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本稿の目的は、ショートターミズムが日本企業の CSR 活動に与える影響を

実証的に検証することである。近年、長期的な企業価値の向上を図る手段とし

て CSR 活動が重要視されている。事実、近年の実証分析では、CSR 活動によ

って長期的に企業価値が向上することが示されている。しかし、世界的に重要

視されている CSR 活動を阻害する要因については、統一的な見解は得られて

いない。そこで、本稿では CSR 活動の阻害要因として、経営者や投資家が短

期的な利益を過剰に追求する行動であるショートターミズムに着目した。ショ

ートターミズムに陥った企業は、短期的利益を向上させるため長期的に企業価

値を向上させる CSR 活動をコストと捉え、その実施に消極的になると推論さ

れる。以上を踏まえ、ショートターミズムが CSR 活動に与える影響を実証的

に分析した。2011 年から 2015 年の東証 1 部に上場している 3 月決算の非金融

企業をサンプルとし、ショートターミズムについては経営者のショートターミ

ズムと投資家のショートターミズムの 2 つに分けて分析を行った。その結果、

経営者と投資家のショートターミズムは、共に CSR 活動に対して負の影響を

与えることがわかった。この結果は、経営者と投資家のショートターミズムの

傾向が強い企業ほど、CSR 活動に対して消極的になることを示唆している。ま

た、本稿の仮説を補完するために行った追加検証により、投資家のショートタ

ーミズムは企業の短期的業績に正の影響を与えるという結果が得られた。これ

は、投資家のショートターミズムが企業の短期的利益の追求に圧力をかけ、企

業が長期的に企業価値を向上させる CSR 活動に対して消極的になる可能性を

示唆している。CSR 活動に対する阻害要因の 1 つが、現在の世界において問題

視されているショートターミズムであることを解明したことには、大きな意義

があると考える。  
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ショートターミズムが 

日本企業の CSR 活動に与える影響  

 

 

1. はじめに  

 

 本稿の目的は、ショートターミズムが日本企業の CSR 活動に与える影響を

実証的に検証することである。  

 現代社会において、経済の持続的成長を目指す上で企業の社会的責任

（Corporate Social Responsibility、以下 CSR）に対する関心が高まってい

る。CSR という概念は、1960 年代頃、企業や投資家の利益至上主義への批判

から生じたものである。また 1990 年代以降は、世界的な金融危機であるリー

マンショックや地球環境問題などと関連して注目されてきた（蒋，2008）。こ

のように、企業は利益を追求するだけでなく社会に対する責任も果たすべきで

あるという考えから広まった CSR 活動であるが、今日では長期的に企業価値

向上を図る手段としても注目されている。櫻井（2005）は CSR 活動について

「ステークホルダーの立場から経済的価値だけでなく社会・環境業績を高める

ことで、企業価値を増加させようとする活動」（p.81）と定義しており、近年

はそのような考え方が普及していることを強調している。元来、CSR 活動は、

そのコストがかかるため企業の利益を圧迫するものと考えられていたが、近年

の研究では CSR 活動が将来の企業価値を高めていることが実際に報告されて

いる（Baird et al.，2012）。先行研究において、CSR 活動が長期的に企業価値

を向上させることが証明されていることも、企業価値創造の手段として CSR

活動が広まり、注目されている理由の 1 つであると考えられる。ところで、こ

のように重要視されている CSR 活動ではあるが、その推進に対する阻害要因

について統一的な見解は得られていない。そこで、本稿では CSR 活動推進の

阻害要因として、企業や投資家が短期的な利益を過剰に追求する行動であるシ

ョートターミズムに着目する。
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ショートターミズムとは、企業や投資家などにおいて短期的な視野に基

づく行動が蔓延する状況のことである（淵田，2012）。また、これは近

年、経済の長期的な発展や安定を阻害しかねない悪弊として懸念されてお

り、2008 年のリーマンショックの要因の 1 つとしても考えられている。英

国で 2012 年に公表されたケイ・レビューや、日本における持続的成長に

ついて検討した伊藤レポート（2014）は、ショートターミズムについてそ

の問題性を示唆している。実際に Bushee（1998）は、ショートターミズ

ムによって企業が短期的な経営に傾倒し、その結果として長期的な企業価

値の向上につながる研究開発費（R&D）がコストと捉えられて削減されて

いることを示している。また日本においても、2000 年代以降外国人投資家

の増加や四半期開示を行う企業の増加などによって、ショートターミズム

が存在するという実証がなされており 1、企業経営に与える悪影響が懸念さ

れている。このように、我が国においても企業が短期的利益追求のために

長期的活動を阻害するということが懸念されるが、ショートターミズムと

CSR 活動の関係を示した先行研究は我々が知る限り存在していない。  

以上を踏まえ、ショートターミズムに陥った企業は、短期的利益を追求

するために長期的に企業価値を向上させる CSR 活動をコストと捉え、その

実施に消極的になると推論される。そのため、本稿では、CSR 活動の阻害

要因としてショートターミズムを挙げ、それが CSR 活動にどのような影響

を与えるのかについて重回帰分析を行った。その際に、ショートターミズ

ムについては、経営者のショートターミズムと投資家のショートターミズ

ムを分けて考え、経営者のショートターミズムの指標を Antia et al.

（2010）の Decision Horizon とストックオプション導入の有無、投資家の

ショートターミズムの指標を株式の売買回転率とした。また、被説明変数

の企業の CSR 活動については、「人材活用」、「環境」、「社会性」の観点か

                                                   
1 林、小崎（2003）は、株式市場に短期主義が存在する場合、より遠い将

来の配当金に対して、無リスク金利およびリスクプレミアムから想定さ

れるよりも大きい割引率が適用され、それが株価水準に反映されるはず

という Miles（1993）の考えを、日本の株式市場に適用し、上場銘柄の

株価と配当金等のデータを用いて検証を行っている。  
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らスコア化した CSR スコアを用いる 2。本稿の分析の対象企業は、東京証

券取引所（以下、東証）1 部に上場している財務データが入手可能な 3 月

期決算企業（銀行、証券、保険業を除く）とし、2011 年 3 月期から 2015

年 3 月期の 5 年間のデータで構成されたアンバランスド・パネル・データ

を用いた。分析により、経営者と投資家のショートターミズムの傾向が強

い企業ほど、CSR 活動に対して消極的になるという結果が得られた。この

ことは、ショートターミズムによって企業が短期的経営に陥り、CSR 活動

をコストとして削減する可能性を示唆している。また上記の仮説を補完す

るための追加検証として、ショートターミズムが企業の短期的な業績の向

上に与える影響について Return on Equity（以下、ROE）を用いて分析し

た。その結果、投資家のショートターミズムは短期的な業績を向上させる

可能性があることがわかった。これらの分析結果は、ショートターミズム

に陥った企業が短期的利益向上のために、長期的に企業価値を向上させる

CSR 活動に対して消極的になる可能性を示している。  

 本稿の貢献は大きく分けて 2 つある。1 つ目は、日本企業における CSR

活動の推進に対する阻害要因を解明したことである。これまで研究が進ん

でいなかった日本企業の CSR 活動の阻害要因について、世界中で注目され

ているショートターミズムがその要因の 1 つとなっていることを示したこ

とには、大きな意義がある。2 つ目は、追加検証として、ショートターミ

ズムが短期的業績に与える影響も分析し、投資家のショートターミズムが

企業の短期的業績を引き上げ、CSR 活動を阻害していることを示したこと

である。  

 本稿の構成は以下の通りである。まず、第 2 章で研究の背景を紹介し、

第 3 章で検証する仮説を理論的に説明する。そして、第 4 章ではデータお

よび分析方法を説明し、第 5 章で分析結果を示す。最後に、第 6 章で分析

結果を考察し、本研究を総括する。  

 

                                                   
2 本稿での CSR スコアは東洋経済新報社が作成している CSR 企業ランキ

ングに掲載されている「人材活用」、「環境」、「社会性」の各スコア（各

100 点満点）、およびそれらの合計値（300 点満点）を用いた。  
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2. 研究の背景  

 

2.1.  CSR 活動についての議論  

 

現代の企業は、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが求められてい

る。その中で、企業の長期的な価値の向上につながる取り組みとして CSR

活動が注目されている。環境省は「経済活動のグローバル化、インターネ

ットの普及に代表される情報化の進展、社会情勢の多様化、国内外を問わ

ず発生した企業の不祥事などを背景に、企業の社会的責任（CSR）に対す

る関心が急速に高まっている」 3と記述し、その重要性を強調している。ま

た、櫻井（2005）は、CSR 活動を「ステークホルダーの立場から経済的価値

だけでなく社会・環境業績を高めることで、企業価値を増加させようとす

る活動」と定義している。以前は、CSR 活動に取り組むにはそれにかかる

コストを負担しなければならず、企業の利益を圧迫すると考えられてい

た。しかし、近年の研究では CSR 活動が将来の企業価値を高めていること

が報告されている。Baird et al.（2012）は、CSR 活動への取り組みを測

る指標として Corporate Social Performance（CSP）を用いて実証分析を

行い、CSR 活動を行うことは将来の業績に対して正の影響を与えるという

結果を示している。さらに蒋（2008）は、企業は CSR 活動に取り組むこ

とによって、企業活動と利害関係をもつ顧客、債権者、従業員、地域社会

などのステークホルダーと良好な関係を構築することができると述べてい

る。さらにその結果、企業に将来のリターンをもたらす無形資産である

Corporate Reputation（CR）を媒介として企業価値の向上をもたらすとも

述べている。このように、近年において CSR 活動は企業の長期的な価値創

造のための手段として重要視されている。  

 

                                                   
3 地球・環境人間フォーラム（2005）「開発途上地域における企業の社会

的責任  CSR in Asia」。  
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2.2.  ショートターミズムについての議論  

 

1990 年代初頭、アメリカにおいて、米国企業の競争力が日本企業に比べ

て低下しているのではないかという疑念が広まった際、その要因として経

営者が短期的な視野に基づいて経営を行うショートターミズムが挙げられ

た 4。そして、2008 年に起こったリーマンショック以降、ショートターミ

ズムは経済の長期的な発展や安定を阻害しかねない悪弊として再び問題視

されている。また近年において、2012 年に英国株式市場を調査したケイ・

レビューでは、英国株式市場での問題点の 1 つにショートターミズムを挙

げている。これらに加えて、世界の株式市場では HFT（High Frequency 

Trading） 5等の高速トレーディングが活発化するなど、ショートターミズ

ムは投資家側の現象としても捉えられている。図表１は、日本、アメリ

カ、OECD 加盟国の株式市場における 1985 年から 2015 年までの売買回転

率の推移を表す。この図表からみても、全ての株式市場において売買回転

率は上昇しており、投資家がショートターミズムに陥っていることがわか

る。また、近年日本においても株式市場のショートターミズムの存在が確

認され（林、小崎，2013）、伊藤レポート（2014）ではショートターミズ

ムを指摘した上で、長期的な投資や企業と投資家との積極的な対話の重要

性を主張している。  

ショートターミズムが企業経営に与える影響について、Porter（1992）

は、企業が短期的なパフォーマンスを好むことによって長期的な価値創造

に悪影響を及ぼすことを指摘し、長谷川（2016）ではショートターミズム

を、企業価値の形成プロセスを歪め、持続可能な成長を阻害する要因の 1

つとして捉えている。また、実際にショートターミズムが引き起こす問題

について検証した研究として、Bushee（1998）は、米国上場企業のデータ

を用いて、売買回転率が高い企業ほど短期的利益を追求し、長期的に

                                                   
4 淵田（2012）。  
5 コンピューターが株価や出来高などの動きをミリ秒（ 1000 分の 1 秒）単

位以下の速度で判断し、超高速の自動発注を繰り返して大量売買する取

引。ポジションの保有期間が極めて短く、取引頻度を高めることで資本

回転率を上げ、高い収益をねらう。（野村證券、「証券用語解説集」） 
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注）World Bank が公表している World Federation of Exchange の売買回

転率を用いて作成した。  

 

見て企業価値の向上につながるとされる研究開発費を削減する傾向にある

ことを示している。このような背景から、日本においても、企業に長期的な

価値を追求するような意思決定を促すために、企業や投資家が守るべき行動

規範を定めた指針の作成が進んでいる。企業が株主やステークホルダー等を

考慮することで、適切で公正な意思決定、ひいては持続的成長や中長期的な

企業価値向上につなげることを促すコーポレートガバナンス・コード 6の作

成や、機関投資家が受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図ることで企

                                                   
6 上場企業に対して、実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主

要な原則を取りまとめたもの。これらが適切に実践されることは、それ

ぞれの会社において持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための

自律的な対応が図られることを通じて、会社、投資家、ひいては経済全

体の発展にも寄与することとなるものと考えられる。（株式会社東京証券

取引所「コーポレートガバナンス・コード」2018 年 6 月版） 
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図表1 各国の株式市場における売買回転率（％）の推移
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業価値の向上や持続的成長を促す日本版スチュワードシップ・コード 7の作

成など、経営者と投資家の双方に短期的な利益を追求する行動を是正するこ

とが求められている。  

 

2.3.  ショートターミズムと CSR 活動の関係について  

 

前述したように、CSR 活動は将来の企業価値に対して正の影響を与える

ことが示されている。ただ、これまで CSR 活動の阻害要因は実証的に分析

することが困難であったため、一般的に考えられる阻害要因を指摘するこ

とに留まっていた。そこで本稿では、CSR 活動の阻害要因を実証的に分析

するため、経営者、そして企業経営に影響を与える投資家の視野の長さに

注目した。将来の企業価値向上につながるとされる CSR 活動を行うには、

長期的な視野を持って経営を行う必要があるため、長期的な視野で経営を

行っている企業ほど、CSR 活動に積極的であると考えられる。そして、そ

のような長期的な視野を持った経営を阻害するものこそがショートターミ

ズムである。淵田（2012）においても、CSR や ESG 投資 8といった長期的

な企業成長や持続可能な社会を目指す企業経営と、ショートターミズムは

共存しないと述べられている。つまり、ショートターミズムに陥っている

企業は、長期的な企業価値の向上につながる活動をコストと捉え、それを

犠牲にすることで短期的な収益性を高めていると考えられる。したがっ

                                                   
7 機関投資家が、顧客・受益者と投資先企業の双方を視野に入れ、「責任あ

る機関投資家」としてスチュワードシップ責任を果たすに当たり有用と

考えられる諸原則を定めたもの。このコードに従い、機関投資家が適切

にスチュワードシップ責任を果たすことは、経済全体の成長にもつなが

るものである。（スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会

「『責任ある機関投資家』の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コー

ド≫（改訂版）」，2017） 
8 E（環境、Environment）、S（社会、Social）、G（企業統治・ガバナン

ス、Governance）の 3 要素に配慮している企業を重視・選別して行う投

資。世界が貧富の格差問題、ボーダーレス化する地球環境問題や企業経

営のグローバル化に伴う様々な課題に直面する中で、企業への投資は、

短期的ではなく長期的な収益向上の観点とともに、持続可能となるよう

な国際社会づくりに貢献する ESG の視点を重視して行うのが望ましいと

の見解を国連が提唱した。（野村證券、証券用語解説集」） 
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て、経営者や投資家のショートターミズムの傾向が強いほど、企業経営は

CSR 活動に対して消極的になると推論される。  

以上の考察をもとに、本稿ではショートターミズムが CSR 活動に与える

影響について検証する。  

 

3. 仮説  

 

本稿の仮説は、ショートターミズムの傾向が強い企業ほど、CSR 活動に

消極的になるというものである。ショートターミズムによって企業はより

短期的に利益を獲得することを意識し、長期的な企業価値の向上が期待さ

れる CSR 活動をコストと捉え、それを削減すると考える。  

本稿では、経営者と投資家の双方からショートターミズムが CSR 活動に

与える影響を検証するため、経営者のショートターミズムを測る指標とし

て Decision Horizon とストックオプション導入の有無を、投資家のショー

トターミズムを測る指標として株式の売買回転率を用い、それぞれの指標

に対して仮説を立て、分析を行う。  

 

3.1. Decision Horizon (DH) 

 

まず、経営者のショートターミズムが発生する要因として、本稿では経

営者がどれほど長い視野を持って経営を行うかという経営者の意思決定の

長さに注目する。経営陣の近視眼的な経営が企業の市場価値に与える影響

について調べた Antia et al.(2010)は、そのような意思決定の長さに関わ

る要因として経営者の在任期間と年齢を挙げている。実際に経営者の在任

期間や年齢が意思決定の長さの決定要因となることを検証した先行研究は

数多く存在する。例えば、Jensen and Smith（1985）は、経営者の意思決

定の長さは予測される在任期間によって左右されるため、経営者は退職年

齢または交代時期が近づくと短期志向に陥ることを示している。また

Dechow and Sloan（1991）は、CEO が退職に近づくにつれて、収益を実

現するまでに長い年月を要する研究開発費の削減が起こりやすくなること
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を立証している。このような背景から、Antia et al. (2010) は CEO の意

思決定の長さをはかる指標として CEO の Decision Horizon（以下、DH）

を用いている。DH とは、CEO の在任期間と年齢から予測される残余任期

によって決定される指標である。またこの研究では、CEO は同業他社の

CEO と比較することで自身の残余任期を予測するとしている。したがっ

て、ある CEO の DH は、同業他社の全 CEO の任期（年）の中央値からそ

の CEO の現在の任期（年）を差し引いたものに、同業他社の全 CEO の年

齢の中央値からその CEO の現在の年齢を差し引いたものを足し合わせる

ことで算出される。DH は以下のような式で求められる。DH は CEO の

Decision Horizon、TENURE はそれまでの CEO としての就任期間、AGE

は CEO の年齢、 i は DH を予測する対象の CEO 個人、 ind はその CEO と

同じ産業内の中央値、 t は年数をそれぞれ表している。  

 

𝐷𝐻 𝑖 ,𝑡 = [𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸 𝑖𝑛𝑑 , 𝑡 − 𝑇𝐸𝑁𝑈𝑅𝐸 𝑖 ,𝑡] + [𝐴𝐺𝐸 𝑖𝑛𝑑 ,𝑡 − 𝐴𝐺𝐸 𝑖 ,𝑡] 

 

Antia et al. (2010) を参考に、本稿ではショートターミズムをはかる指

標として DH を用いる。DH が短い、つまり経営者の予測される残余任期

が短い場合、経営者は自身の評価を高めるためにすぐに得られる利益を重

視するため、長期的な価値の形成を犠牲にして短期志向に陥ると推論され

る。したがって、DH が短いほど経営者はショートターミズムに陥ると考

え、DH について以下のような仮説を立てる。  

 

仮説 1：CEO の Decision Horizon が短い企業ほど CSR 活動に消極的

である  

 

3.2. ストックオプション  

 

日本における経営者報酬の中で、中長期的な業績や企業価値と連動する

報酬としてストックオプションが挙げられる。ストックオプションは、企

業外部の株主と内部の経営者や従業員等の利害を一致させ、企業価値の向
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上に貢献させることを期待し導入された制度である。しかし、その利用に

際していくつかの問題が指摘されてきた。その 1 つとして、ストックオプ

ションを付与された経営者は、時に株主価値を犠牲にしてでも自身の利益

を最大化させるための行動に走ることがあると考えられている。実際に、

リスクテイク問題 9やアーニングス・マネジメント 10などの問題が発生して

きた。そこで近年、権利を行使する期間に制約を設けたストックオプショ

ンが導入されるようになった。このようなストックオプションは、決めら

れた時期以降でなければ権利を行使できないように制約されたインセンテ

ィブ制度であるため、経営者が自身の利益を上げる目的での権利行使を防

ぐことが期待されている。近年このような制約を設けたストックオプショ

ンを導入する企業が増加していることから、本稿における分析ではストッ

クオプションを中長期的な経営を促すインセンティブ制度として捉える

11。つまり、ストックオプションを導入している企業の経営者は、より長

期的な視野で経営を行うと考える。また、ストックオプションを導入して

いない企業の経営者は、中長期的な経営を促すインセンティブを保持して

いないため、導入している企業の経営者に比べて短期的な視野で経営を行

う可能性が高いと推論される。したがって、ストックオプションを導入し

ていない企業は導入している企業と比較してショートターミズムに陥る可

能性が高いと考え、ストックオプションについて以下の仮説を立てる。  

 

仮説 2：ストックオプションを導入していない企業は、導入している

企業と比較して、CSR 活動に消極的である  

                                                   
9 ストックオプションは、アップサイドの収益のみを追求し、ダウンサイ

ドのリスクを負担しないため、過度にリスクの高い行動を助長する可能

性がある（花崎、松下，2010）。  
10 一般的に，ストックオプションの行使価格は付与日の株価と同じ水準と

なることが多い。このことから、経営者はストックオプションから得ら

れる価値を最大化させるために、株価に影響を与えうる利益そのものを

操作する（earnings management）可能性がある（金ほか，2011）。  
11 経済産業省のコーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研

究会（2015 年 3 月）において、ストックオプションを経営者に対しての

中長期的なインセンティブとして捉えている。 
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3.3. 株式の売買回転率  

 

次に、投資家のショートターミズムをはかる指標として株式の売買回転

率を用いる。売買回転率は株式の流通度合いをはかる指標であり、投資家

がどれだけ活発に株式の売買を行っているかを表す。つまり、投資家の株

式の保有期間を表している売買回転率が高いことは投資家の保有期間が短

いことを意味するため、投資家は短期的なリターンを求めているというこ

とになる。その場合には、投資家は企業に短期的な利益を上げるよう経営

に圧力をかけることが推論される。その結果、企業は長期的な価値創造よ

りも短期的な結果を求めるようになり、ショートターミズムに陥る可能性

が高いと考えられる。このことから、株式の売買回転率について以下のよ

うな仮説を立てる。売買回転率が高い、つまり投資家が短期の取引を繰り

返している場合には、経営がショートターミズムに陥り長期的な視点が失

われ、CSR 活動には消極的になる。  

 

仮説 3：株式の売買回転率が高い企業ほど CSR 活動に消極的になる  

 

3.4. ショートターミズムと短期的利益  

 

前述のように、本稿の目的はショートターミズムが日本企業の CSR 活動

に与える影響を検証するというものであるが、それに加えて、本稿の仮説

を補完するため、ショートターミズムが短期的業績に与える影響について

も検証を行う。本節で述べているように、本稿の仮説は、ショートターミ

ズムによって企業はより短期的な利益を獲得することを意識し、長期的な

企業価値の向上が期待される CSR 活動はコストと捉えられ削減されるとい

う考えによるものである。したがって、ショートターミズムが実際に短期

的な業績に与える影響を検証することによって、ショートターミズムが

CSR 活動を阻害するという本稿の仮説の立証がより説得的なものになると

考える。  
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本稿では、企業の短期的な業績をはかる指標として ROE12を用いる。

ROE とは、株主資本に対して企業がどれほどの利益を獲得したかを測る指

標である。近年、企業がショートターミズムに陥ることによって、CSR 活

動や研究開発への投資などの長期的な企業価値創造につながる活動がコス

トと捉えられ削減されることで、短期的利益を過剰に追求する行動が懸念

されている。また、市場からの短期的な利益獲得を求める圧力が高まるほ

ど、その傾向は顕著になるとされている。したがって、ショートターミズ

ムに陥った企業の ROE は、短期的には高くなると考えられる。そこで本

稿では、ショートターミズムに陥った企業が短期的に高い業績を達成して

いることを検証するため、ROE を用いてショートターミズムの各指標につ

いて以下のような仮説を立てる。  

 

仮説 4a：Decision Horizon が短い企業ほど、ROE は高くなる   

仮説 4b：ストックオプションを導入していない企業は、導入している

企業と比較して、ROE は高くなる  

仮説 4c：株式の売買回転率が高い企業ほど、ROE は高くなる   

 

4. データ  

 

4.1. データの概要  

 

4.1.1.  サンプルと推計期間  

 

 本稿の分析では、東証 1 部に上場している企業のうち財務データが入手

可能な 3 月期決算の企業（銀行、証券、保険業を除く）の、2011 年 3 月期

から 2015 年 3 月期の 5 年分の決算データを用いた。また、CSR スコアは

東洋経済新報社が毎年作成している CSR 企業ランキングの第 6 回から第

                                                   
12 ROE は、税引き後当期純利益を自己資本で割り、その数値に 100 をか

けて算出される。  
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10 回 13 に掲載されているデータを、CEO の就任年月および年齢のデータ

は日本経済新聞社が毎年作成している企業基本データ（役員）から得た。

使用するデータが全て揃った企業を分析対象とした結果、サンプルは

1,927 社（2011 年：393 社、2012 年：402 社、2013 年：406 社、2014

年：326 社、2015 年：400 社）となった 14。  このアンバランスド・パネ

ル・データを用いて重回帰分析を行う。  

  

4.1.2.  被説明変数  

 

 本稿の回帰分析の被説明変数には、企業の CSR 活動の指標として CSR

スコアを用いる。CSR スコアは、東洋経済新報社が毎年作成している CSR

企業ランキングの第 6 回から第 10 回に掲載されている「人材活用」、「環

境」、「社会性」のそれぞれ 100 点満点のスコアと、それらの合計値である

300 点満点の CSR 総合スコアを使用した 15。「人材活用」の評価項目に

は、女性社員比率やダイバーシティ尊重の経営方針、残業時間などが含ま

れている。「環境」の評価項目には、環境会計の有無や環境ビジネスへの取

り組み、CO2 排出量等削減への中期計画の有無などが含まれている。「社会

性」の評価項目には、社会貢献活動支出額や NPO・NGO 等との連携、地

域社会参加活動実績などが含まれている 16。  

 また追加検証として、被説明変数に企業の短期的な業績を測る指標とし

て ROE（%）を用いて分析を行った。ROE のデータは日本経済新聞社のコ

ーポレートガバナンス評価システム（日経 NEEDS-Cges）より取得した。  

 

                                                   
13 第 6 回から第 10 回のデータは本稿のサンプルである 2011 年から 2015

年のデータと対応している。  
14 コントロール変数として用いた負債比率が上位、下位 1％に属する企業

は外れ値としてサンプルから除いた。  
15 毎年、全上場企業・主要未上場企業に調査票を送付し、回答企業にさら    

に追加調査を行なっている。各評価項目の最大得点と得点分布を考慮し

て最終的な評価を行い、スコア化している。  
16 より詳しい評価項目については、「『CSR 企業総覧』：調査の説明・デー

タの見方（東洋経済新報社）」を参照のこと。  
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4.1.3.  説明変数  

 

 本稿の分析では、経営者のショートターミズムを表す説明変数として

CEO の Decision Horizon とストックオプション・ダミー、投資家のショ

ートターミズムを表す説明変数として株式の売買回転率を用いる。

Decision Horizon の定義は 3.1 節で述べた通りである。ストックオプショ

ンの変数については、ストックオプションを導入している企業を 1、導入

していない企業を 0 とするダミー変数を用いた。そして売買回転率の定義

は、企業ごとの年次出来高を期末発行済株式総数で割ったものである 17。  

 

4.1.4.  コントロール変数  

 

本稿の分析では、遠藤（2017） 18を参考に、コントロール変数として負

債比率、Ln 総資産（総資産の自然対数値）、Ln 現金・預金、現金および現

金同等物（現金・預金、現金および現金同等物の自然対数値）、機関投資家

持株比率（％）、外国人投資家持株比率（％）、年次ダミー（2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 年）、産業ダミーを用いた。このうち、負債比率、総資

産、機関投資家持株比率、外国人投資家持株比率のデータは、日本経済新

聞社のコーポレートガバナンス評価システム（日経 NEEDS-Cges）より取

得した。また、現金・預金、現金および現金同等物のデータは NEEDS-

FinancialQUEST より取得した。まず負債比率をコントロール変数として

用いる理由は、遠藤（2017）によると、負債比率は資金の流動性制約の尺

度として捉えることができるためである。また、Ln 総資産は会社の規模の

大小による影響を捉えるためコントロール変数として用いる。加えて、Ln

現金・預金、現金および現金同等物をコントロール変数として用いる理由

は、遠藤（2017）によると現金・預金、現金および現金同等物は余裕資金

を表す尺度として捉えることができるためである。そして、機関投資家持

                                                   
17 宇野、神山（2009）。  
18 日本企業の環境パフォーマンスの決定要因を調査したものである。  
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株比率、外国人投資家持株比率 19をコントロール変数として用いる理由

は、企業経営に対して影響力の大きい投資主体を捉え、企業のガバナンス

構造の影響をコントロールするためである。さらに、年度ごとの影響を捉

えるために年次ダミーを、産業ごとの特性を捉えるために産業ダミー 20を

コントロール変数として用いた。分析で使用したデータに関して、変数ご

とに平均値、中央値、標準偏差、最大値、最小値を求めたものは図表 2 に

記載している。  

 

4.2. 分析方法  

 

本稿では、プールド OLS、固定効果モデル、変量効果モデルを用いて分

析を行った。固定効果モデルと変量効果モデルを用いる理由としては、時

間を通じて変化しない企業ごとの特性を考慮することができるなど、欠落

変数バイアスに対処できるためである。分析で用いる推計式としては、以

下の回帰式を用いた。  

 

Y (CSR スコア合計値、人材活用スコア、環境スコア、社会性スコア、

ROE ) it  

= β0 + β1 CEO Decision Horizon it +β2 ストックオプション・ダミー  it  

+β3 売買回転率 it +β4 負債比率 it +β5 Ln 総資産 it 

+β6 Ln 現金・預金、現金および現金同等物 it 

+β7 機関投資家持株比率 it +β8 外国人投資家持株比率 it 

+β9~12 年次 t  +β13~40 産業 i  + u it  

                                                   
19 企業の CSR 活動に対する機関投資家と外国人投資家は正の影響も負の

影響もあると考えられている。遠藤（2017）の指摘では、CSR 活動や

ESG 投資に理解のある年金基金のような機関投資家が多ければ、機関投

資家持株比率は正の影響を持つと指摘している。また、短期的な取引を

するアクティビスト・ファンドの場合は CSR 活動に対して負の影響を与

えると考えられている。収益性を求められると、経営者は長期的な事業

計画やコストが大きい事業を選択できなくなることも指摘している。 
20 産業ダミーについては、東証 33 業種分類コードを用いた。  
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5. 分析結果  

 

5.1. プールド OLS の分析結果  

 

本稿では、ショートターミズムが日本企業の CSR 活動に与える影響を検

証するため重回帰分析を行った。また、追加検証としてショートターミズ

ムが日本企業の ROE に与える影響も検証した。プールド OLS の推計結果

は図表 3 にまとめられている。  

まず、CEO の Decision Horizon が CSR スコアに与える影響の推計結果

を見る。CEO の Decision Horizon の係数は、CSR 総合スコアに対して

1％水準で統計的に有意に正となった。また、「人材活用」と「社会性」の

各スコアを被説明変数にした推計結果においても、CEO の Decision 

Horizon の係数は、それぞれ 1％水準、10％水準で統計的に有意に正とな

った。このことは、CEO の Decision Horizon が短い企業ほど CSR 活動に

消極的になることを示しており、仮説 1 を支持している。  

次に、ストックオプションが CSR スコアに与える影響の推計結果を見て

いく。ストックオプション・ダミーの係数は、CSR 総合スコアに対して

1％水準で統計的に有意に正となった。また、「人材活用」と「社会性」の

各スコアを被説明変数にした分析においても、ストックオプション・ダミ

ーの係数は 1％水準で統計的に有意に正となった。このことは、ストック

オプションを導入していない企業ほど CSR 活動に消極的になることを示し

ており、仮説 2 を支持している。  

続いて、株式の売買回転率が CSR スコアに与える影響の推計結果を見て

いく。売買回転率の係数は、CSR 総合スコアに対して 1％水準で統計的に

有意に負となった。また、「人材活用」、「環境」、「社会性」の各スコアを被

説明変数にした分析においても、売買回転率の係数は 1％水準で統計的に

有意に負となった。このことは、売買回転率が高い企業ほど CSR 活動に消

極的になることを示しており、仮説 3 を支持している。  

最後に、追加検証として行った、ショートターミズムの各指標が ROE

に与える影響の推計結果を見る。CEO の Decision Horizon の係数は ROE 
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に対して負であるものの有意とはならなかった。また、ストックオプショ

ン・ダミー係数も有意な結果を得られなかった。一方、株式の売買回転率

の係数は ROE に対して 10％水準で統計的に有意に正となった。このこと

は、売買回転率が高い企業ほど ROE が高くなることを示しており、仮説

4c を支持している。  

以上の結果から、経営者のショートターミズムは企業の CSR 活動に負の

影響を与え、投資家のショートターミズムは企業の短期的業績に正の影響

を与える一方で、企業の CSR 活動に負の影響を与えることが明らかになっ

た。  

 

5.2. 固定効果モデルの分析結果  

 

続いて、ショートターミズムが日本企業の CSR 活動に与える影響をより

詳細に検証するため、固定効果モデル 21・変量効果モデルを用いた分析を

あわせて行った。また、ショートターミズムが日本企業の ROE に与える

影響も追加検証した。ハウスマン検定により、CSR 総合スコア、「人材活

用」スコア、「環境」スコア、ROE に対しての分析には固定効果モデルが

採用された 22。  加えて、今回の分析は線形モデルであり、奥井（ 2015） 23

では「経済学などの社会科学の実証分析では変量効果の仮定である説明変

数との無相関という仮定は満たされないことが通常」（p.8）であると述べ

ている。したがって、本稿の分析では固定効果モデルを用いる。固定効果

モデルの推計結果は図表 4 にまとめられている。  

まず、CEO の Decision Horizon が CSR スコアに与える影響の推計結果

を見る。CEO の Decision Horizon は CSR 総合スコア、「人材活用」、「環  

                                                   
21 F 検定により、すべての推計結果においてプールド OLS ではなく、固

定効果モデルが支持された。 
22 「社会性」スコアに対しては 0.5046 で変量効果モデルが支持された。  
23 奥井（2015）ではハウスマン検定の問題点と変量効果モデルの問題点を

指摘している。変量効果モデルに関しては、固定効果を誤って変量効果

と捉えてしまう可能性を挙げている。また、これまでの多くの経済学の

実証研究において固定効果モデルが用いられていることも述べている。  



 

20 

 

 

 



 

21 

 

境」、「社会性」に対して統計的に有意な影響を与えなかった。  

次に、ストックオプション・ダミーの係数に関しては、CSR 総合スコ

ア、「人材活用」、「社会性」に対して統計的に有意とはならなかった。しか

し、「環境」スコアを被説明変数にした分析においては、ストックオプショ

ン・ダミーの係数は 10％水準で統計的に有意に負となった。この推計結果

は、図表 3 のプールド OLS の推計結果とは逆のものである。  

続いて、株式の売買回転率が CSR スコアに与える影響の推計結果を見

る。売買回転率の係数は、図表 3 のプールド OLS の係数と同じく、CSR

総合スコアに対して 1％水準で統計的に有意に負となった。また、「人材活

用」と「環境」の各スコアを被説明変数にした分析においても、売買回転

率の係数はそれぞれ 5％水準、10％水準で統計的に有意に負となった。こ

のことは、仮説 3 がプールド OLS のみならず固定効果モデルの推計結果に

おいても支持されることを示している。  

最後に、ショートターミズムの各指標が ROE に与える影響の推計結果

を見る。CEO の Decision Horizon とストックオプション・ダミーの係数

は統計的に有意にならなかったが、売買回転率の係数は ROE に対して 1％

水準で統計的に有意に正となった。このことは、固定効果モデルにおける

推計においても、投資家のショートターミズムが ROE を引き上げること

を示している。以上の図表 3、図表 4 の推計結果から共通して示されるこ

とは、投資家のショートターミズムは企業経営の短期化を招き、企業の当

面の利益率を上昇させる一方、企業の CSR 活動を削減するということであ

る。  

 

6. おわりに  

 

本稿では、ショートターミズムが日本企業の CSR 活動に与える影響を実

証的に検証した。近年、経済や企業の持続可能な成長や CSR 活動が注目さ

れている中、ショートターミズムの弊害が問題視されている。しかし、世

界および日本においてショートターミズムが CSR 活動に与える影響につい

て着目した研究は、我々が知る限り存在しない。そこで本稿では、経営者
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のショートターミズムの指標として CEO の意思決定の長さを示す

Decision Horizon とストックオプション導入の有無、投資家のショートタ

ーミズムの指標として株式の売買回転率を用いて企業の CSR スコアに与え

る影響を検証した。また、追加検証において企業の短期的な業績を測る指

標として ROE を用い、それにショートターミズムが与える影響について

も分析を行った。分析結果より、CEO の Decision Horizon とストックオ

プションは CSR スコアに正の影響を与えることが示された。また、株式の

売買回転率は、プールド OLS のみならず固定効果モデルにおいても、CSR

スコアに負の影響を与えることが示された。さらに、売買回転率はプール

ド OLS、固定効果モデルのどちらにおいても、ROE に正の影響を与える

という結果が得られた。  

本稿の分析より、経営者が短期的な視野に陥るほど CSR 活動に負の影

響を与えることが示された。また、投資家が短期的な行動を取るほど企業

は短期の業績の向上を追求し、CSR 活動に負の影響を与えることが明らか

になった。つまり、経営者と投資家のショートターミズムは長期的に企業

価値を向上させる CSR 活動に負の影響を与え、中でも特に投資家の短期的

利益の追及が企業の CSR 活動を消極的にさせることを示唆している。  

以上より、本稿においては、日本企業における CSR 活動に対する阻害要

因の 1 つが、世界的に問題視されているショートターミズムであることが

実証的に示された。ショートターミズムと CSR 活動の関係に着目した先行

研究が存在しないことを踏まえると、本稿の実証研究は一定の貢献がある

と考える。  

日本の改訂版コーポレートガバナンス・コードの基本原則 2-1 におい

て、上場企業は持続的な成長と中長期的な企業価値の創出に努めた経営を

する必要性が提示されている。また基本原則 4-2 においては、経営陣の報

酬に中長期的な企業業績を反映させるインセンティブ付けの必要性が提示

されている。ショートターミズムが企業の中長期的な価値創造につながる

CSR 活動を抑制することを示した本稿の分析結果は、これらの原則を支持

するものであり、経営者が長い経営視野を持って企業活動に取り組むべき

であることを示している。さらに、本稿の分析結果は、投資家は持続可能
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な企業行動に対して理解を示すべきであるという伊藤レポート（2014）の

指摘も支持するものである。  

ただし、本稿では、ショートターミズムを捉える指標が限られているた

め、その影響の検証は様々な角度から行われているとは言い難い。今後、

より多くのショートターミズムを捉える指標を用いてさらなる分析を行う

ことが必要である。  
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