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要旨 

 日本には決算短信に次期の業績予想を掲載する独自の制度が存在する。この業績予想は

投資家が得にくい企業の内部情報を織り込んでいると考えられ、株式会社の所有と経営の

分離によって生じる情報の非対称性を緩和する貴重な情報である。我々の研究は業績予想

の精度に着目し、業績予想にバイアスをかける要因に何が存在するか、また、そのバイア

スを抑制する機能を持つガバナンス主体は存在するかを実証的に分析した。 

 分析は東証 1 部上場企業を対象とし、企業が年に 1 度出す通期決算短信に掲載されてい

る業績予想に注目して行った。その結果、ストックオプションを導入している企業の業績

予想は、ストックオプションを導入していない企業の業績予想よりも上方に公表されてい

る傾向があることを発見した。すなわち、ストックオプションを導入すると業績予想を上

方に出すバイアスがかかることが判明したのだ。次に、サンプル企業を社外取締役の有無

によりグルーピングし、社外取締役の在籍がストックオプション導入企業の業績予想上方

バイアスを抑制することができるのかを検証した。分析の結果、社外取締役が在籍してい

る企業であってもストックオプションによる業績予想上方バイアスは抑制できないことが

判明した。そこでさらに社外取締役を出向元によりさらに細かく分類して、企業を再度グ

ルーピングし直して分析を続けた。社外取締役の分類は、社外取締役を独立社外取締役と

非独立社外取締役の 2 つに分類した。グルーピングに関しては、社外取締役がそもそも在

籍していない企業、非独立社外取締役のみ在籍している企業、独立社外取締役まで在籍し

ている企業の 3 つに分類した。分析の結果、独立社外取締役が在籍している企業はストッ

クオプションによる業績予想上方バイアスを抑制できていることが判明した。本稿は、業

績予想という企業内部から出される情報に対しては、独立性のある社外取締役のみが影響

力を持つことを発見したものである。 
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1. はじめに 

東京証券取引所に上場している株式会社は、四半期ごとの決算報告として決算短信を発

表している。これは、企業の所有者である株主と経営者との間の情報の非対称性を緩和す

る役割を果たすものである。 

その中でも通期決算短信には、1 年間の経営成績とこの先 1 年間の業績予想値が記載され

ている。通期決算短信は財務諸表よりも早く公開され、経営成績や業績予想は通期決算短

信によって初めて公表される。 

決算短信は企業内部で作成されるものであるため、投資家が織り込んでいない内部情報

が反映されていると考えられており、市場からの信頼は厚い。太田(2002)
)1(
においても、決

算短信で公表される値に対して株価が反応することが示されている。また、開示される情

報の中でも業績予想が市場に最も影響を与えていることも実証されている。そのため、企

業には市場からの信頼を裏切らないように、誠実に業績予想値を算出し公表することが求

められる。 

しかし、通期決算短信に記載される業績予想値は企業の自由裁量となっている。金融商

品取引法第二十四条四の七において不正を働く企業に対する罰則が規定されているものの、

内部情報であるために、不正を働いているか否かを外部から判断することは難しい。 

実際に清水(2007) では、業績予想にバイアスがあることが確認されている。また、西・

金田（2005）では財務面で困窮している企業ほど楽観的な経営者予想
)2(
を公表する傾向が

確認された。このように、業績予想のバイアス要因の特定に関して、各方面から研究がな

されている。 

本稿は以上の研究の流れを受け、業績予想の精度に着目し、通期決算短信の業績予想に

バイアスをかける要因には何が存在するか、また、そのバイアスを抑える機能を持つガバ

ナンス主体は存在するか探ることを目的とした。私たちは業績予想におけるバイアスを引

き起こす要因として、ストックオプション制度に着目し分析を行った。経営者が株価に強

い影響を与える業績予想値を高く出すことによって、株価を高め、自身の利益を増やそう

とするインセンティブが働いていると考えたためだ。分析の結果、実際にストックオプシ

ョン導入企業は、非導入企業よりも業績予想値を高めに出していることが分かった。すな

わち、ストックオプション導入企業には、業績予想値に上方バイアスがあることが証明さ

れた。「企業は株主のものである」というコーポレートファイナンスの考えに基づくと、経

営者は投資家との情報の非対称性の緩和するために、常に正しい情報を開示しなければな

らない。よって、業績予想の上方バイアスは投資家に正確ではない情報を伝えてしまう点

で望ましくない。 

続いて、ストックオプション導入企業における、上方のバイアスを抑制する機能を果た

しているガバナンス主体を探る。私たちは近年ガバナンスの効果が期待されている社外取

締役に着目し、分析を行った。社外取締役の有無でサンプルを分け、社外取締役がバイア

スを抑制する機能を持つかを検証した。その結果、社外取締役の有無では業績予想上方バ
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イアスを抑制できないことが明らかになった。 

更なる分析を進めるために、社外取締役の中でも出向先企業との利害関係の大きさを元

に、非独立社外取締役のみ在籍している企業と独立社外取締役も在籍している企業、社外

取締役がそもそも在籍していない企業の 3 つにグルーピングし、分析を行った。 

結果、出向先企業と利害関係が小さい社外取締役、つまり独立社外取締役の在籍が、ス

トックオプション導入企業における業績予想上方バイアスを抑制する事に一番効果がある

ことが実証された。- 

これらの分析結果は、ストックオプション導入企業において、独立社外取締役が在籍し

ている企業は、業績予想の精度が高いということを明らかにした。我々の研究は、ガバナ

ンス主体としての働きを近年期待されている社外取締役の中でも、とりわけ独立社外取締

役が、業績予想の精度に対して、十分なガバナンス機能を果たしている可能性を示唆する

ものとなった。 

本稿における構成は以下のとおりである。まず第 2 節で研究の背景を記し、我々の研究

の位置づけを示す。第 3 節は 1 次分析としてストックオプションが業績予想に与える影響

について検証する。第 4 節では 2 次分析として、第 3 節で実証した結果をもとに、社外取

締役が業績予想の上方バイアスを防ぐ機能し果たしているかを検証する。第 5 節では 3 次

分析として第 4 節の分析をさらに深め、社外取締役を出向元別に分類し、それによりスト

ックオプション保有による上方バイアスに与える影響を分析する。最後に第 6 節で本稿の

まとめと今後の課題を述べる。 

 

2. 研究の背景 

先述の通り、業績予想は外部の投資家が把握しにくい内部情報を織り込んでいると考え

られるため、投資家にとって重要な投資判断材料であり、市場にも大きな影響を与えると

考えられる。しかし、業績予想の数値は実質企業の自由裁量で決めることができるので、

数値の精度に関しては不安が残るものである。 

業績予想が市場に影響を与える重要な情報であることを示す先行研究としては、太田

（2002）の研究があげられる。太田（2002）は株価に対して強く影響を与えるであろう 3

つの要素と株価の関係を調べている。3 つの要素としては、株主資本簿価、当期利益、経営

者予想利益
)3(
をあげている。結果は、株価に対して最も影響を与えるものは経営者予想利

益である、としている。このことからも市場への業績予想の影響の大きさがわかる。
)4(
 

 業績予想の精度に関する研究としては、清水（2007）が業績予想には経営者によるバイ

アスが加えられている可能性を言及する。清水（2007）は、実際の決算が経営者予想をど

の程度達成できたかを「達成度」として定義し、経営者予想に含まれるバイアスの存在と

市場の評価について検証を行った。その結果、前期達成度が高い（低い）銘柄では、翌期

の達成度も高く（低く）なる傾向が確認され、経営者予想に含まれるバイアスには継続性

があることを実証した。また、株式市場において、達成度の継続性は十分に評価されず価
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格付けが行われていることも同時に実証している。以上から、業績予想にはバイアスが存

在し、市場はバイアスの存在を十分に織り込むことができていないことがわかる。 

 上で述べたように、業績予想は市場に対して強い影響力を持っているものの、業績予想

には企業によってバイアスが存在し、そのバイアスを市場は十分に織り込めていないとい

う現状がある。 

 また、業績予想の精度に関する別の視点からの研究としては、Saito（2009）による社外

取締役の存在が業績予想を正確にすると実証したものが存在する。しかし、Saito（2009）

のように、業績予想に関してガバナンスの観点から検証した先行研究は、我々が調べた限

りでは他に存在しない。太田のサーベイ（2007）においても、わが国では決算短信におい

て発表される情報に対し、コーポレートガバナンスの観点による研究は少ない、と述べら

れている。 

現状では業績予想と株価の関係に関する研究は進んでいるものの、業績予想の精度に関

してガバナンスの観点から検証した研究はほとんどなされていない。 

我々の研究では、業績予想の精度にガバナンス主体がどのような影響を与えるのかを検

証する。そのことにより、企業の業績予想に影響を与えるガバナンス主体が存在するかを

検証し、企業が健全な業績予想の開示をすることを促すガバナンス主体の特定をするもの

である。 

 

3. 業績の予想値と実績値を乖離させる要因 

 我々は、業績予想が企業の自由裁量で出されていることに着目し、何か業績予想にバイ

アスをかけるような要因が存在するのではないかと考えた。清水（2007）は、業績予想に

は経営者によるバイアスが加えられていることを証明しているものの、業績予想にバイア

スをもたらす要因の特定までは行っていない。そこで、我々は業績予想に影響を与える要

因がどのようなものであるかを実証的に分析した。 

 

3.1. 仮説 

 我々は業績予想に影響を与える要因としてストックオプションに着目した。ストックオ

プションとは、予め定められた価格で新株を購入できる権利であり、手に入れた株式を市

場で売却することで購入価格と売却価格との差額を経営努力の報酬として手に入れること

ができる。ストックオプションを経営者や従業員に付与することによって、より懸命な経

営を行うインセンティブを与えることができる。また、株価上昇のための経営を行うこと

で、株主と経営者の利害が一致するとされている。 

しかし、インセンティブとして機能するはずであるストックオプションが、報酬増を求

める経営者らが株価を上げるため手段を選ばなくなったという問題を引き起こす事例が起

こっている。
)5(
これは極端な例ではあるが、業績予想に限って言えば、ストックオプショ

ンを導入している企業が業績予想を本来より高めに出し、株価の上昇を目論むことは十分
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にあり得る。 

そこで、我々は以下のような仮説を導いた。 

 

仮説 1：ストックオプションを導入している企業は業績予想を上方に出す。 

 

 我々は、この仮説を実証分析によって検証する。分析方法は最小二乗法による重回帰分

析である。業績予想がどれだけ上方に出されているかを調べるため、業績予想と実際に次

期に稼いだ数値を比較する。本稿は東証一部上場企業のうち、3 月決算の企業の 2006 年か

ら 2009 年の最大 4 年分の通期決算短信から業績予想と実績値を取得した。その他、ストッ

クオプションを導入しているか否か、収益性、安全性、企業規模などのコントロール変数

をすべて取得できた企業を用いて分析を行った。 

 

3.2. サンプル 

サンプル企業は東証一部上場企業のうち、他業種からの影響を被りやすい金融業を外し

たものを使用した。また、決算期を統一させるため、3 月決算の企業のみを対象とした。次

期の業績予想と次期に実際に儲けた利益の数値を比較するためには、2 つの通期決算短信を

照らし合わせる必要がある。例えば 2006 年 3 月の通期決算短信に記載された業績予想がど

れだけ上方に出されていたかは、2007 年 3 月の通期決算短信の実績値と照らし合わせなけ

ればならない。よって、2006-2009 年の 4 つの通期決算短信から、3 組のサンプルを取るこ

とができる。なお、2010 年度は 2011 年 3 月 11 日に起きた東日本大震災の影響が大きいと

判断し、サンプルとして使用しなかった。業績予想と実績の当期純利益は「eol」から取得

した。コントロール変数であるストックオプション導入ダミー、ROA は年度ごとに「日経

NEEDS-Cges」から、負債比率、流動比率、総資産は年度ごとに「日経 Astra Manager」か

ら取得した。業績予想と実績値、およびその他分析に使ったデータがすべて揃っている企

業を抽出した結果、2009 年は 915 社、2008 年は 890 社、2007 年は 897 社、2006 年は 555

社のサンプル数を得た。 

 

3.3. 分析方法 

 1 次分析では、3.1.の仮説にあるように、ストックオプションを導入している企業の業績

予想が、ストックオプションを導入していない企業の業績予想よりも上方に出されている

かを実証的に調べた。分析方法は最小二乗法による重回帰分析を用いた。この分析により、

業績予想とストックオプションの関係を直接測ることができ、また、その他のコントロー

ル変数を入れることで、業績予想に影響を与える他の要因を特定することができる。被説

明変数には、次期の業績予想と次期の業績の実績値の誤差を計算したものを用いた。説明

変数には、ストックオプションを導入しているかをダミー変数として用いた他、安全性、

収益性、規模をコントロール変数として用いた。 
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 重回帰分析のモデルは以下の通りである。 

  

推計式 

総資産）　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

流動比率　　　　　　　　　　　

負債比率　　　　　　　　　　　

入ダミーストックオプション導　　　　　　　　　　　

　　　　　予測誤差　　

(logf

(ROA)

)(

)(

)(

5

4

3

2

1

X

eX

dX

cX

bX

a













 

 

被説明変数と説明変数の定義および予想される係数は以下のとおりである。 

 

＜被説明変数＞ 

被説明変数には当期純利益予想誤差というものを用いる。当期純利益予想誤差（以下、

予想誤差と呼ぶ）とは、期首に通期決算短信で発表された今後 1 年間の当期純利益の予想

値と、その後 1 年間で実際に稼いだ当期純利益の実績値の差をとり、さらに当期純利益の

実績値で除したものである。以下に式を示す。 

 

(6)100(  （実績値）実績値）予想値　予想誤差＝　  

 

この式は、実績値に対して、予想値がどの程度かい離していたかを示すものである。上

方バイアスがかかるほど、企業は楽観的な予想を出しているということになる｡そうした予

想誤差を被説明変数として置いた。予想誤差の計算方法に関する詳細は巻末の補論に記載

している。 

 

＜説明変数＞ 

1. ストックオプションダミー 

基準年にストックオプションを導入している企業を「1」とし、導入していない企業を「0」

とするダミー変数。我々の仮説が正しければ、ストックオプションを導入している企業は

上方バイアスがかかると予想されるため、係数は正の値をとると予想される。 

 

2. 負債比率（単位：％） 

 負債比率は、負債総額/自己資本で表される。負債比率が低い企業は財務の安定性が高い

と言える。しかし、負債比率が高いからと言って一概に財務に不安があるとは言い切れな
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い。財務の安全性が業績予想にどのような影響を与えるかは定かでないため、係数の符号

が正負どちらになるかは明らかでない。 

 

3. 流動比率（単位：％） 

 流動比率は、流動資産/流動負債で表される。1 年以内に返済すべき負債（流動負債）を

短期間で換金可能な資産（流動資産）がどの程度カバーしているかを示す比率。高ければ

高いほど短期的な資金に余裕があることを示す。負債比率と同様に、財務の安全性が業績

予想にどのような影響を与えるかは定かでないため、係数の符号が正負どちらになるかは

明らかでない。 

 

4. ROA（総資本利益率、単位：％） 

ROA は、当期純利益/総資本(総資産)で表される。企業に投下された総資本で、どれだけ効

率に利益を上げられているかを示す。ROA が高い企業ほど、効率的な経営ができている企

業であり、将来の業績に対して強気の姿勢を示すと考えられるため、係数は正の値をとる

と予想される。 

 

5. Log 総資産（単位：百万円） 

Log 総資産は、企業の規模を表す。規模が大きい企業はより多くの投資家に認知されてい

るため、外部からの監視も強く、業績予想の精度も高くなると考えられる。そのため、係

数は負の値をとると予想される。 

 

3.4. 記述統計量 

表 1 記述統計量 

 

 平均 中央値 標準偏差 最大値 最小値 標本数 

負債比率 54.08 55.30 18.9 140.57 0 3257 

流動比率 169.54 138.99 112.53 1488.35 0 3257 

ROA 6.33 5.28 5.37 66.4 -27.69 3257 

Log 総資産 5.11 5.01 0.61 7.51 1.63 3257 

  

表 1 は一次分析で使用した説明変数の記述統計量である。 

 

3.5. 分析結果および考察 

 以下の表は一次分析の結果である。 
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表 2 最小二乗法による回帰分析 

 

  2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 パネル 

切片 1.136

（0.059） 

* 

0.453 -0.014 -0.161 -0.119 

(-0.207) (-0.985) (-0.718) (-0.602) 

ストック 0.226 0.119 0.404 0.252 0.322 

オプション (-0.091) (-0.143) (-0.019) (-0.014) (0.000) 

ダミー *   ** ** *** 

負債比率 -0.008 -0.002 0.006 0.002 0.000 

(-0.058) (-0.393) (-0.322) (-0.513) (0.907) 

*         

流動比率 -0.002 0.000 0.001 0.000 0.000 

(-0.066) (-0.987) (-0.307) (-0.393) (-0.734) 

*         

ROA 0.009 0.013 0.042 0.003 0.021 

(-0.524) (-0.089) (-0.006) (-0.741) (-0.007) 

  * ***   *** 

Log 総資産 -0.117 -0.069 -0.158 -0.042 -0.015 

(-0.255) (-0.259) (-0.232) (-0.601) (-0.814) 

補正 R2 0.011 0.009 0.014 0.003 0.011 

サンプル数 555 897 890 915 2020 

***,**,*はそれぞれ 1％,5％,10％水準で有意であることを示す。 

（ ）内は P 値（両側検定）である。数値はすべて小数点第 4 位以下を四捨五入したものである。 

 

表 2 の 2006 年度から 2009 年度までのデータがクロスセクションデータを用いた最小二

乗法による回帰分析、1 番右の列はパネルデータを用いた変動効果モデルによる分析結果で

ある。 

初めに、クロスセクションデータを用いた重回帰分析の推計結果を考察する。2006、2008、

2009 年でストックオプション導入ダミーの係数がそれぞれ 0.226、0.404、0.252 と正の値で

有意を得ることができた。2006 年は 10％水準で有意で、2008、2009 年は 5％水準で有意で

ある。この結果は、ストックオプションを導入している企業のほうが、ストックオプショ

ンを導入していない企業よりも業績予想を上方に出すことを示しており、我々の仮説を支

持する結果を得た。 

その他のコントロール変数に関しても考察を加える。ROA は 2006 年度から 2009 年度ま
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でのすべての年で係数が正の値をとり、2007、2008 年度では有意を得られている。ROA が

高い企業は効率的な経営が行われているため、強気の業績予想を出す傾向がある可能性が

示唆された。また、Log 総資産は 2006 年度から 2009 年度までのすべての年で係数が負であ

るが、統計的に有意な値は得られなかった。規模が大きい企業ほど業績予想をチェックす

る人間が多くなり、より適切な数値が算出されている可能性がある。その他の説明変数に

関しては、有意が得られないことや、係数の符号が年度によって逆になるなど、一貫性の

ある結果が得られなかった。 

次に 2006 年度から 2009 年度までのパネルデータを用いた変量効果モデルによる重回帰

分析の推計結果を考察する。まず、パネルデータのサンプルに関しては、2006 年度から 2009

年度の４年間のデータが全て揃った企業のみを使用している。そして、変量効果モデルの

採用にあたっては、固定効果モデルと変量効果モデルのどちらが適したモデルであるかを

Hausman 検定で検証した結果を用いている。Hausman 検定では、「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検定を行い、結果は p 値=0.772 であり、帰無仮説を棄却

できなかったため、個別の効果は無いものと考えられ、変量効果モデルの採用に至った。

変量効果モデルを用いることによって、サンプル全体の偏りを加味した推計を行うことが

でき、業績予想とストックオプションの関係をより正確に検証することができるようにな

る。変動効果モデルを用いた分析の結果、こちらもストックオプション導入ダミーの係数

は正の値をとり、かつ 1%水準で有意を得ることができた。すなわち、ストックオプション

を導入している企業が業績予想を上方に出すことがパネルデータでもわかり、我々の仮説

の妥当性がより強固なものになった。 

 

4. 業績予想と実績値の乖離を解消させるガバナンス 

1 次分析では、ストックオプション導入企業において、業績予想上方バイアスがかかって

いることを実証した。このように業績予想上方バイアスがかかってしまう要因として、1 つ

には企業のガバナンスが機能していないことがあげられる。本来企業には、経営者が自由

な行動をとることによって企業価値が損なわれることを防ぐために、企業を監視する役目

をもった主体が存在する。この企業を監視するガバナンス主体が正常に機能していれば、

業績予想上方バイアスは存在しないはずである。我々はストックオプションを導入してい

ても業績予想上方バイアスを生じさせないようなガバナンス主体が存在するのではないか

と考えた。2 次分析以降では、業績予想上方バイアスを抑制する、すなわち業績予想に影響

を与えるガバナンス主体の存在を探っていく。 

 

4.1. 仮説 

業績予想は企業内部で作成されるものであるため、企業外部から企業を監視する投資家

や銀行では業績予想上方バイアスを抑制する能力が低いと考えた。企業内部で業績予想が

作成される際に直接意見し、業績予想上方バイアスを正せる可能性のある主体の 1 つとし



11 

 

て、我々は社外取締役に着目した。社外取締役は第三者の目線から社内を見ることによっ

て、経営を正す役目を担っている。そのため、企業内でまかり通っている不正に対しても、

社外の人間の視点から公正な意見を言うことができると考えた。そして、これは業績予想

に関しても当てはまるのではないかと推測した。 

 

この考えに基づき、我々は 2 つ目の仮説として以下を導いた。 

 

仮説 2：社外取締役の存在は、企業のストックオプションによる予想誤差の増加を防ぐ。 

 

 社外取締役が業績予想に与える影響について、Saito(2009)は「社外取締役の導入は業績予

想を正確かつ現実的な
)7(
値に導く」ことを実証している。企業内部で業績予想が作成され

るにあたり、社外取締役という第三者の目線が内部から加わることで、業績予想が正確な

ものになると言っている。 

 これを参考に、本稿でのストックオプション導入企業における業績予想上方バイアスに

おいても、社外取締役の存在が業績予想上方バイアスを抑制し、精度の高い業績予想を可

能にするのではないかと考えた。 

 

4.2 サンプル 

2 次分析では、ストックオプションを導入していることによって生じる業績予想上方バイ

アスを社外取締役が有効に抑えることができているかを検証する。そこで、1 次分析で使用

したサンプル企業を社外取締役が 1 人でも在籍している企業と、1 人も在籍していない企業

とでグルーピングした。 

2 つにグルーピングして分析した理由は、社外取締役の存在がストックオプションによる

業績予想上方バイアスにどのような影響を与えているかを純粋に見るためである。 

サンプル数は 2006年では社外取締役が在籍している企業 374社、在籍していない企業 181

社。2007 年では社外取締役が在籍している企業 532 社、在籍していない企業 365 社。2008

年では社外取締役が在籍している企業 504 社、在籍していない企業 386 社。2009 年では社

外取締役が在籍している企業 507 社、在籍していない企業 408 社となった。 

 

4.3. 分析方法 

 分析方法は、1 次分析と同様クロスセクションデータを用いた最小二乗法による重回帰分

析と、パネルデータを用いた変量効果モデルによる重回帰分析を行った。変量効果モデル

の採用は、Hausman 検定の結果が変量効果モデルを支持しているためである。社外取締役

がストックオプションを導入による業績予想上方バイアスを抑えることができるならば、

社外取締役が在籍している企業のストックオプション導入ダミーは社外取締役が在籍して

いない企業のストックオプション導入ダミーよりも、係数が小さくなると予想される。ま
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た、グルーピングによって生じた、社外取締役が在籍している企業のストックオプション

導入ダミーの係数と、社外取締役が在籍していない企業のストックオプション導入ダミー

の係数の差が統計的に有意なものかを、係数の差の検定を行って実証的に分析した。 

 回帰式は 1 次分析と同様のものである。 

 

4.4. 分析の結果および考察 

 重回帰分析による推計結果は以下の表 3 の通りである。 
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表 3 最小二乗法による回帰分析 

 

  2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 パネル 

社外取締役

の有無 

なし あり なし あり なし あり なし あり なし あり 

切片 1.295 0.464 -0.105 1.105 -0.652 1.114 -0.557 0.112 -0.442 0.350 

(-0.035) (-0.721) (-0.836) (-0.036) (-0.544) (-0.348) (-0.403) (-0.855) (-0.396) (-0.559) 

** ** 

ストック 0.238 0.305 0.133 0.139 0.481 0.319 0.347 0.130 0.386 0.24 

オプション (-0.070) (-0.313) (-0.252) (-0.228) (-0.045) (-0.209) (-0.021) (-0.351) (-0.001) (-0.070) 

導入ダミー *       **   **   *** * 

負債比率 -0.005 -0.011 0.001 -0.008 0.010 0.001 0.006 -0.001 0.006 -0.009 

(-0.250) (-0.290) (-0.763) (-0.051) (-0.239) (-0.943) (-0.281) (-0.757) (-0.085) (-0.064) 

* *  * 

流動比率 -0.001 -0.002 0.000 -0.001 0.002 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 

(-0.226) (-0.247) (-0.609) (-0.381) (-0.130) (-0.805) (-0.785) (-0.147) (-0.523) (-0.996) 

ROA 0.011 0.006 0.019 0.005 0.029 0.053 -0.003 0.005 0.018 0.020 

(-0.433) (-0.835) (-0.085) (-0.652) (-0.192) (-0.015) (-0.837) (-0.694) (-0.096) (-0.075) 

* ** * * 

Log 総資産 -0.190 0.025 -0.011 -0.115 -0.105 -0.254 0.009 -0.064 -0.051 0.007 

(-0.073) (-0.907) (-0.909) (-0.161) (-0.592) (-0.169) (-0.945) (-0.528) (-0.586) (-0.943) 

* 

補正 R2 0.018 -0.011 0.003 0.017 0.008 0.013 0.003 0.009 0.010 0.016 

サンプル数 374 181 532 365 504 386 507 408 1195 

 

825 

***,**,*はそれぞれ 1％,5％,10％水準で有意であることを示す。 

（ ）内は P 値（両側検定）である。数値はすべて小数点第 4 位以下を四捨五入したものである。 

 

表 3 の 2006 年度から 2009 年度までのデータがクロスセクションデータを用いた最小二

乗法による回帰分析、右の列はパネルデータを用いた変動効果モデルによる分析である。 

 まず、クロスセクションデータを用いた重回帰分析の推計結果を考察する。社外取締役

の有無で分けたグループにおけるそれぞれのストックオプション導入ダミーの係数の大小

を比較すると、2008、2009 年では社外取締役が在籍している企業のほうが、社外取締役が

在籍していない企業よりもストックオプション導入ダミーの係数が小さくなっている。こ
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れは社外取締役の在籍が、ストックオプション導入による業績予想上方バイアスを抑制し

ているということである。しかし一方で、2006、2007 年では社外取締役が在籍している企

業のストックオプション導入ダミーの係数は、社外取締役が在籍していない企業のストッ

クオプション導入ダミーの係数よりも大きくなっている。これは社外取締役の在籍がスト

ックオプション導入による業績予想上方バイアスを増加させている、という結果である。 

パネルデータを用いた変量効果モデルによる分析の結果をみると、社外取締役が在籍し

ていない企業のほうがストックオプション導入ダミーの係数は小さくなっている。すなわ

ち、社外取締役の在籍が業績予想上方バイアスを抑える働きをしている可能性があること

を示唆している。 

以上見てきたとおり、係数の大小では一貫した結果は得られず、社外取締役の在籍が業

績予想上方バイアスを抑制しているかどうかは判断できない。そこで、社外取締役の在籍

がストックオプション導入による業績予想上方バイアスを抑制しているかを統計的に検証

するため、次に係数の差の検定を行った。 

 係数の差の検定とは、2 組のデータの係数の間に有意な差が存在するかどうかを検証する

ものである。我々の研究では、社外取締役の在籍有無がストックオプション導入ダミーの

係数に有意な差を生みだすのかを検証した。 

二次分析の係数の差の検定では、『社外取締役が在籍している企業群のストックオプショ

ン導入ダミーの係数と、社外取締役が在籍していない企業群のストックオプション導入ダ

ミーの係数は等しい』という帰無仮説のもと、係数の差の検定を行った。 

結果は、クロスセクションデータ、パネルデータどちらもすべての年度で t 値が t 境界値

を超えておらず、『社外取締役が在籍している企業群のストックオプション導入ダミーの係

数と、社外取締役が在籍していない企業群のストックオプション導入ダミーの係数は等し

い』という帰無仮説を否定できなかった。すなわち、社外取締役が企業に在籍していても、

ストックオプションによる業績予想上方バイアスを抑えることができていないのである。 

社外取締役が業績予想上方バイアスを抑えることができない理由としては、社外取締役

は経営に関する監督を果たしているものの、業績予想の精度までは監視しきれていないと

いうことが考えられる。 

 2 次分析の結果から、社外取締役はストックオプション導入企業の業績予想上方バイアス

を抑制することができないことが結論付けられた。  

また、我々は業績予想を抑制する他の要因として、外国人持ち株比率やメインバンク借

入比率の大小でグルーピングをして検定を行ったが、業績予想への影響はないことが判明

した。外国人投資家やメインバンクは、企業の外部から監視を行う存在であり、業績予想

が作成される際に意見ができないためであると考えられる。 

 

5. 独立・非独立社外取締役による業績予想への影響 

前節で、社外取締役の存在がストックオプションによる業績予想上方バイアスを抑えら
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れていないことが明らかになった。 

そもそも社外取締役の定義は「株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会

社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該

株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人とな

ったことがないもの」（会社法 2 条 15 号）である。そのため、社外取締役の中には出向先

企業と関係が深いと考えられる親会社や関連会社から出向してきた者もいれば、学者や弁

護士のように関係が浅い存在が含まれている。我々は、親会社や関連会社から出向してき

た社外取締役と、それ以外の社外取締役とでは、業績予想上方バイアスに対する抑制効果

に違いがあるのではないかと考えた。 

 

5.1. 仮説 

社外取締役、取締役会において第三者の立場から意見することを求められている。しか

し、親会社や関連会社から出向してきた社外取締役は、出向先企業との関係が深いがゆえ

に、元来求められている第三者的視点が欠けている可能性がある。我々は、親会社や関連

会社から出向してきた社外取締役を除外し、純粋な第三者の目線を持った社外取締役の機

能を検証することにした。純粋な第三者の目線を持った社外取締役の方が、親会社や関連

会社から出向してきた社外取締役よりも、業績予想上方バイアスを適正な値に近づける効

果があると推測し、以下の仮説をたてた。 

 

仮説 3：独立社外取締役が在籍する企業は、ストックオプションの業績予想上方バイアス

を抑制できる。 

 

 3 次分析では、社外取締役を出向元によりグルーピングして分析を行った。社外取締役を

出向企業との利害関係の深さの程度により独立社外取締役と非独立社外取締役との 2 群に

分類し、それぞれの業績予想への影響力を検証する。独立社外取締役と非独立社外取締役

の分類基準については、亀山・河本・北原・杉浦・近岡（2010）による社外取締役に関す

る先行研究を参考とした。詳しい分類方法は 5.2.サンプルで述べる。 

 

5.2. サンプル 

3 次分析では、クロスセクションデータで分析を行うとサンプル数が極めて少なくなるた

め、パネルデータのみ用いて検証を行う。分析対象は分析に使用する各変数がすべて取得

でき、かつ分析期間ですべてデータが取得できた企業、計 2409 社である。 

先に述べたとおり、3 次分析では社外取締役をさらに独立社外取締役と非独立社外取締役

という 2 種類にグルーピングし、分析を行った。社外取締役の出向元データは、各企業が

東京証券取引所に提出している『コーポレートガバナンスに関する報告書』を参考とした。

企業は同報告書において、自社の社外取締役が下記のアンケート形式の項目で該当するも
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のがあれば、すべてにチェックを入れなくてはならない。 

 

a 親会社出身である 

b その他の関係会社出身である 

c 当該会社の大株主である 

d 他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している 

e 他の会社の業務執行取締役、執行役等である 

f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等

以内の親族その他これに準ずるものである 

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の

利益を受けている 

h 本人と当該会社との間で責任限定契約を締結している 

i その他 

 

上記の回答項目のうち、出向先企業との結びつきが強いと考えられるものを抽出する。

その結果、a,b,c,f,g の項目が出向先企業とのつながりが強い項目であると考え、この項目の

うち一つでも該当する項目がある社外取締役を非独立社外取締役とした。そして、それ以

外の項目に該当する社外取締役を独立社外取締役と定義し、分析を進めた。 

 

a 親会社出身である 

b その他の関係会社出身である 

c 当該会社の大株主である 

f 当該会社又は当該会社の特定関係事業者の業務執行取締役、執行役等の配偶者、三親等

以内の親族その他これに準ずるものである 

g 当該会社の親会社又は当該親会社の子会社から役員としての報酬等その他の財産上の

利益を受けている 

 

以上の方法で独立社外取締役、非独立社外取締役が在籍する企業のサンプルを集めた結

果、独立社外取締役が在籍している企業が 326 社、非独立社外取締役のみが在籍している

企業が 697 社となった。また、社外取締役が在籍していない企業は 1386 社である。 

 

5.3. 分析方法 

3 次分析では、5.1.の仮説、「独立社外取締役が在籍している企業は、ストックオプション

導入による業績予想上方バイアスを抑制できる。」を実証的に分析した。まず、5.2.のサン

プルで上述したように、対象企業を 3 つのグループに分けてそれぞれ変量効果モデルによ

る重回帰分析
)8(
を行った。回帰式は 1 次分析と同様である。 
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次に、重回帰分析で得られたストックオプション導入ダミーの係数をグループごとに比

較した。我々の仮説通りの結果であれば、独立社外取締役が在籍している企業群のストッ

クオプション導入ダミーの係数は、他の 2 つのグループと比較して、小さくなっているは

ずである。そこで係数の差の検定を行い、ストックオプション導入ダミーの係数に統計的

な差が存在するかを検証した。すなわち、独立社外取締役がストックオプション導入によ

る業績予想上方バイアスを抑制できているかを統計的に検証したのである。 

 

5.4 分析の結果および考察 

変量効果モデルによる重回帰分析の推計結果は以下の表 4 の通りである。 

 

表 4 変動効果モデルによる分析（パネルデータ） 

 

  パネル 

  社外取締役なし 社外取締役あり 

  
 

非独立 独立 

切片 -0.352  0.985 0.419 

(-0.460) (-0.315) (-0.426) 

ストック 0.354  0.420 -0.084 

オプション (-0.001) (-0.021) (-0.483) 

導入ダミー *** **   

負債比率 0.006  -0.008 -0.002 

(-0.094) (-0.208) (-0.586) 

*     

流動比率 0.001  -0.001 0.000 

(-0.118) (-0.642) (-0.979) 

ROA 0.014  0.000 0.023 

(-0.155) (-0.977) (-0.016) 

    ** 

Log 総資産 -0.058  -0.117 -0.063 

(-0.520) (-0.418) (-0.477) 

補正 R2 0.009  0.008 0.008 

サンプル数 1386  326 697 

***,**,*はそれぞれ 1％,5％,10％水準で有意であることを示す。 

（ ）内は P 値（両側検定）である。数値はすべて小数点第 4 位以下を四捨五入したものである。 
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 以下で表 4 の推計結果の考察を行う。表 4 は左から社外取締役がそもそも在籍していな

い企業群、非独立社外取締役のみ在籍している企業群、独立社外取締役まで在籍している

企業群の 3 つのグループの重回帰分析の結果である。独立社外取締役まで在籍している企

業群のストックオプション導入ダミーの係数に注目すると、他の 2 つのグループよりも係

数が小さくなっていることが分かる。これは独立社外取締役の在籍がストックオプション

導入による業績予想上方バイアスを抑制していることを示唆している。ここまでは我々の

たてた仮説通りの結果である。次にこの結果が統計的にも証明できるのかを検証するため

に、係数の差の検定を行った。 

 係数の差の検定では、各グループのストックオプション導入ダミーの係数を 2 組ずつ比

較した。まず、社外取締役が在籍していない企業と独立社外取締役が在籍する企業のスト

ックオプション導入ダミーの係数を検定した。その結果、二つの係数には 1%水準で有意に

差が生じていることが実証された。これは独立社外取締役の在籍がストックオプション導

入による業績予想上方バイアスを抑制していることを統計的に証明したこととなる。すな

わち、我々の仮説通り、独立社外取締役の在籍が業績予想に強く影響を与えることを証明

したのである。 

その他の組み合わせでは、非独立社外取締役のみが在籍している企業群と独立社外取締

役が在籍している企業群でもストックオプション導入ダミーの係数に 5%水準で有意な差が

あることが証明された。これもやはり我々の仮説を支持する結果である。 

 一方、非独立社外取締役のみ在籍している企業群について見ると、そもそもストックオ

プション導入ダミーの係数が正の値で 5%水準の有意であり、業績予想上方バイアスが存在

していることが示されている。社外取締役が在籍していない企業群と非独立社外取締役の

みが在籍している企業群のストックオプション導入ダミーで係数の差の検定を行ったとこ

ろ、2 つの係数には統計的に差がないことが証明された。これは非独立社外取締役の存在は

業績予想に対して影響をほとんど与えていないことを示している。 

 以上の結果から、社外取締役の中でも独立社外取締役が業績予想を適正な値にする主体

であることが明らかになった。これは、すべての社外取締役が第三者として監視の機能を

果たすのではなく、企業と社外取締役との独立性までもがガバナンスに影響を及ぼすこと

を示唆している。 

 

6. おわりに 

 本稿は、通期決算短信における業績予想の精度に着目し、業績予想にバイアスをかける

要因には何が存在するか、また、そのバイアスを抑える機能を持つガバナンス主体は存在

するかを目的とした。 

 業績予想にバイアスをかける要因として、我々はストックオプション制度に着眼し、実

証的に分析を行った。その結果、ストックオプション制度のある企業では、ない企業より

も業績予想をより上方に出すというバイアスがあることを発見した。次に社外取締役が、
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業績予想上方バイアスを抑制しているかを実証的に分析した。その結果、独立社外取締役

がストックオプション導入による業績予想上方バイアスを抑制している一方、非独立社外

取締役は抑制していないことが判明した。 

「企業は株主のものである」というコーポレートファイナンスの考えに基づくと、経営者

は正しい情報を開示し、投資家との情報の非対称性の緩和しなければならない。そしてそ

の監視役として社外取締役が存在する。一般的に社外取締役は企業に対するモニタリング

機能は十分に有効だと考えられている。しかし、我々の研究の結果は、業績予想において

は社外取締役が機能していない可能性を示唆している。業績予想において真に有効なモニ

タリングを行えるのは、出向先企業との利害関係が浅い独立社外取締役だということが分

かった。 

 ただし、我々の研究は、独立社外取締役の導入ではなく、存在が適正な業績予想に導い

ているという点は注意したい。企業と利害関係のない社外取締役であっても、その人に十

分な知識や専門性がないと、企業経営に意見することはできない。更には、元々業績予想

を正確に出している企業だけが、独立社外取締役を導入しているということも考えられる。

これらの点については今後の研究の課題とする。 

大企業における相次ぐ不祥事によって、企業の監視が強化されるべきであるという声が

あがる中、独立社外取締役が業績予想上方バイアスを抑えることができるという我々の研

究が企業統治の発展に寄与できることを願い、本稿の終わりとする。 

 

７． 補論1 先行研究の検証 

我々の分析では、株価は決算短信発表の数値に反応する、という太田（2002）の研究を

前提に置いている。しかし、我々の研究においては、太田(2002)で用いられているサンプル

とは異なるものを利用しているため、本当に短信の情報を市場が読み込んでいるのかは不

明である。そこで、我々の研究のサンプルでも同様の結果が得られるかどうか、太田(2002)

とほとんど同じ方法で検証した。 

 分析は最小二乗法による重回帰分析を用いて行う。被説明変数には、各企業の通期決算

短信が発表され、さらに次の四半期決算短信が発表されるまでの期間で、通期決算短信の

情報が株価に反映されていると考えられる期間（6 月 29 日から 7 月 2 日）の株価を平均し

たものをとった。説明変数には通期決算短信に記載されているもののなかで、最も株価に

関連が深いとされる 1 株あたり利益の実績値と予想値を用いた。また、コントロール変数

として Log 総資産、ROA、負債比率、流動比率を加えた。 

 結果は以下の表のとおりである。 
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表 5 決算短信と株価の関係 

 

 
2007 年 2008 年 2009 年 

切片 
-182.94 

（0.975） 

-5257.78 

（0.338） 

-993.74 

（0.873） 

１株利益(予想) 

5.273 

（0.000） 

*** 

13.64 

（0.000） 

*** 

11.22 

（0.000） 

*** 

log 総資産 
240.19 

（0.811） 

-118.56 

（0.269） 

-311.75 

（0.784） 

ROA 

115.22 

（0.338 ） 

1989.24 

（0.035） 

** 

243.32 

（0.066） 

* 

負債比率 
-22.70 

（0.618） 

-58.70 

（0.173） 

37.16 

（0.440） 

流動比率 
2.175 

（0.786） 

-2.683 

（0.703） 

5.941 

（0.348） 

１株利益(実績) 

14.68 

(0.000) 

*** 

1.260 

（0.069） 

* 

2.656 

（0.000） 

*** 

補正 R2 0.956 0.941 0.804 

サンプル数 838 874 899 

 ***,**,*はそれぞれ 1％,5％,10％水準で有意であることを示す。 

（ ）内は P 値（両側検定）である。数値はすべて小数点第 4 位以下を四捨五入したものである。 

なお、表中の１株利益とは決算短信の中の「１株当たり当社株主に帰属する当期純利益」を指す。 

 

以上の表 5 から、1 株利益の実績値と予想値に有意な値が出ており、特に予想値は全年度

で１%水準の有意が出た。この結果から先行研究の結論通り、我々のサンプルでも株価は決

算短信の業績予想に強く反応しているということが分かる。 

 

8．補論2 純利益予想誤差のデータセット 

純利益予想誤差は、決算短信に記載されている今後 1 年の当期純利益予想値と、1 年後の

決算短信に記載されている当期純利益実績値を用いて算出される。  

計算式は (予想値-実績値)/実績値*100 である。 

この計算結果の数値は『実績値に対して、予想値がどれだけ大きかったか or 小さかった
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か』を表している。以下に具体例を示して説明する。 

 

表 6 純利益予想誤差 例 

 

 
予想値 実績値 Positive or Negative 計算式 予想誤差 

予想値 

の符号 

実績値 

の符号 

企業 A 300 200 Positive (300-200)/200*100 50％ 正 正 

 

 架空の企業 A において、通期決算短信に記載された今後 1 年間の純利益予想値が 300、1

年後の純利益実績値が 200 であるとする。 

まず、予想値が実績値よりも大きいことから、企業 A は 1 年前に業績予想を Positive(楽

観的)に出していたと判断できる。次に、実績値に対してどれくらい Positive だったのかを

計算する。その結果、実績値基準で 50％高めに予想を出していたことがわかる。この 50％

の数値を、当期純利益予想誤差(以後、予想誤差と呼ぶ)とする。予想誤差が正に大きいとい

うことは、予想値をより Positive(楽観的に)に出していたということである。 

このように、予想が実績に対してPositiveだったならば、予想誤差は正の値で算出される。

逆に予想が実績に対して Negative だったならば、予想誤差は負の値となる。しかし、すべ

ての場合にそれが成り立つわけではない。予想値と実績値の符号の組み合わせによって、

上記の計算方法が使用できないことがある。 

 

＝予想、実績の正負が異なる場合＝ 

 表 7 に、想定される予想値、実績値の符号の正負、大小のすべての組み合わせを例示

した。予想値が実績値より大きければ Positive な、小さければ Negative な予想をしていたと

判断できる。予想誤差は、実績値を基準とし、予想値がどれくらいの値だったのかを示し

ている。 
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表 7 予想値、実績値のすべての組み合わせ 

 

 

 
予想値 実績値 

Positive 

or Negative 
計算式 

予想 

誤差 

予想値

の符号 

実績値

の符号 

企業 A 300 200 Positive (300-200)/200*100 50％ 正 正 

企業 B 200 300 Negative (200-300)/300*100 -33％ 正 正 

企業 C -200 -300 Positive {-200-(-300)}/(-300)*100 -33％ 負 負 

企業 D -300 -200 Negative {-300-(-200)}/(-200)*100 50％ 負 負 

企業 E 300 -200 Positive {300-(-200)}/(-200)*100 -250％ 正 負 

企業 F -300 200 Negative (-300-200)/200*100 -250％ 負 正 

 

企業 C,E のパターンでは、予想値が Positive であったという事実にもかかわらず、予想誤

差は負の値として算出される。一方、企業 D では予想値が Negative であったという事実に

もかかわらず、予想誤差が正の値として算出される。このように、予想値と実績値の正負、

大小の組み合わせによって異なった結果が出てしまうため、すべてのパターンを同様に扱

うことはできない。 

 

＝サンプルとして使用するパターン＝ 

すべてのパターンを同様に扱うことはできないと判断し、我々は使用するデータパター

ンを限定した。 

収集した予想値、実績値において、その大多数が企業 A,B のパターンであったため、企

業 A,B のパターンのサンプルのみを分析に使用している。よって、予想値が実績値に対し

て Positive なものであったならば予想誤差は正の値で、予想値が実績値に対して Negative な

ものであったならば予想誤差は負の値で算出される。 

予想誤差が正に大きいということは、予想値をより Positive(楽観的)に出していたという

ことである、と理解したうえでその後の分析を読んでいただきたい。 
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注 
)1(
太田浩司（2002）,「経営者予想利益の価値関連性とアナリスト予想利益に与える影響」

『証券アナリストジャーナル』Vol.40 No.3 pp.85-109。 

)2(
経営者予想とは、本稿では業績予想と表記している。 

)3(
本稿における業績予想と同義。 

)4(
我々の扱ったサンプルについても業績予想が株価に影響を与えているかをみるため、 

検証を行った。補論 1. 先行研究の検証を参照されたい。 

)5(
日本経済新聞、「エンロンと 2 人の乗っ取り王（地球回覧）」2004 年 7 月 17 日 朝刊 

)6(
更に詳しい説明については、補論 2. 予想誤差のデータセットを参照されたい。 

)7(
原文では「more accurate and realistic」と書かれている 

)8(
固定効果モデルと変量効果モデルのどちらのモデルを採用するかについては、Hausman

検定の結果支持された方を採用している。ただし、三次分析の社外取締役が存在しない

企業群の結果に関しては、固定効果モデルの採用を支持する結果が出たものの、その他

のパネルデータ分析がすべて変動効果モデルを使用しているため、分析全体の整合性を

持たせるために変動効果モデルを用いた。 
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