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1. はじめに  

 

本稿の目的は、社外取締役が企業価値に与える影響を、他のガバナンス

メカニズムとの関係を考慮した上で実証的に検討することにある。  

一般に、企業が経営の効率性を確保するには、有効なコーポレート・ガバ

ナンス（経営者の規律付け）のメカニズムをもつことが重要だと言われる。

久保 (2010)は、そのコーポレート・ガバナンスの手段として、「インセンテ

ィブの付与」と「モニタリング」の 2 つをあげている (1 )。また Brealey, Myers 

and Allen(2013)では、経営者インセンティブ、取締役会や株主によるモニ

タリング、敵対的買収の脅威を、主なガバナンスメカニズムとしてあげてい

る。  

そして、そのうちの取締役会のモニタリングの有効性を左右する取締役会

の構成に関して、近年社外取締役が注目を集めている。実際、日本取締役協

会「上場企業のコーポレート・ガバナンス調査」(2014)によると、東京証券

取引所（以下「東証」とする）一部上場企業のうち、社外取締役を導入して

いる企業の割合は 2004 年では 30.2％に過ぎなかったが、2011 年には 51.4％

と半数を超え、2014 年は 74.4％にまで達している。そして、現在、政府に

よって社外取締役の導入が進められ、その導入を義務化する動きもある (2)。 

しかし、そうした動きの一方で、経団連は社外取締役の導入に否定的であ

るとも言われる (3 )。このように、現在の日本の社会においては、社外取締役

の導入には賛否両論があるのが現状である。こうした状況では、社外取締役

の導入が企業に与える影響を実証的に明らかにすることには大きな意義が

あると考えられる。  

しかしながら、社外取締役が企業価値に与える影響は、まだ実証的にはっ
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きりとした答えが得られていないのが現状である。まず、宮島・原村・稲垣

(2003)は、社外取締役と企業価値の間には有意な関係はないと報告している。

その一方で、宮島・新田 (2007)の実証分析では、社外取締役比率と企業の業

績変化の間には正の相関関係があることが示されている。そのような中で、

宮島・小川 (2012)は、社外取締役の導入が企業パフォーマンスへ与える効果

は、企業の特性（事業の複雑性、情報獲得の困難さなど）によって異なりう

ることを示している。  

我々は、前述したように、取締役会によるモニタリングは、あくまでも企

業のガバナンスメカニズムの 1 つであることから、その構成の変化（社外取

締役の導入）の効果は、その企業が他に有効なガバナンスメカニズムを有し

ているかどうかによって変わってくるのではないかと考えた。そこで本稿で

は、他のガバナンスメカニズムとして、経営者インセンティブと株主による

モニタリング、敵対的買収の脅威の 3 つを考え、それらのメカニズムが有効

な企業とそうでない企業で、社外取締役が企業価値に与える影響が異なるか

どうかを検証する。  

本稿では、社外取締役が企業価値に与える影響を考察するために、トービ

ンの Q を被説明変数とした重回帰分析を行い、社外取締役の有無がトービ

ンの Q に与える影響を比較、考察した。分析の対象は、東証一部上場の 3 月

決算の企業（金融・電気・ガス業除く）とし、2009 年から 2013 年の 5 年間

のパネルデータを用いた。まず、全サンプルを対象として重回帰分析を行っ

た結果、宮島・原村・稲垣 (2003)と同様、社外取締役と企業価値の間に有意

な関係はみられなかった。そこで、他のガバナンスメカニズムの強弱を示す

指標として社長持株比率（経営者インセンティブ）と外国人持株比率（株主

によるモニタリング）と株式持合比率（敵対的買収の脅威）の 3 つを用いて、

これらの各比率によって全サンプルを上位、中位、下位（3 分の 1 ずつ）の

3 つのグループに分類し、上位のグループと下位のグループの間で、社外取

締役がトービンの Q に与える効果が異なるかどうかを調べた。その結果、

社長持株比率が低い（経営者のインセンティブが小さい）企業では社外取締

役の導入が企業価値を高めること、そして外国人持株比率が高い（株主によ

るモニタリングが強い）企業でも、社外取締役の導入が企業価値を高めるこ
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とがわかった。この実証結果は、社外取締役の存在と経営者インセンティブ

の付与の間には代替的な関係があること、社外取締役の存在と株主によるモ

ニタリングの間には補完的な関係があることを示している。また、それは同

時に、社外取締役の導入の効果は、全ての企業で画一的ではなく、企業の他

のガバナンスメカニズムによって変化することも示している。                         

本稿の構成は以下の通りである。まず、第 2 節で研究の背景を紹介し、第

3 節で検証すべき仮説を導出する。そして、第 4 節ではサンプル及び分析方

法を説明し、第 5 節で分析結果と考察を示す。最後に、第 6 節で本研究を総

括する。  

 

2. 研究の背景  

  

一般に、株式会社においては、所有と経営の分離によって、エージェンシ

ー問題が発生し、経営者と株主の利害が一致しない可能性がある。そこで、

企業価値の最大化を目指すためには、経営者と株主の利害を一致させる必要

がある。つまり、経営者をいかに規律付けるか（ガバナンスするか）が企業

価値向上のための課題となる。この経営者をガバナンスするメカニズムとし

ては、「経営者へのインセンティブの付与」、「取締役会または株主によるモ

ニタリング」、「敵対的買収の脅威」がある（久保 (2010), Brealey, Myers and 

Allen(2013)）。そして、その中の取締役会によるモニタリングに関しては、

近年社外取締役の存在が注目されている。前に述べたように、日本取締役協

会 (2014)の調査によると、社外取締役を導入する企業が年々増加しているこ

とがわかる。  

この社外取締役の役割としては、株主の視点、そして客観的な視点から経

営者を監視（モニタリング）することがあげられる (4)。すなわち、社外取締

役を導入することで、経営者が自らの立場や権限を利用して私利私欲のため

に行動することを監視し、企業価値の毀損を防ぐことが可能になると考えら

れる。その社外取締役導入と企業価値の関係については、これまでに日本に

おいてもいくつかの実証研究が行われている。  

宮島・稲垣・原村 (2003)は、被説明変数に企業パフォーマンスを表すトー
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ビンの Q または ROA を置き、説明変数に社外取締役の有無に関するダミー

変数を用いて重回帰分析を行った。その結果、社外取締役の導入自体と企業

パフォーマンスの間には有意な関係がみられないことが実証されている。       

一方、宮島・新田 (2007)の研究では、1998 年から 2004 年の東証一部・二

部上場の企業 (金融を除く )を対象とし、社外取締役比率と企業の業績変化と

の間には正の相関があることを示している。以上のように、これまでの研究

では、社外取締役の導入と企業価値の関係について一貫した結果が得られて

いない。  

この研究の現状に 1 つの答えを与えているのが宮島・小川 (2012)の研究で

ある。宮島・小川 (2012)は、社外取締役の導入効果が企業特性によって異な

る可能性を示唆している。2005 年から 2010 年の東証一部上場企業を対象

に、事業の複雑性、モニタリングの必要性、情報獲得の困難さ、経営者の交

渉力の 4 つの企業特性をあげ、それぞれの高低ダミーと社外取締役に関する

変数（導入ダミー、人数、比率）の交差項を用いて、産業調整済み ROA を

被説明変数とした重回帰分析を行なっている。分析の結果、情報獲得コスト

の低い企業における社外取締役の導入は、パフォーマンスに有意に正の影響

を与える一方で、情報獲得コストの高い企業における社外取締役の導入はパ

フォーマンスに有意な効果をもたらさないか、むしろ負の効果をもつことを

示している。  

宮島・小川 (2012)は、上記の 4 つの企業特性に注目して分析を行っている

が、我々は、社外取締役が企業価値に与える影響を吟味する際には、各企業

の他のガバナンスメカニズムを考慮することが重要ではないかと考えた。前

述したように、他のガバナンスメカニズムとしては、「経営者インセンティ

ブ」と「株主によるモニタリング」、「敵対的買収の脅威」がある。それらが

有効に機能している企業とそうでない企業では、社外取締役の導入の効果も

異なるのではないかと推察される。そこで本稿では、経営者インセンティブ

の指標として社長持株比率、株主によるモニタリングの指標として外国人持

株比率、敵対的買収の脅威の指標として株式持合比率を用い、これら 3 つの

比率の大小によって、社外取締役が企業価値に与える効果が変わってくるか

どうかを分析する。  
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本稿に関連した先行研究として内田 (2012)がある。この研究では、2002 年

から 2011 年の 10 年間の全上場企業のパネルデータを用いて、社外取締役

割合の決定要因と企業パフォーマンスについて考察している。その中で、日

本型ガバナンス構造（外国人持株比率が低く、株式持合比率が高い）の企業

で、取締役会の独立性の向上が企業価値を高めるという実証結果を得ている。

ただし、内田 (2012)の分析は、経営者の交渉力が強い企業、日本型ガバナン

ス構造をもつ企業における、取締役会の独立性の意義を検討することを目的

としたものである。これに対して、本稿は社外取締役が企業価値に与える影

響を、他のガバナンスメカニズムとの関連で考察することを目的としている。 

 

3. 仮説  

  

ここでは、本稿の実証分析において検証する仮説を提示する。まず、社外

取締役の企業価値への影響に経営者インセンティブが与える効果、次に株主

によるモニタリングが与える効果、そして最後に敵対的買収の脅威が与える

効果を考察する。  

久保 (2004)は、1992 年から 1996 年の日経 225 企業（銀行・証券会社除

く）を対象に、被説明変数に利益変数（税引前当期純利益・ROC・EPS）、

説明変数に役員持株比率をおき、パネルデータを用いて固定効果モデルによ

る実証分析を行っている。その結果として、役員が自社株を保有することで

企業の利益を最大化する誘因（経営者インセンティブ）を持つことを示して

いる。そのため、役員の株式保有(経営者インセンティブ )によって経営者に

対するモニタリング機能をある程度代替できる可能性が示唆されている。つ

まり、株式等によってインセンティブが十分に与えられた経営者は、自ら企

業価値を大きくしようとするため、社外取締役によるモニタリングの効果は

小さいと考えられる。それに対して、経営者に十分なインセンティブが与え

られていない場合には、経営者が効率的な経営に尽力しない可能性があるた

め、他者からのモニタリングによって経営を規律付ける必要がある。このこ

とから、経営者インセンティブが小さい企業では、社外取締役導入によるモ

ニタリングの効果が大きくなると考えられる。  
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経営者インセンティブには、金銭ベースの報酬と、株式の保有の両方が考

えられる。しかし久保 (2010)は、日本では金銭ベースの報酬は経営者にとっ

てインセンティブとしての役割が小さいことを述べている（より具体的には、

株式投資収益率を約 15%引き上げても、アメリカでは、社長は約 2 億円の

報酬を受け取ることが出来るのに対し、日本の社長は約 400 万円の報酬し

か受け取ることが出来ないことを述べている）。そのため、本稿では、経営

者インセンティブの指標として、経営者の株式保有に注目し、実証分析では

社長持株比率を使用する。まとめると、社外取締役の企業価値への影響に経

営者インセンティブが与える効果として以下の仮説を考える。  

 

（仮説 1）経営者インセンティブが小さい（社長持株比率が低い）企業では、

社外取締役の導入は企業価値に正の影響を与える。  

  

次に、株主によるモニタリングの強弱の影響について考察する。株主に

よるモニタリングの手段として、株主総会での議決権の行使や、 IR ミーテ

ィングでの経営者との対話を通じて、企業の経営方針や経営陣の人事に影

響を与えることがあげられる。そのため、株主によるモニタリングが働く

企業では、多かれ少なかれ経営者への規律付けが行われていると考えられ

る。それに対して、株主によるモニタリングが弱い企業では、その規律付

けが十分でないがゆえに社外取締役によるモニタリングがより有効に働く

とも考えられる。そして、篠田 (2010)は株主総会における議決権行使の調

査から、外国人投資家は「モノ言う株主」として，企業業績が低調な場合

には、躊躇なく経営陣に退陣を迫ることを示している。このことから、外

国人持株比率は、株主によるモニタリングの強弱を表す指標となると考え

られる。これらをまとめると、外国人持株比率が低い企業においては、経

営者への規律付けが必要となるために社外取締役のモニタリング効果が発

揮されると推測できる。そこで、以下の仮説を立てる。  

 

（仮説 2a）株主によるモニタリングが弱い（外国人持株比率が低い）企業

では、社外取締役の導入は企業価値に正の影響を与える。  
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 この仮説は、社外取締役によるモニタリングと株主によるモニタリング

が  

代替関係にあることを想定している。  

また、これと対照的な仮説も考えられる。一般に株主によるモニタリン

グは、直接経営者の行動をモニタリングするというより、社外取締役への

規律付けを通じて間接的に経営者をモニタリングしているとも考えられ

る。事実、経済産業省の企業統治研究会報告書 (2009)では「株主総会は１

年に１回しか開かれないことが多いので、一般株主には企業価値向上につ

いての日常的なモニタリングはできない。さらに、一般株主は経営のプロ

フェッショナルではないので、モニタリングすること自体もなかなか難し

い。したがって、機関投資家などの一般株主には、自分たちに代わって、

経営者に近いところで企業価値の向上についてモニタリングする機能を社

外取締役、社外監査役に期待するという意見が根強い」と述べられてい

る。そして、株主は株主総会において取締役を選任、または解雇する権利

を有している。このことから、モノ言う株主である外国人投資家が多い企

業ほど、社外取締役自身が規律付けられ、社外取締役の経営者へのモニタ

リングが、より有効に機能するとも考えられる。そこで我々は次のような

仮説も立てる。  

 

（仮説 2b）株主によるモニタリングが強い（外国人持株比率が高い）企

業では、社外取締役の導入は企業価値に正の影響を与える。  

  

 この仮説は、社外取締役によるモニタリングと株主によるモニタリング

が補完関係にあることを想定している。  

最後に、敵対的買収の脅威が与える影響について考察する。敵対的買収の

脅威が大きい企業では、経営者は買収されることで自身の立場が危うくなる

可能性が高いため、企業価値を最大化するような経営を行い、株価を上げて

敵対的買収を防ごうとするはずである。そのため敵対的買収の脅威が大きい

企業では、経営者がすでに規律付けられるメカニズムがあるため、社外取締
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役のモニタリング効果は小さいと考えられる。それに対して、敵対的買収の

脅威が小さい企業では、買収されることで経営者の立場が危うくなる可能性

が低く、十分な経営努力をしない可能性が出てくるため、経営者の規律付け

が必要になる。そのため、敵対的買収の脅威が小さい企業では、社外取締役

のモニタリング効果は大きくなると考えられる。そして、胥鵬 (2007)は、日

本においては株式持ち合いによる安定株主の存在が、企業が敵対的買収のタ

ーゲットになる可能性を低めることを実証している。このことから、株式持

合比率が高いほど、敵対的買収の脅威は小さくなると考えられる。そこで

我々は次のような仮説を立てる。  

 

（仮説 3）敵対的買収の脅威が小さい（株式持合比率が高い）企業では、  

社外取締役の導入は企業価値に正の影響を与える。  

 

 次節以降では、上の（仮説 1）～（仮説 3）を日本企業のデータを用いて

実証的に検証する。  

 

 4. サンプル及び分析方法  

 

4.1. サンプルとデータ 

  

本稿の分析には、東証一部に上場している 3 月期決算の企業（金融・電気・

ガス業除く）で、2009 年 3 月期から 2013 年 3 月期の 5 年分の決算データ

を用いた (5)。各年度のサンプル企業数は、2009 年が 831、2010 年が 846、

2011 年が 853、2012 年が 866、2013 年が 898 である。この総サンプル数

4294 のアンバランスド・パネル・データを用いて分析を行う。なお、デー

タの大部分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。また一部の財務データは QUICK 社の Astra 

Manager より取得した。  
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4.2. 推計式と分析方法  

 

4.2.1. 推計式  

 

本稿の分析で用いる推計式としては、以下の重回帰式を考えた。被説明変

数には企業価値を表す指標であるトービンの Q を用いた。また説明変数の

1 つとして、社外取締役ダミーを置き、このダミー変数の係数推定値に着目

する。そして経営者インセンティブの指標として社長持株比率を、株主によ

るモニタリングの指標として外国人持株比率を、敵対的買収の脅威の指標に

は株式持合比率を用いた。また手嶋 (2000)や内田 (2012)を参考に、 log 総資

産、研究開発費比率、負債比率、および年次ダミーは企業価値（トービンの

Q）に影響を与えると考え、コントロール変数として説明変数に用いた。推

計式は、以下の通りである。  

 

Y＝a（定数項）+b𝑋1（社外取締役ダミー）+c𝑋2（社長持株比率）  

+d𝑋3（社長持株比率 2 乗）+ e𝑋4（外国人持株比率）  

+ f𝑋5（株式持合比率）+ g𝑋6（ log 総資産）+ h𝑋7（研究開発費比率）  

+ i𝑋8（負債比率）+j𝑋9~12（年次ダミー）+ε（撹乱項）  

 

それぞれの変数の説明は以下の通りである。  

 

《被説明変数》  

Y：トービンの Q 

  社外取締役と企業価値の関係についての実証研究では、清水 (2011)や内

田 (2012)をはじめ、企業価値を測る尺度としてトービンの Q を用いるこ

とが多い。本稿でも先行研究に従ってこれを使用する。トービンの Q と

しては、Perfect/Wiles(1994)によって simple q と定義されたものを用い

る。これは企業の市場価値を株式の時価総額と負債総額の簿価の合計とし、

これを総資産の簿価で割ることで得られる値である。これらのデータは、
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日経 NEEDS-Cges より取得した。  

《説明変数》  

𝑋1：社外取締役ダミー  

  有価証券報告書で 1 人以上の社外取締役が確認された企業で 1 となり、

確認されなければ 0 となるダミー変数である。日経 NEEDS-Cges のデー

タを基に作成した。  

𝑋2・𝑋3：社長持株比率・社長持株比率 2 乗 (%) 

   社長 (会長含む )が保有する持株比率を表す。日経 NEEDS-Cges より取

得した。また、手島 (2000)、McConell and Servaes(1990)(1995)をはじめ

多くの研究が、経営者インセンティブ（役員持株比率）と企業価値（トー

ビンの Q）の間には非線形・非単調の関係があると実証している。このこ

とから、推計式には、社長持株比率の 2 乗の変数も追加する。  

𝑋4：外国人持株比率 (%) 

   有価証券報告書に記載されている外国人株式保有比率を表す。日経  

NEEDS-Cges より取得した。  

𝑋5：株式持合比率 (%) 

  相互株式保有が可能な公開会社による株式保有比率の合計を表す。日経 

NEEDS-Cges より取得した。  

𝑋6：Log 総資産（百万円）  

   企業の規模は生産活動における規模の経済性や、（多額の設備投資が要  

求されるといった）他社の参入障壁の高さに関連するため、企業価値に影  

響を与えうる。そこで、企業規模を総資産で定義し、実際の推計式には総  

資産の自然対数値を用いる。日経 NEEDS-Cges のデータを基に作成した。 

𝑋7：研究開発費比率 (%) 

各年度の研究開発費を総資産で割り、比率化したものを用いる。企業

のストックの部分に注目し、積極的な研究開発行動を行っているかどう

かを表す変数である。この研究開発活動が、経営者の積極的な投資姿勢

と将来の成長を持続させるための行動を意味すると捉えると、企業価値

に影響を及ぼすものであると考えられるため、この変数を用いる。研究

開発費を Astra Manager、総資産を日経 NEEDS-Cges より取得した。  
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𝑋8：負債比率 (%) 

   負債は企業価値に相反する 2 つの効果を与えうる。1 つは、負債の増加

による節税効果であり、負債比率の増加は企業価値に正の効果を与えうる。

もう 1 つは、ペッキングオーダー理論で、金融市場に情報の非対称性が存

在する場合、負債による資金調達より内部資金のほうが望ましいというも

のである。この理論からすると、負債比率は企業価値と負の関係を持つ可

能性がある。負債比率は、有利子負債を総資産で割ったものを用いる。日

経 NEEDS-Cges より取得した。  

𝑋9~12：年次ダミー (2009 年ダミー、2010 年ダミー、2011 年ダミー、2012 年

ダミー ) 

   今回のサンプルは、2009 年 3 月期から 2013 年 3 月期の 5 年分の決算

データを用いているので、年度の違いによる市場全体の株価水準をコント

ロールするため、年次ダミーを用いる。  

 

以上の被説明変数、説明変数の基本統計量は図表 1 に示されている。  

 

図表 1 基本統計量  

 平均値  中央値  
標準  

偏差  
最大値  最小値  

サンプル

数  

トービンの Q 1.00 0.95 0.33 5.10 0.26 4294 

社外取締役ダミー  0.52 1.00 0.50 1.00 0 4294 

社長持株比率 (%) 1.86 0.10 5.35 52.66 0 4294 

外国人持株比率 (%) 13.91 10.94 11.40 72.21 0.12 4294 

株式持合比率 (%) 9.56 7.92 8.61 56.23 0 4294 

Log 総資産 (百万円 ) 11.74 11.53 1.43 17.30 7.99 4294 

研究開発費比率 (%) 2.38 1.49 2.80 44.06 0.001 4294 

負債比率 (%) 18.29 15.15 17.04 243.09 0 4294 
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4.2.2. 分析方法  

  

前述したように、社外取締役の導入が企業価値に与える影響については、

先行研究でも様々な実証結果が存在している。そこで次節では、まず、社外

取締役以外のガバナンスメカニズムを考慮せずに、全サンプルを用いた重回

帰分析を行うことから始める。その後、他のガバナンスメカニズムを考慮し

た場合の分析を行う。その際には、全サンプルを社長持株比率（経営者イン

センティブ）、外国人持株比率（株主によるモニタリング）、株式持合比率（敵

対的買収の脅威）のそれぞれで上位、中位、下位と 3 分の 1 ずつの 3 グルー

プに分類し、各上位グループと下位グループの推計結果を比較する。  

なお、パネルデータの分析をするにあたっては、固定効果モデルと変動効

果モデルの 2 種類の推計を行い、その推計結果を吟味する。プーリングモデ

ルの推計結果を吟味しない理由としては、パネルデータには、異なる時系列

の同一企業がデータとして複数含まれていることから、企業の異質性、企業

特有の効果を除去する必要があるためである (6 )。そして、固定効果モデルと

変動効果モデルの 2 種類の推計結果のどちらを選ぶかに関しては、最適なモ

デルを選択するためのハウスマン検定を行った。そして、ハウスマン検定の

結果、全ての推計結果で固定効果モデルが採用されたため、以下では固定効

果モデルの推計結果を掲載する。また、参考までにプーリングモデルを用い

た推計結果もあわせて掲載する。  

 

5. 分析結果  

 

5.1. 全サンプルの推計結果  

  

まずは全サンプルでの重回帰分析を行った。その推計結果は図表 2 にま

とめられている。  

 前述した理由から、固定効果モデルの推計結果を見ると、社外取締役ダミ

ーの係数は、正になっているものの、統計的に有意な結果とは認められなか
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った。そのため、全サンプルの推計からは、社外取締役が企業価値に正の影

響を与えると言えない。また社長持株比率 2 乗の係数は手嶋 (2000)、

McConell and Servaes(1990)(1995)同様、負でかつ統計的に有意であり、社

長持株比率が有効なインセンティブ効果を持つことが確認された (7 )。また外

国人持株比率の係数は岩壷・外木 (2007)同様、正でかつ統計的に有意である

ことから、株主によるモニタリングが企業価値に正の影響を与えることが確

認出来る。そして、最後に、株式持合比率は係数が正で統計的に有意であり、

これは本稿の想定（株式持合比率が高いほど、経営者の規律付けは弱い）と

は逆の結果である  (8 )。  

図表 2 全サンプルの推計結果  

 
プーリング  

モデル  

固定効果  

モデル  

社外取締役ダミー  
0.045*** 

(4.87) 

0.0026 

(0.23) 

社長持株比率  
0.011*** 

(5.28) 

0.0041 

(1.30) 

社長持株比率 2 乗  
-0.00026*** 

(-4.14) 

-0.00034*** 

(-3.72) 

外国人持株比率  
0.012*** 

(21.5) 

0.012*** 

(13.11) 

株式持合比率  
-0.0036*** 

(-6.67) 

0.0028** 

(2.20) 

Log 総資産  
-0.033*** 

(-7.44) 

-0.11*** 

(-4.84) 

研究開発費比率  
0.01*** 

(6.05) 

-0.01*** 

(-3.19) 

負債比率  
0.0028*** 

(10.06) 

-0.00072* 

(-1.87) 

定数項  
1.16*** 

(24.31) 
 

決定係数  0.19 0.82 

サンプル数  4294 4294 

年次ダミーの係数の推計結果は省略した。      

             ***有意水準 1%、**有意水準 5%、*有意水準 10%を表
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す。              括弧内は t 値を示している。  

5.2. 経営者インセンティブ（社長持株比率）でサンプル分けした推

計結果  

 

それでは、（仮説 1）「経営者インセンティブが小さい（社長持株比率が低

い）企業では、社外取締役の導入は企業価値に正の影響を与える」を検証す

る。そのため、全サンプルを社長持株比率で上位 3 分の 1 と下位 3 分の 1 に

分類し、推計結果を比較する。推計結果は図表 3 にまとめられている。固定

効果モデルの推計結果をみると、社長持株比率が低いグループ（下位 3 分の

1）では、社外取締役ダミーの係数は正でかつ統計的に有意である。つまり、

経営者インセンティブが小さい企業では、社外取締役が企業価値に正の影響

を与えていることが読み取れる。それに対して、社長持株比率が高いグルー

プ（上位 3 分の 1）では、社外取締役ダミーの係数は統計的に有意ではない。

すなわち、経営者インセンティブが大きい企業では、社外取締役の導入が企

業価値を改善することは確認されない。すなわち、社長の持株比率が高い企

業は、将来の株価を上げることで自分自身の利益に繋がるというインセンテ

ィブが十分に与えられているため、社外取締役がいない状況でも経営者は経

営に尽力すると考えられる。ちなみに、社外取締役ダミーの係数の差の検定

を上位と下位グループ間で行ったところ、下位グループの係数が有意に高い

ことが明らかになった（ t 値=-2.25）。以上の結果は、（仮説 1）を支持して

いる。  

 

図表 3  社長持株比率で分類した場合の推計結果  

 

上位 1/3 下位 1/3 

プーリング  

モデル  

固定効果  

モデル  

プーリング  

モデル   

固定効果  

モデル  

社外取締役  

ダミー  

0.079*** 

(4.54) 

-0.039 

(-1.56) 

0.0096 

(0.63) 

0.032* 

(1.66) 

社長持株比率  
0.014*** 

(4.69) 

0.0097** 

(2.00) 

-5.30** 

(-2.46) 

-2.08 

(-1.11) 

社長持株比率  -0.00032*** -0.00037*** 84.91* 32.02 
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2 乗  (-4.08) (-3.02) (1.78) (0.85) 

外国人持株  

比率  

0.012*** 

(10.87) 

0.015*** 

(8.06) 

0.01*** 

(12.92) 

0.0086*** 

(5.49) 

株式持合比率  
-0.0036*** 

(-3.27) 

-0.00049 

(-0.15) 

-0.0019* 

(-1.93) 

0.0039 

(1.58) 

Log 総資産  
-0.052*** 

(-5.29) 

-0.046 

(-1.0) 

-0.036*** 

(-5.43) 

-0.19*** 

(-4.70) 

研究開発費  

比率  

0.013*** 

(4.17) 

-0.014* 

(-1.92) 

0.01*** 

(4.19) 

-0.012** 

(-2.46) 

負債比率  
0.0041*** 

(7.82) 

-0.0016** 

(-1.99) 

0.0017*** 

(4.14) 

-0.0016*** 

(-2.75) 

定数項  
1.34*** 

(12.86) 
 

1.32*** 

(16.42) 

 

決定係数  0.20 0.80 0.18 0.80 

サンプル数  1431 1431 1431 1431 

年次ダミーの係数の推計結果は省略した。  

             ***有意水準 1%、**有意水準 5%、*有意水準 10%を表

す。  

              括弧内は t 値を示している。           

 

5.3. 株主によるモニタリング（外国人持株比率）でサンプル分けし

た推計結果  

 

次に（仮説 2a）「株主によるモニタリングが弱い（外国人持株比率が低い）

企業では、社外取締役の導入は企業価値に正の影響を与える」、また、それ

と対照的な（仮説 2b）「株主によるモニタリングが強い（外国人持株比率が

高い）企業では、社外取締役の導入は企業価値に正の影響を与える」の妥当

性を検証する。そのため、全サンプルを外国人持株比率で上位 3 分の 1 と下

位 3 分の 1 に分類し、推計結果を比較する。推計結果は図表 4 にまとめら

れている。  
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図表 4  外国人持株比率で分類した場合の推計結果  

 

上位 1/3 下位 1/3 

プーリング  

モデル  

固定効果  

モデル  

プーリング  

モデル  

固定効果  

モデル  

社外取締役  

ダミー  

0.034 

(1.55) 

0.036* 

(1.66) 

0.049*** 

(4.11) 

-0.00011 

(-0.0052) 

社長持株比率  
0.017*** 

(3.05) 

-0.0056 

(-0.58) 

0.00013 

(0.05) 

0.011** 

(2.27) 

社長持株比率  

2 乗  

-0.00056*** 

(-3.97) 

0.00011 

(0.37) 

0.00035*** 

(4.34) 

-0.0005*** 

(-5.09) 

外国人持株  

比率  

0.015*** 

(11.78) 

0.011*** 

(6.70) 

-0.017*** 

(-4.57) 

0.013*** 

(3.29) 

株式持合比率  
-0.0021 

(-1.40) 

0.0081** 

(2.47) 

-0.0031*** 

(-5.09) 

0.00049 

(0.27) 

Log 総資産  
-0.012 

(-1.35) 

-0.18*** 

(-3.11) 

-0.0012 

(-0.14) 

-0.11*** 

(-2.87) 

研究開発費  

比率  

0.012*** 

(4.15) 

-0.015** 

(-2.38) 

0.006** 

(2.34) 

-0.0071 

(-1.59) 

負債比率  
-0.0012 

(-1.64) 

-0.0036*** 

(-3.43) 

0.0037*** 

(11.99) 

0.0003 

(0.56) 

定数項  
0.85*** 

(8.12) 
 

0.94*** 

(11.23) 

 

決定係数  0.16 0.84 0.23 0.79 

サンプル数  1431 1431 1431 1431 

年次ダミーの係数の推計結果は省略した。  

             ***有意水準 1%、**有意水準 5%、*有意水準 10%を表

す。  

              括弧内は t 値を示している。  

 

固定効果モデルの推計値をみると、外国人持株比率が低いグループ（下位

3 分の 1）では、社外取締役ダミーの係数が統計的に有意でないのに対して、

外国人持株比率が高いグループ（上位 3 分の 1）では、社外取締役ダミーの
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係数は正でかつ統計的に有意になっている。ただし、社外取締役ダミーの係

数の差の検定を上位と下位グループ間で行ったところ、係数間には統計的に

有意な差はみられなかった（ t 値=1.20）。しかしながら、上記の推計結果で

は、外国人持株比率が高い企業では、社外取締役を導入することが企業価値

を高めることを示している。このことから、（仮説 2b）が支持され、（仮説

2a）が棄却されたといえる。これは、いわゆるモノ言う株主である外国人投

資家が多いほど、株主の代表である社外取締役に対する圧力が強まることを

通じて、社外取締役の経営者に対するモニタリング機能がより発揮され、企

業価値が高まることを示唆していると考えられる。また、この結果は、社外

取締役によるモニタリングと株主によるモニタリングが補完関係にあるこ

とを意味している。さらには、日本において社外取締役制度を有効にするた

めには、株主が自ら企業経営をモニタリングしなくとも、株主総会等を通じ

て取締役会への規律付けを強めることが重要であることになる。  

 

5.4. 敵対的買収の脅威（株式持合比率）でサンプル分けした推計結

果  

 

次に（仮説 3）「敵対的買収の脅威が小さい（株式持合比率が高い）企業

では、社外取締役の導入は企業価値に正の影響を与える」を検証する。そ

のため、全サンプルを株式持合比率で上位 3 分の 1 と下位 3 分の 1 に分類

し、推計結果を比較する。推計結果は図表 5 にまとめられている。  

固定効果モデルの推計値をみると、株式持合比率が高いグループ（上位 3

分の 1）と低いグループ（下位 3 分の 1）のどちらにおいても、社外取締役

ダミーの係数は統計的に有意な結果は得られなかった。すなわち、（仮説 3）

は棄却された。そのため、本分析では、敵対的買収の脅威による規律付けと

社外取締役の効果の間の関係性は見つけることが出来なかったことになる。

これは、近年、日本市場全体において株式持ち合いが解消され、かつてに比

べて株式持ち合いの水準が下がったため、その大小が敵対的買収の脅威に与

える影響が小さくなっていることを意味するのかもしれない。  
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図表 5 株式持合比率で分類した場合の推計結果  

 

上位 1/3 下位 1/3 

プーリング  

モデル  

固定効果  

モデル  

プーリング  

モデル  

固定効果  

モデル  

社外取締役  

ダミー  

0.03*** 

(3.00) 

-0.019 

(-1.33) 

0.09*** 

(4.25) 

0.018 

(0.73) 

社長持株比率  
-0.0012 

(-0.15) 

0.0048 

(0.37) 

0.011*** 

(3.20) 

-0.0016 

(-0.30) 

社長持株比率  

2 乗  

-0.00059 

(-0.67) 

0.00021 

(0.17) 

-0.00032*** 

(-3.19) 

-0.00028** 

(-2.07) 

外国人持株  

比率  

0.008*** 

(10.92) 

0.0095*** 

(7.98) 

0.014*** 

(13.13) 

0.013*** 

(7.64) 

株式持合比率  
-0.0026*** 

(-3.41) 

0.0015 

(1.06) 

-0.029*** 

(-3.88) 

0.01 

(0.95) 

Log 総資産  
-0.0093* 

(-1.70) 

-0.17*** 

(-4.44) 

-0.055*** 

(-6.24) 

-0.04 

(-0.94) 

研究開発費  

比率  

0.018*** 

(7.19) 

-0.0093 

(-1.23) 

0.0032 

(1.11) 

-0.0056 

(-1.20) 

負債比率  
0.0037*** 

(10.70) 

-0.00086 

(-1.24) 

0.0021*** 

(3.95) 

0.0000084 

(0.013) 

定数項  
0.89*** 

(14.46) 
 

1.48*** 

(14.91) 

 

決定係数  0.24 0.82 0.17 0.82 

サンプル数  1431 1431 1431 1431 

   年次ダミーの係数の推計結果は省略した。  

***有意水準 1%、**有意水準 5%、*有意水準 10%を表す。  

 括弧内は t 値を示している。  

 

5.5. 交差項を追加した場合の推計結果  

 

 これまでの分析結果より、社外取締役の企業価値への効果に関して、「経
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営者インセンティブが小さい（社長持株比率が低い）企業では、社外取締役

の導入は企業価値に正の影響を与える」（仮説 1）、「株主によるモニタリン

グが強い（外国人持株比率が高い）企業では、社外取締役の導入は企業価値

に正の影響を与える」（仮説 2b）ことが確認された。  

そこで、この実証的結論の妥当性を確認するために、推計式の説明変数に

社外取締役ダミーと社長持株比率、外国人持株比率、株式持合比率の 3 つの

交差項を追加して、5.1.と同じく全サンプルでの推計を行った。推計結果は

図表 6 にまとめられている。  

 

 

図表 6  交差項を追加した場合の推計結果（全サンプル）  

 
プーリング  

モデル  

固定効果  

モデル  

社外取締役ダミー  
0.057*** 

(2.85) 

-0.0064 

(-0.28) 

社外取締役ダミー  

× 

社長持株比率  

0.0082*** 

(4.73) 

-0.0067** 

(-2.47) 

社外取締役ダミー  

× 

外国人持株比率  

-0.00092 

(-1.09) 

0.0016* 

(1.81) 

社外取締役ダミー  

× 

株式持合比率  

-0.0015 

(-1.41) 

-0.0011 

(-0.82) 

社長持株比率  
0.0081*** 

(3.51) 

0.0063* 

(1.91) 

社長持株比率 2 乗  
-0.00028*** 

(-4.34) 

-0.00031*** 

(-3.35) 

外国人持株比率  
0.012*** 

(16.33) 

0.011*** 

(10.42) 

株式持合比率  
-0.0029*** 

(-3.58) 

0.0035** 

(2.43) 

Log 総資産  
-0.031*** 

(-7.11) 

-0.11*** 

(-4.87) 
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研究開発費比率  
0.0096*** 

(5.81) 

-0.01*** 

(-3.12) 

負債比率  
0.0028*** 

(10.12) 

-0.00074* 

(-1.93) 

定数項  
1.14*** 

(23.19) 
 

決定係数  0.20 0.82 

サンプル数  4294 4294 

年次ダミーの係数の推計結果は省略した。  

             ***有意水準 1%、**有意水準 5%、*有意水準 10%を表

す。  

              括弧内は t 値を示している。  

 

固定効果モデルの推計結果をみると、社外取締役ダミーと社長持株比率の

交差項の係数は、負でかつ統計的に有意である。また、社外取締役ダミーと

外国人持株比率の交差項の係数は、正でかつ統計的に有意である。一方、社

外取締役ダミーと株式持合比率の交差項の係数は、統計的に有意ではない。

以上の推計結果から、5.2 節、5.3 節の結果と同じく、（仮説 1）と（仮説 2b）

を支持するものである。すなわち、社長持株比率が高くなるとそれに対応し

て社外取締役ダミーが企業価値に与える影響が小さくなる（社外取締役と経

営者インセンティブは代替関係）。また、外国人持株比率が高くなるとそれ

に対応して社外取締役ダミーが企業価値に与える影響が大きくなる（社外取

締役と株主によるモニタリングは補完関係）ことが交差項を用いた推計結果

でも確認された。  

 

6. おわりに  

  

本稿では、社外取締役が企業価値に与える影響を、他のガバナンスメカニ

ズムとの関係を考慮した上で実証的に検証した。近年、社外取締役を導入す

る企業が増えており、内外の機関投資家も企業に対して社外取締役を導入す

るように提言している。さらには政府も、会社法を改正し、社外取締役を設
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置しない企業には、設置することが相当でない理由を公表しなければならな

いとするなど、社外取締役の導入を義務化する傾向を強めている。しかし、

これまでの実証研究では、社外取締役が企業価値に与える影響というものが

必ずしも明らかにされていない。こうした背景から、経済界からは社外取締

役の設置の義務化に対して反対する声も上がっている。  

そのような中で、宮島・小川 (2012)の実証分析は、社外取締役の導入効果

が企業の特性によって異なる可能性を示している。そこで本稿では、社外取

締役の導入の効果は、その企業が他に有効なガバナンスメカニズムを有して

いるかどうかによって変化するのではないかと考えた。そこで、他のガバナ

ンスメカニズムとして、経営者インセンティブと株主によるモニタリング、

敵対的買収の脅威を考え、それらのメカニズムが有効である企業とそうでな

い企業で、社外取締役が企業価値に与える影響が異なるかどうかを実証的に

検証した。他のガバナンスメカニズムの強弱を示す指標として、社長持株比

率（経営者インセンティブ）と外国人持株比率（株主によるモニタリング）、

株式持合比率（敵対的買収の脅威）を用いた。分析の対象企業は、金融・電

気・ガス業を除く東証一部上場の 3 月決算の企業とし、2009 年から 2013 年

の 5 年間のパネルデータを用いた分析を行った。  

まず、全サンプルを対象として重回帰分析を行った結果、宮島・原村・稲

垣 (2003)と同様、社外取締役と企業価値の間に有意な関係はみられなかった。

それを確認したうえで、次に、社長持株比率を上位、中位、下位の 3 グルー

プに分類し、上位と下位のグループで推計結果を比較した。その結果、経営

者インセンティブが小さい（社長持株比率が低い）企業では、社外取締役は

企業価値に正の影響をもたらすことが判明した。つまり、経営者インセンテ

ィブと社外取締役によるモニタリングは代替的な関係にあることがわかっ

た。さらには、外国人持株比率でも同様のグループ分けを行ったところ、株

主によるモニタリングが強い（外国人持株比率が高い）企業で、社外取締役

は企業価値に正の影響をもたらすことが明らかになった。このことは、社外

取締役のモニタリングと株主によるモニタリングは補完的な関係にあるこ

とを示している。そして以上の実証的結論は交差項を用いた分析においても

その妥当性が確認された (9 )。  
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 以上の分析結果は、政府が導入を促している社外取締役は、それが企業価

値に与える効果は全ての企業で画一的ではなく、他のガバナンスメカニズム

との関係によって、導入の意義が異なることを示している。より具体的に言

えば、経営者インセンティブが小さい企業、また株主によるモニタリングが

強い企業においては、社外取締役を導入する意義が大きいと考えられる。  

 

注  

(1)  久保 (2010)は「コーポレート・ガバナンスに関して、重要なことは 2 つ。

1 つは、業績の悪い経営者が退出し、業績の良い経営者が在任し続けるこ

とを促すようなメカニズムである。もう 1 つは経営者に、企業価値を向

上させるための適切なインセンティブを与えることである」 (60 頁引用 )

と述べられている。つまり、前者は「モニタリング」、後者は「インセン

ティブの付与」である。  

(2)  日本経済新聞  (2014) 「会社法改正案が衆院通過、経営改革へ社外取

締役、広がる導入、トップの度量カギ。」  日本経済新聞、2014-4-26、

朝刊、12 頁 を参照。  

(3) 経団連は 2012 年に自身のホームページで「経営者に対する適正な監督

は、「社外」かつ「取締役」でなければ担うことができないとの明確な根

拠はなく、社外取締役の選任を法的に義務付けることには反対である。」

と述べている。  

(4) 社外取締役に期待する主な役割は経営者の監視だが、その他の役割と

して経営に対するアドバイス機能があげられる（経済産業省 (2014)）。  

(5) 金融業に関しては、景気変動の影響を大きく受けると考えられるため

サンプルから除外した。また、電気・ガス業については、需要の変動が

少なく、企業業績もさほど変動しないため、社外取締役導入が企業価値

に与える影響が小さいと考え、サンプルから除外した。  

(6) 北岡・高橋・矢野 (2008)の  190 頁、松浦・Mckenzie(2009)の  373 頁  

を参照。  

(7) ちなみに、社長持株比率の 2 乗が負で有意であるという推計結果は、

企業価値と社長持株比率の間に非単調な関係があることを示している。
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そして推計結果から、その関係は 12.6%を頂点とした上に凸の 2 次方程

式のグラフで表せることがわかる。これは手嶋 (2000)と同様の結果であ

る。ただし、本研究のサンプルの約 95％が 12.6%よりも低い社長持株比

率であるため、ほとんどの企業において、社長持株比率は企業価値に正

の影響を与えることになる。  

(8) Sheard(1994)では、株式持ち合いが敵対的買収の脅威を取り除くこと

によって、企業の経営者に長期的な視野を持たせ、それが企業価値にプ

ラスの影響を与えるという考え方が述べられている。本稿の推計結果は、

上の可能性を示唆しているものかもしれない。  

(9) また、本稿には掲載していないが、独立取締役の存在を考慮し、本分析

と同様の分析を行った。しかし、独立取締役が企業価値に正の影響を与

えるという関係はみられなかった。  
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