、二次分析で

は個人投資家に焦点を当てて分析を行った。 

それにより、2007年、2008 年ともに、個人持ち株比率が高い企業において、

ウェブが充実しているほど、そうでない企業に比べて累積超過収益率が高かっ

た。また、株主総会集中日を避けていることは 2007 年においては、買収防衛

策導入時の株価にプラスの影響があることが確認された。 

本稿は、買収防衛策導入に対する説明責任が求められる中、企業が情報開示

を充実することでその目的が正しく評価され、その分株価にもプラスの影響を

与えるということを初めて実証的に分析したという点で、意義のあるものだと

いえる。 

本研究の問題点として、過去における情報開示の充実度を表すデータが得ら

れなかったため、2007年と 2008年しか分析対象としていないことが挙げられ

る。また、企業の情報開示手段は本稿で取り上げたものだけでなく、他の方法

で投資家に説明を行っていることも考えられる。そのため、特に機関・外国人

投資家への情報開示の影響については明確な結論が得られなかった。 

今回我々は、買収防衛策導入時の情報公開の重要性を示したが、他の説明責
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任が求められる場合においても、日々の情報開示の有効性の可能性も考えられ

る。情報公開と収益率の関係性についての実証研究はまだ十分にはなされてい

ない。情報開示の普遍的な評価にむけて、今後更なる研究の発展を期待する。 

 

 

図１ 買収防衛策導入発表日の前後 20 営業日における CAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 1-1 2007年 CAR 

  CAR 

平均値 
t 値 有意水準  

CAR 

平均値 
t 値 有意水準 

-20 -8.40E-05 -0.07914   0 -0.00743 -1.09149   

-19 0.001134 0.689406   1 -0.00501 -0.68127   

-18 0.001438 0.623789   2 -0.0075 -1.00766   

-17 0.001717 0.669965   3 -0.00834 -1.1158   
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-16 -0.00029 -0.09499   4 -0.01027 -1.35954   

-15 0.001594 0.509646   5 -0.01156 -1.5182   

-14 0.000342 0.106379   6 -0.01135 -1.45584   

-13 0.001212 0.341691   7 -0.01136 -1.49239   

-12 0.002184 0.50016   8 -0.01116 -1.47104   

-11 0.00207 0.423648   9 -0.01139 -1.48152   

-10 0.004531 0.798404   10 -0.01174 -1.50829   

-9 0.001677 0.290706   11 -0.01141 -1.44535   

-8 0.004339 0.736084   12 -0.01153 -1.43717   

-7 0.001526 0.263245   13 -0.01048 -1.25597   

-6 0.000991 0.173583   14 -0.01033 -1.25749   

-5 -0.00167 -0.29216   15 -0.0095 -1.13292   

-4 -0.00317 -0.54632   16 -0.01162 -1.36082   

-3 -0.00388 -0.59175   17 -0.0114 -1.32459   

-2 -0.00603 -0.94658   18 -0.0122 -1.39278   

-1 -0.00694 -1.0153   19 -0.01222 -1.41236   

        20 -0.01009 -1.1876   

 

表 1-2 2008年 CAR 

  CAR 

平均値 
t 値 有意水準  

CAR 

平均値 
t 値 有意水準 

-20 0.000334 0.166127   0 0.008943 0.80545   

-19 0.001318 0.457239   1 0.011365 1.010235   

-18 -0.0018 -0.52457   2 0.013128 1.145623   

-17 -0.00206 -0.53265   3 0.008946 0.761746   
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-16 -0.00221 -0.43586   4 0.009236 0.785006   

-15 -0.00495 -0.93276   5 0.012298 1.025572   

-14 -0.0062 -1.0718   6 0.010609 0.858989   

-13 -0.00233 -0.36887   7 0.01099 0.897907   

-12 -0.00476 -0.71396   8 0.011424 0.930931   

-11 -0.00853 -1.2659   9 0.009382 0.760223   

-10 -0.00737 -1.03964   10 0.011298 0.890727   

-9 -0.00643 -0.84198   11 0.01312 1.022166   

-8 -0.00688 -0.85893   12 0.008635 0.685043   

-7 -0.00942 -1.09782   13 0.005064 0.392027   

-6 -0.00835 -0.84843   14 0.006304 0.477862   

-5 -0.00489 -0.47342   15 0.007122 0.529466   

-4 -0.00391 -0.38099   16 0.011435 0.839158   

-3 -0.00239 -0.22758   17 0.010937 0.815491   

-2 0.002254 0.213426   18 0.009491 0.699907   

-1 0.007367 0.671027   19 0.016056 1.155882   

        20 0.016512 1.179335   

 

表 2-1 2007年 AR 

  

AR 

平均値 
t値 有意水準  

AR 

平均値 
t値 有意水準 

-20 -8.40E-05 -0.07914   0 -0.00049 -0.29294   

-19 0.001219 0.9686   1 0.002419 0.828424   

-18 0.000303 0.184879   2 -0.0025 -1.53593   

-17 0.000279 0.28232   3 -0.00083 -0.56529   
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-16 -0.00201 -1.39628   4 -0.00194 -1.15483   

-15 0.001883 1.334565   5 -0.00129 -0.81586   

-14 -0.00125 -1.16836   6 0.000211 0.164019   

-13 0.000871 0.488692   7 -8.40E-06 -0.00557   

-12 0.000971 0.556843   8 0.000202 0.118553   

-11 -0.00011 -0.08418   9 -0.00023 -0.18684   

-10 0.002461 1.461972   10 -0.00034 -0.30678   

-9 -0.00285 -2.37454 ** 11 0.000325 0.26467   

-8 0.002662 1.790624 * 12 -0.00012 -0.10047   

-7 -0.00281 -2.48516   13 0.001051 0.780602   

-6 -0.00054 -0.42775   14 0.000153 0.118434   

-5 -0.00266 -1.94962 * 15 0.000829 0.552673   

-4 -0.0015 -1.21153   16 -0.00212 -1.60382   

-3 -0.00071 -0.43088   17 0.000223 0.169597   

-2 -0.00215 -1.73691 * 18 -0.0008 -0.71441   

-1 -0.00091 -0.63919   19 -1.90E-05 -0.01427   

        20 0.002127 1.484014   

 

表 2-2 2008年 AR 

  

AR 

平均値 
t値 有意水準  

AR 

平均値 
t値 有意水準 

-20 0.000334 0.166127   0 0.001575 0.503844   

-19 0.000984 0.479127   1 0.002422 0.499312   

-18 -0.00312 -1.46425   2 0.001763 0.571659   

-17 -0.00026 -0.13841   3 -0.00418 -1.86523 * 
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-16 -0.00015 -0.06119   4 0.00029 0.122819   

-15 -0.00274 -1.30452   5 0.003063 1.443935   

-14 -0.00125 -0.58444   6 -0.00169 -0.84637   

-13 0.003867 1.649117   7 0.000381 0.202306   

-12 -0.00243 -1.23878   8 0.000434 0.198406   

-11 -0.00377 -2.15767 ** 9 -0.00204 -1.11046   

-10 0.001167 0.548771   10 0.001916 0.931768   

-9 0.000932 0.424738   11 0.001822 0.835123   

-8 -0.00045 -0.20495   12 -0.00448 -2.3985 ** 

-7 -0.00253 -1.12755   13 -0.00357 -1.90474 * 

-6 0.00107 0.428544   14 0.00124 0.599001   

-5 0.003463 1.598724   15 0.000819 0.396262   

-4 0.000975 0.457827   16 0.004313 1.741026 * 

-3 0.001523 0.564444   17 -0.0005 -0.19692   

-2 0.004641 1.871111 * 18 -0.00145 -0.77188   

-1 0.005114 2.069608 ** 19 0.006564 3.223038 *** 

        20 0.000457 0.095545   

 

表 3 2007年基本統計量 

  平均 中央値  標準偏差 最小 最大 

CAR（0、1） 0.199745 -0.18759 4.492559 -15.3759 19.84868 

機関説明会 0.83006536 1 0.376809 0 1 

海外説明会 0.17647059 0 0.382472 0 1 

ウェブ 3.13071895 3 1.370232 1 5 

株主総会 2.11111111 1 1.383909 1 5 
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現金預金比率 9.945033 8.4759633 7.2667 0.878 43.2424 

PBR 1.70398693 1.4605 0.981191 0.4757 8.3764 

Log 時価総額 7.95083597 7.926427424 0.572687 6.92883 9.731735 

β 0.92156863 0.88 0.502991 -0.18 2.22 

乖離率 -6.1244529 0 65.65636 -733 212.6667 

 

表 4 2008年基本統計量 

  平均 中央値  標準偏差 最小 最大 

CAR（0、1） 0.309776 -0.15945 6.100531 -19.8019 20.46304 

機関説明会 0.809090909 1 0.394816286 0 1 

個人説明会 0.236363636 0 0.426792447 0 1 

海外説明会 0.172727273 0 0.379741363 0 1 

ウェブ 3.090909091 3 1.378374621 1 5 

株主総会 2.172727273 1 1.513602489 1 5 

現金預金比率 11.0848186 9.1234854 7.9246978 0.8557 39.8202 

PBR 1.228551818 0.97405 0.829933221 0.3026 5.4183 

Log 時価総額 7.753546091 7.698778988 0.539438307 6.7129 9.04614 

β 0.874636364 0.85 0.564322566 -1.12 2.49 

乖離率 -6.2951622 0 37.37929959 -308.25 102.6667 

 

表 5 一次分析推計結果 

 
予想され

る符号 

2007 係数（％） 

（T 検定量） 

有意 

水準 

2008 係数（％）（T

検定量） 

有意 

水準 

切片 
 

 

16.74102 

（2.678695） 
*** 

0.21659 

（0.017853） 
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機関説明会 

ダミー 
+ 

0.03137 

（0.0313739） 
 

-1.37364

（-0.77010） 
 

個人説明会 

ダミー 
+ 

0.38401 

（0.4417185） 
 

2.036866

（1.278262） 
 

海外説明会 

ダミー 
+ 

-0.296942 

（-0.3062265） 
 

-0.71021

（-0.36655） 
 

ウェブ 

充実度 
+ 

0.83093

（2.8269100） 
*** 

0.5393 

（1.096806） 
 

株主総会 

集中度 
+ 

0.63254 

（2.4032188） 
** 

0.325348

（0.743440） 
 

現金預金 

比率 
 

-0.09263268

（-1.8481882） 
* 

-0.0310646

（-0.33596） 
 

PBR  
0.4557997

（1.0832607） 
 

-0.51217

（-0.54889） 
 

Log 

時価総額 
 

-2.681295

（-3.2168394） 
*** 

-0.18612

（-0.111016） 
 

β  
0.9230998

（1.2920311） 
 

0.751221

（0.688338） 
 

乖離率  
-0.011488

（-2.16887187） 
** 

-0.0368

（2.1569990） 
** 

自由度調整済

決定係数 

 0.135902  0.009621  

*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で有意な結果なことを示す。 

 

表 6 2007年分析結果 

 
サンプル A 

個人比率高 

 
サンプル B 

個人比率低 
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係数(%) 

（t 検定量） 

有意水準 
係数(%) 

（ｔ検定量） 

有意水準 

切片 
24.3982886 

（2.3749249） 

** 

 

0.5264791 

（0.057435326） 

 

 

個人説明会 

ダミー 

1.1020119 

（0.9885710） 

 

 

-1.4354364 

（-1.2121530） 

 

 

ウェブ充実度 
1.3032572 

（3.2462515） 

*** 

 

0.0966526 

（0.2597437） 

 

 

株主総会 

集中度 

0.6703294 

（1.9048421） 

* 

 

0.2614197 

（0.7246057） 

 

 

現金預金 

比率 

-0.15290295 

（-2.279337） 

** 

 

-0.040658870 

（-0.5870154） 

 

 

PBR 
2.2608403 

（2.9964498） 

*** 

 

-0.4124264 

（-0.8493430） 

 

 

log 時価総額 
-4.3701474 

（-3.153617） 

*** 

 

-0.1025293 

（-0.0865893） 

 

 

β 
2.5417252 

（2.3934539） 

** 

 

-0.0453680 

（-0.052068） 

 

 

乖離率 
-0.0236410 

（-1.450462） 

 

 

-0.0105482 

（-2.1864191） 

** 

 

自由度調整済

決定係数 

0.28153  0.028346  

*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で有意なことを示す 

 

表７ 2008年分析結果 

 
サンプル A 

個人比率高 

 
サンプル B 

個人比率低 
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係数(%) 

（t 検定量） 

有意水準 
係数(%) 

（ｔ検定量） 

有意水準 

切片 
49.70851 

（2.547658） 

** 

 

-14.5193 

（-1.00837） 

 

 

個人説明会 

ダミー 

-0.01399 

（-0.00568） 

 

 

1.448594 

（0.815372） 

 

 

ウェブ 

充実度 

1.775898 

（2.429883） 

** 

 

-0.44987 

（-0.74127） 

 

 

株主総会 

集中度 

0.693415 

（1.128414） 

 

 

0.353308 

（0.671578） 

 

 

現金預金比率 
-0.0780054 

（-0.58315） 

 

 

-0.0493215 

（-0.39421） 

 

 

PBR 
0.347625 

（0.250348） 

 

 

-1.19204 

（-1.04121） 

 

 

Log 時価総額 
-7.87994 

（-2.90853） 

*** 

 

2.430727 

（1.246082） 

 

 

β 
2.922088 

（1.868221） 

* 

 

-2.16014 

（-1.49797） 

 

 

変動率 
-0.0237 

（-1.21708） 
 

-0.06099 

（-1.61988） 

 

 

自由度調整済

決定係数 

0.173635  -0.00148  

*は 10％水準、**は 5％水準、***は 1％水準で有意なことを示す 
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