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1.はじめに 

 

本稿の目的は、日本企業の人員削減が企業価値に与える影響を実証的に分

析することである。  

1990 年以降、日本企業においてはしばしば人員削減が行われてきた。人

員削減の企業にとってのメリットは、言うまでもなく人件費の削減であるが、

人員削減には従業員のモチベーションの低下と優秀な人材の流出というデ

メリットもあると考えられる。したがって、人員削減は企業価値に正あるい

は負のどちらの効果をもつかは理論的には明らかではない。米国企業を対象

とした実証研究では、主に、人員削減は企業価値 (株価 )に負の効果をもつと

いう分析結果が示されている。しかし、日本企業が行う人員削減が企業価値

に与える影響を考察した研究はほとんど行われていない。著者の知る限りで

唯一の例外は大竹・谷坂 (2002)であり、そこでは 1990 年代のデータを用い

て人員削減が株価に正の影響があるとの結果が得られている。  

そこで本稿では、日本企業の人員削減が企業価値に与える影響を、 2000

年代のデータを用いて、1)人員削減のアナウンスの株価への効果、2)人員削

減後の企業の業績の変化、の 2 つの観点から考察する。分析の結果、1)人員

削減のアナウンスが株価に与える影響は統計的に有意ではないこと 2)人員

削減後の企業の業績 (ROA)は低下することが明らかとなった。この実証結果

は、大竹・谷坂（2002）の日本企業の人員削減が企業価値に正の影響があ

るという分析の結果とは異なるものである。  
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さらに、本稿では、人員削減のデメリット（従業員のモチベーションの低

下と優秀な人材の流出）が、人的資源が重要な企業ほど大きくなるとの仮説

を立て、人的資源が重要な企業と重要でない企業にサンプルを分別して、同

じ分析を行った。その結果、1)人的資源が重要な企業ほど人員削減のアナウ

ンスは株価に負の影響を与えること 2)人的資源が重要な企業ほど人員削減

後の業績（ROA、トービンの Q）が低下することが分かった。  

これらの結果は、日本企業において、人件費の節約のために安易に人員削

減を行うことが企業価値に負の影響があり、その負の影響は、特に人的資源

が重要な企業において強い可能性があることを示唆している。  

本稿の構成は､以下の通りである。第 2 節では、先行研究と本稿の比較を

行う。第 3 節では、サンプルとデータについて説明する。第 4 節では、2000

年代の日本企業における人員削減が企業価値に与える影響を検証する。第 5

節では、人的資源の観点から人員削減が企業価値に与える影響を検証する。

そして、最後に、本稿の結論をまとめる。 

 

2.先行研究 

 

2000 年代に入り、多くの企業が人員削減を実施しているが、人員削減に

はメリットとデメリットの両方がある。松村 (2012)によると、人員削減のメ

リットは費用の削減であり、デメリットは従業員のモチベーション低下と優

秀な人材の流出である。以下、どのようにこのメリットとデメリットが生ま

れるかを説明する。メリットに関しては、人件費を抑えることで費用の削減

が出来る。デメリットに関しては、人員削減後に、企業に残った従業員が、

自分が次の削減対象になるかもしれないと企業に対して不信感を持ちモチ

ベーションが低下する可能性が高まる。また、こうした閉塞感が企業の求心

力を低下させ、より良い職場環境を求め、優秀な人材が流出する可能性が高

まる。これらのデメリットは企業の業績低下につながる可能性がある。  

こうした観点から、本稿では人員削減の企業価値に対する影響を測った。

分析手法として、株式市場の反応を検証するイベントスタディと、企業の業

績の変化を検証するパフォーマンススタディ (1)を用いる。  
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米国企業を対象に、1980年代からイベントスタディを用いた人員削減と株

価の関係を検証した研究がなされている。Abowd, Milkovich, and 

Hannon(1990)は、人員削減の対象を正規従業員と一時雇用者に分けて分析

し、正規従業員解雇に関するアナウンスは株価に対して負の影響を与えるこ

とを示した。同様に、Caves and Krepps(1993)は製造業のみ、Kalra, 

Henderson, and Walker(1994)は工場閉鎖のみ、Worell, Davidson, and 

Sharma(1994)とFarber and Hallock(1999)は全企業を対象とし、人員削減

アナウンスが株価に対して負の影響があることを示している。総括すると、

米国における人員削減アナウンスは企業価値(株価)に対して負の影響があ

ることが明らかである。  

また、Chen, Mehrotra, and Yu(2001)の研究は、人員削減アナウンスによ

る株価と人員削減後の企業業績両方への影響を検証した研究である。Chen 

et.al.(2001)は、人員削減が株価に対して負の影響があることとその後の業

績を改善させることを明らかにしている。 

しかし、日本企業を対象に人員削減が企業価値に与える影響を考察した研

究はほとんど行われていない。著者の知る限りで唯一の例外は大竹・谷坂

(2002)である。大竹・谷坂 (2002)は、東証一部上場企業（金融業を除く）を

分析対象とし、1990 年から 1998 年に実施された人員削減による株価への

影響を削減規模別、人員削減方法別、財務状態別に検証した。その結果、1993

年以降、人員削減のアナウンスは、株価を上昇させる傾向が強く、特に経常

利益が上昇している企業における人員削減は株価をより上昇させることが

示されている。これは、1990 年後半という日本経済の危機的状況下での思

い切った人員削減行動を市場が高評価したことを示唆している。  

しかし、2000 年代における人員削減は現在のところ検証されておらず、

本稿では、2000 年代において、人員削減が企業価値に与える影響を検証す

る。また、我々はこれまでの研究で考慮されなかった人的資源の重要性の観

点から人員削減の企業価値に与える影響を検証する。ここで言う「人的資源

の重要性」とは「人的資源がその企業の競争力の源泉になっているかどうか」

と定義づけた。  
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本稿では、人員削減アナウンスが株価に与える影響を検証するイベントス

タディと、人員削減後の企業の業績の変化を検証するパフォーマンススタデ

ィの両方を行った。なぜなら株価とその後の業績の両方を対象に検証するこ

とで、人員削減の企業価値への影響を包括的に検証することができるからで

ある。  

 

3.サンプル 

 

一般に、企業が従業員を削減する方法としては、指名解雇や希望退職が考

えられるものの、大竹・谷坂 (2002)によれば、日本国内での指名解雇は無い

に等しく、希望退職が事実上の解雇であるとしている。したがって、本稿で

は、2003 年 1 月 1 日から 2012 年 12 月 31 日までの 10 年間に、希望退職募

集を行った東証一部上場企業（金融業を除く）を分析対象とする。  

希望退職実施企業は、東京商工リサーチ『倒産月報』の「上場企業希望・

早期退職者募集状況調査」から抽出した (2 )。また、イベントスタディによっ

て株価が必要であるため、株価に不備がある企業はサンプルから除外した。

その結果、303 の希望退職が最終的な分析対象となった。各企業の株価、

TOPIX、企業の財務状況に関しては QUICK 社の Astra Manager から抽出

した。なお、サンプルの内訳は以下の通りである。表 1 が年次別観測値数、

表 2 が本稿業種区分別観測値数である。  

 

表 1：年次別観測値数  

年次 観測値数

2003年 45

2004年 23

2008年 34

2009年 61

2010年 43

2005年 22

2006年 11

2007年 15

2011年 21

2012年 28

合計 303  
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表 2：本稿業種別観測値数  

本稿業種区分 観測値数

情報・通信業 7

建築業、不動産業 47

小売業 20

サービス業 12

合計 303

卸売業 22

製造業 195

 

 

4. 2000 年代の日本における、人員削減が企業価値に与える影響  

 

4.1.イベントスタディ 

イベントスタディとは、企業情報のアナウンスメントに対して、株式市場

がどのような反応を示したのかを客観的に計測する統計的手法である。 (松

尾・山本 2006) 

本稿では、人員削減のアナウンスが株価に与える影響を検証するイベント

スタディを実施するために、企業の株価収益率の実現値から、もしそのイベ

ントが起きなかったと仮定した場合の株価収益率の期待値との差を求める。

この差が AR(Abnormal Return：超過収益率 )であり、AR をイベント発生日

周辺の特定期間で累積させたものが CAR(Cumulative Abnormal Return：

累積超過収益率 )である。なお、株価収益率の期待値とは ER(Expected 

Return：期待収益率 )である。以下、詳しく説明していく。  

 

企業 l の j 日の AR は以下の式で算出される。  

AR𝑙.𝑗 = R𝑙.𝑗 − ER𝑙.𝑗 

𝑅𝑙.𝑗は株式収益率で、以下の式で求められる。なお、𝑃𝑙,𝑗は株価を表してい

る。  

R𝑙,𝑗=
P𝑙,𝑗−P𝑙,𝑗−1

P𝑙,𝑗−1
 

𝐸𝑅𝑙.𝑗は 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 (3)で、TOPIX 収益率と
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企業の株式収益率を単回帰分析する。本稿での推計期間はイベントデー (4)

の 120 日前から 21 日前までの 100 日間である。単回帰分析によって、以下

の式が求められる。  

(企業の株式収益率 ) = α + β・ (TOPIX 収益率 ) 

以上の α、β と TOPIX 収益率を用いて ER を算出する。ER は以下の通り

である。  

ER𝑙.𝑗=  α + β・ (TOPIX 収益率 ) 

この株式収益率と 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

トデー（ 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、先行研究に従って、21 日ウィンドウ（ t=-10

から t=10 まで）、11 日ウィンドウ（ t=-5 から t=5 まで）、7 日ウィンドウ

（ t=-3 から t=3 まで）を使用する。  

x 日ウィンドウの CAR は以下の式で算出される。  

CAR𝑙 = ∑ AR𝑙,𝑡

(𝑥−1)/2

t=−(𝑥−1)/2

 

 

 以上の方法で CAR を求めた。結果は表 3 の通りである。21 日ウィンドウ

では CAR の平均値が 1.382%で、人員削減アナウンスが株価に対して正の

影響を与えている。11 日ウィンドウでは、0.125%、7 日ウィンドウでは、

-0.703%となっている。大竹・谷坂 (2002)の研究では、21 日ウィンドウにお

ける CAR 平均値が 0.036%、11 日ウィンドウにおいては 0.012%、1 日ウィ

ンドウにおいては -0.011%という結果であり、本稿の結果は同様である。た

だし、t 検定が人員削減アナウンスの株価に与える影響は統計的に有意では

ない。  
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表 3：CAR 平均値（単位：%）  

ウィンドウ 7日ウィンドウ

CAR平均値 1.382 0.125 -0.703

p値 0.175 0.859 0.236

21日ウィンドウ 11日ウィンドウ

 

***は 1%,**は 5%,*は 10%水準で有意ということを示している。  

 

4.2.人員削減後の企業業績の変化  

次に、人員削減後の ROA、トービンの Q 変化幅を検証する。トービンの

Q は負債総額と時価総額の和を総資産で除したものである。また、ROA は

当期純利益を総資産で除したものである。ROA とトービンの Q 共に、業界

固有の影響を取り除くために業種中央値を引いたものを用いた。人員削減を

発表した年 (t=0)を基準とし、1 年後 (t=1)、2 年後 (t=2)、3 年後 (t=3)の変化

幅を分析する。例えば、t 年後の ROA、トービンの Q をPtとおくと、変化幅

はPt − P0である。  

表 4 には ROA 変化幅の平均値について、表 5 にはトービンの Q 変化幅の

平均値についてまとめられている。結果より、ROA の変化幅平均値は全て

負で有意な結果が得られた。また、トービンの Q の変化幅平均値は有意な

結果ではないものの全て負であった。よって、人員削減後、企業業績は低下、

特に ROA に関しては統計的に有意であることが明らかになった。これは、

Chen et.al.(2001)の、人員削減によってその後の業績は改善するという結果

とは反対となった。したがって、2000 年代において、人員削減は概ね、業

績に負の影響を与えることが明らかになった。  

 

表 4：ROA 変化幅平均値 (単位：%)  

年数 １年後 ２年後 ３年後

-0.349 -0.462 -0.476** * ***ROA変化幅平均値

p値 0.025 0.050 0.001

サンプル数 250 220 171
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***は 1%,**は 5%,*は 10%水準で有意ということを示している。  

 

表 5：トービンの Q 変化幅平均値  

年数

トービンのQ変化幅
平均値

-0.293 -0.265 -0.191

１年後 ２年後 ３年後

221 177

p値 0.193 0.414 0.632

サンプル数 249
 

***は 1%,**は 5%,*は 10%水準で有意ということを示している。  

 

5. 人的資源の観点から人員削減が企業価値に与える影響  

 

5.1.人的資源の重要性  

次に本稿では、人員削減のデメリットに注目し、人員削減のデメリット（従

業員のモチベーションの低下と優秀な人材の流出）が、人的資源が重要な企

業ほど大きくなると考え、人的資源が重要な企業と重要でない企業に分別し

て、同様の分析を行った。  

 分析では、人的資源の重要性を測る必要がある。具体的な定義は以下の 5

つの変数をもとに構成される。  

 

①無形資産比率  

無形資産とは、特許や商標といった知的資産、従業員の持つ技能や知識

のような人的資産、企業文化といった基盤的資産など物質的実体を持たない

資産である。無形資産は従業員がいないと存在しえないものである。よって

無形資産比率が高ければ、人的資源が企業にとって重要な存在であるとした。

しかし、無形資産は、会計制度上資産として計上できないものである。また、

無形資産の定義も様々で、統一されたものは今のところない。そこで我々は、

無形資産比率を計算するにあたって総資産に占める有形固定資産の割合を

1 から引いて求めることにした。これは、企業が所有する建物や生産機械な
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どといった明らかに無形資産ではない有形固定資産を、総資産から引いたも

のを無形資産とするという考えからである。  

②人件費比率  

人件費比率とは費用に占める人件費・労務費の割合である。費用は売上

高から営業利益を引いて求めた。企業が支払う費用とは生産性に対する対価

である。その中の人件費・労務費は従業員の労働に対する対価である。費用

に占める人件費・労務費の割合を用いることによって、企業の生産に対して

人的資源がどれほど貢献しているかが分かる。人件費比率が高ければ、従業

員が企業にとって重要であるとした。  

③平均勤続年数  

従業員の技術やスキルは、長く勤続すればするほど蓄積されていく。阿

部 (2005)は、「日本企業による熱心な人材の長期育成は、労働者が就いてい

る仕事に関連したスキルや知識と言った関係特殊的人的資本を蓄積するこ

とを容易にし、日本企業の高い生産性の礎としてきた。」と述べている。関

係特殊的人的資本とは、企業風土や企業独自の規則、社風によって異なり、

その企業独自に育成される人的資源のことである。長年、働くことによって

従業員同士間での暗黙の了解といったものも分かるようになり仕事の効率

性も上がってくる。この関係特殊的人的資本は短期間で獲得できるものでは

ない。そこで、平均勤続年数が高ければ高いほど、長年培ったスキルや技術

を持った従業員が多いということになり、人的資源が企業にとって重要であ

ると言えるのである。 

④従業員持株制度  

従業員持株制度があれば、人的資源が重要であるとした。従業員持株制

度は、従業員が自社株を保持することである。従業員持株制度によって、従

業員が株主となることによって、従業員一人ひとりの企業への関心が高まる。

結果として、従業員一人ひとりのモチベーションを高めることとなる。従業

員のモチベーション向上を図るために導入している企業は人的資源が重要

な企業であると考えた。  

⑤取締役内人事担当者の有無  
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取締役会に人事責任者がいれば、人的資源が重要であるとした。企業の経

営方針を決定する重要な組織である取締役会に、人事責任者が入っていると

いうことは、その企業が人的資源を重要視していると考えた。 

以上の 5 つの指標を用いて、各企業の人的資源の重要性を測る。  

人的資源が重要な企業を定義付けるために 5 つの指標を点数化した。点数

化するのはいずれも、人的資源を直接的に測る指標でなく、間接的な指標な

ので、一つひとつの指標は完全でないと考えたからである。そこで、複数の

指標で人的資源の重要性を判断する。また、上の変数をそのまま数値として

用いない理由は、1 つの指標の大きさに 5 つの指標の合計点数が影響されな

いためである。点数算出方法は以下の通りである。  

 点数化にあたって、無形資産比率、平均勤続年数、人件費比率の数値は、

そのまま使用するのではなく、業界中央値を基準とする。なぜなら無形資産

比率、平均勤続年数、人件費比率の数値は、業種によって大小があると考え

たからである。本稿では、その影響を取り除いた人的資源の重要性に注目し

た。そこで、我々は、無形資産比率、平均勤続年数、人件費比率の値が業種

の中央値よりも高ければ、その企業の人的指標が業種内で高い部類に属して

いるとみなし、人的資源を重視していると考えた。反対に、無形資産比率、

平均勤続年数、人件費比率の値が業種の中央値よりも低ければ、その企業の

人的指標が業種内で低い部類に属しているとみなし、人的資源を重視してい

ないとした。  

無形資産比率、平均勤続年数、人件費比率は、業界中央値よりも高ければ、

人的資源が重要であるとして 1 点、業界中央値よりも低ければ人的資源が重

要でないとして 0 点とした。また、従業員持株制度があれば 1 点、無ければ

0 点、取締役内に人事責任者がいれば 1 点、いなければ 0 点とした。各指標

の点数を足し合わせた 5 点満点で、企業の人的資源の重要性を測定した。点

数が高いほど、人的資源が重要な企業である。表 6 はサンプルを点数別に分

類したものである。  
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表 6：点数別観測値数  

5 8

合計 303

点数 観測値数

4 55

0 3

3 123

1 33

2 81

 

 

5.2. 人的資源の観点から見たイベントスタディ  

 

5.2.1.仮説  

我々は、人的資源の観点から人員削減のアナウンスが株価に与える影響を

検証するにあたって以下の仮説を立てた。  

 

【仮説】人的資源が重要な企業が人員削減アナウンスを行うと、重要でな

い企業が人員削減発表を行うのに比べて株価が下がる。  

 

これは、人的資源が重要な企業の方が、人員削減によるデメリットがより

大きくなると考えられる。デメリットは、従業員のモチベーション低下と優

秀な人材の流出である。人員削減後、企業に残った従業員は自分が次の削減

対象になるかもしれないと企業に対して不信感を持ち、仕事に対するモチベ

ーションを低下させる。また、こうした閉塞感は企業の求心力を低下させ、

より良い職場環境を求めた優秀な人材が流出する可能性が高まる。これらの

デメリットは人的資源が競争力となっている企業ほど大きくなると考えた

ため、上記の仮説を導出した。  

 

  5.2.2.平均値の差の検定  

前節で説明した点数が、4～5 点の企業を人的資源が重要、0～1 点の企業

を人的資源が重要でない企業とし、CAR の平均値の差の検定を行った。結

果は表 7 の通りである。21 日ウィンドウでは、人的資源が重要である企業

の方が、重要でない企業に比べて CAR が上がっているものの、11 日ウィン
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ドウ、7 日ウィンドウにおいては、反対に人的資源が重要な企業が人的資源

が重要でない企業に比べて CAR が下がっている。ただし、全てのウィンド

ウで差は有意ではない。  

 

表 7：人的資源重要性と CAR 平均値の差の検定 (単位：%) 

ウィンドウ

重要 重要 重要

でない でない でない

0.310 0.433

1.569

0.409

9839 5998 98

差 差

0.878 0.463 0.866 0.769

-0.560 0.668

21日ウィンドウ 11日ウィンドウ

差

7日ウィンドウ

-1.1290.440

p値

サンプル数 39 59 39 59

CAR平均値 0.505 1.065 -0.191 -0.859

0.841 0.916

人的資源の重要性
重要
である

重要
である

重要
である

***は 1%,**は 5%,*は 10%水準で有意ということを示している。  

 

 

5.2.3.重回帰分析  

人員削減が株価に与える影響には、他の様々な要因も含まれていると考え

られる。それらの要因をコントロールするために重回帰分析を行う。また、

前節では、便宜的に人的資源が重要な企業 (点数：4~5 点 )と重要でない企業

(点数：0~1 点 )に 2 分し平均値の差の検定を行ったが、本節では人的資源指

標の点数を 0~5 点の連続変数としており、より正確な分析を行うことが出

来る。推定モデルは以下の通りである。  

 

Y(CAR)＝α0(定数項 )+α1x1(人的資源指標 )+α2x2 (総資産 ) 

+α3x3 (従業員数 )+α4x4 (企業年齢 )+α5x5 (経常利益赤字ダミー ) 

+α6x6 (募集規模ダミー )+α7x7 (募集年齢ダミー ) 

+α8x8 (募集人数未決定ダミー )+α9x9 (他の適時開示ダミー ) 

+α10x10 (倒産ダミー )+α11x11 (業種ダミー ) 

+α12x12(期間ダミー )+ε(撹乱項 ) 

 

人的資源指標に関しては上述したので、以下その他の説明変数について説

明する。なお、括弧内は予測される係数の符号を示している。  



13 

 

 

x1：人的資源指標（－）  

上で説明した各企業の人的資源の重要性を表す点数である。係数の符号が

負であれば本稿の仮説が証明されたことになる。  

x2：総資産（＋/－）  

 企業の規模を表すコントロール変数である。なお、対数値をとる。  

x3：従業員数（＋/－） 

 企業の規模を表すコントロール変数である。なお、対数値をとる。  

x4：企業年齢（＋）  

企業年齢が高い企業ほど、長年染み付いた企業風土や慣習の刷新が進まな

いと考えた。そのような企業が人員削減を実施することは、投資家から高評

価と考え、係数の符号は正であると予測される。なお、対数値をとる。  

x5：経常利益赤字ダミー（－）  

2 年連続で経常利益が赤字の企業を 1、そうでない企業を 0 とした。経営

状況悪化下での人員削減は経営刷新のシグナルとして株価を上昇させると

考えた。よって係数の符号は正であると予測される。  

x6：募集規模ダミー（＋）  

希望退職募集人数の期末従業員数に占める割合を削減規模とした。削減規

模が 5％以上の企業を 1、そうでない企業を 0 とした。削減規模が大きいほ

ど大胆なリストラクチャリングとして市場が評価すると考え、係数の符号は

正であると予測される。  

x7：募集年齢ダミー（－）  

希望退職募集の対象年齢が 35 歳以上の企業を 1、そうでない企業を 0 と

した。長期雇用を基本とする日本企業では、年齢を重ねるにつれて、技術や

能力を身につけていくと考える。勤続年数が約 15 年以上で技術や能力を兼

ね備えた 35 歳以上の従業員を削減することは CAR に対して負の影響を与

えると考え、係数の符号は負と予測される。  

x8：募集人数未決定ダミー（－）  

 希望退職募集発表時に募集人数を決定していない企業を 1、そうでない企

業を 0 とした。募集人数不明は、希望退職に対する計画が明確化されておら
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ず、投資家に潜在的に悪いイメージを与えると考えた。よって係数の符号を

負と予測される。  

x9：他の適時開示ダミー（－）  

希望退職募集発表の適時開示日に、他の適時開示を行っていた場合を 1、

そうでない企業を 0 とした。当期利益予測の変更や人員削減に伴う工場閉鎖

といった CAR に対して負の影響を与えると考えられる適時開示を、希望退

職募集発表と同日に行う企業が多かった。よって係数の符号を負と予測され

る。  

x10：倒産ダミー（－）  

希望退職発表後、倒産した企業を 1、そうでない企業を 0 とした。倒産し

た企業の株価は急速に下がるため、CAR に対して負の影響を与えると考え

た。よって係数の符号を負と予測される。  

x11：業種ダミー  

 企業を「製造業」「情報・通信」「サービス業」「不動産、建設業」「小

売業」「卸売業」の 6 つに分類した。業種ダミーを入れたのは、CAR に対

する業種の影響を取り除くためである。  

x12：期間ダミー  

分析対象期間を 2 期に分け、前半を 1、後半を 0 とした。前半は景気回復

期の 2003～2007 年、後半は景気不況期の 2008～2012 年である。期間ダミ

ーを入れたのは、CAR に対する景気の影響を取り除くためである。  

基本統計量は表 8 の通りである。  
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表 8：基本統計量  

平均値 標準偏差 中央値 最小値 最大値

1

他の適時開示ダミー 0.525 0.500 1 0 1

倒産ダミー 0.026 0.161 0 0

1

募集年齢ダミー
（35歳以上ダミー）

0.521 0.500 1 0 1

募集人数未決定ダミー 0.119 0.324 0 0

128

1

経常利益赤字ダミー
（2期連続）

0.182 0.386 0 0 1

募集規模ダミー
（5%以上ダミー）

0.373 0.484 0 0

企業年齢 62.766 21.753 61 2

-1.008 -73.440

44.265

人的資源指標 2.719 1.002 3 0 5

総資産

(千億円）
2.079 4.155 0.748 0.083

39.515

66.512

11日ウィンドウ

（%）
0.125 12.229 -0.652 -73.039 50.571

21日ウィンドウ

（%）
1.382 17.733 1.131 -115.384

7日ウィンドウ

（%）
-0.703 10.334

38.324
従業員数

(千人）
2.162 3.635 1.045 0.031

 

  (業種ダミーと期間ダミーは省略している。) 

 

以上の説明変数を用い、重回帰分析を行った。結果は表9の通りである。

21日ウィンドウ、11日ウィンドウ、7日ウィンドウの全てにおいて、人的資

源指標の係数の符号は負であり、10%水準で有意である。このことから人的

資源指標の点数が高い企業、つまり人的資源が重要である企業が人員削減を

アナウンスすると、重要でない企業に比べてCARが低下するという仮説は支

持された。また、3つのウィンドウのうち、7日ウィンドウについてみれば、

その他適時開示ダミー、倒産ダミーは、1%の有意水準で予測した通りの符

号条件を満たしており、一方で、募集年齢ダミーは5%水準で有意であった

が、我々が予測した符号条件を満たさなかった。  
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表 9：分析結果  

説明変数

-0.019 -0.013 -0.012

(0.090) (0.084) (0.061)

-0.022 -0.011 -0.009

(0.101) (0.231) (0.264)

0.027 0.018 0.010

(0.060) (0.069) (0.241)

0.000 0.000 0.000

(0.317) (0.354) (0.153)

0.018 0.011 0.023

(0.517) (0.572) (0.147)

0.046 0.017 0.006

(0.156) (0.452) (0.742)

0.038 0.021 0.029

(0.073) (0.150) (0.015)

-0.039 -0.021 -0.021

(0.253) (0.379) (0.277)

-0.028 -0.025 -0.035

(0.174) (0.087) (0.004)

-0.175 -0.115 -0.121

(0.008) (0.012) (0.001)

0.044 0.004 0.022

(0.706) (0.958) (0.736)

業種ダミー

期間ダミー

調整済み決定係数 0.024 0.021 0.071

* * *

Yes Yes Yes

***

***

* ***

倒産ダミー

定数項

Yes Yes Yes

*****

その他適時開示ダミー

21日ウィンドウ 11日ウィンドウ 7日ウィンドウ

人的資源指標

総資産

企業年齢

従業員数 * *

経常利益赤字ダミー

募集規模ダミー

募集年齢ダミー

募集人数未決定ダミー

 

表の数字は、各変数の係数である。また、括弧内は p 値である。  

***は 1%,**は 5%,*は 10%水準で有意ということを示している。  

総資産、従業員数、企業年齢は対数値である。  

 

5.3.人的資源の観点から見たパフォーマンススタディ  

 

5.3.1.仮説 

前節と同様に、人的資源が重要な企業のほうが、重要でない企業よりも人

員削減によってもたらされるデメリットがより大きくなり、業績が下がると

考えた。仮説は以下の通りである。  

 

【仮説】人員削減後、人的資源が重要な企業は、重要でない企業に比べて業

績が下がる。  
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 5.3.2.平均値の差の検定   

次に、人的資源が重要な企業と重要でない企業に分け、ROA、トービン

の Q それぞれの平均値の差の検定を行った。前節と同様に、人的資源指標

の点数が、4～5 点の企業を人的資源が重要、0～1 点の企業を人的資源が重

要でない企業とした。結果は表 10(人的資源重要性と ROA 変化幅の平均値

の差の検定 )、表 11(人的資源重要性とトービンの Q 変化幅の平均値の差の

検定 )の通りである。  

表 10 より、人員削減後、人的資源が重要な企業は、1 年後と 2 年後にお

いて、人的資源が重要でない企業の ROA よりも低下しているがわかる。  

また、表 11 より、人員削減後に、人的資源が重要な企業は、 3 年間通し

て人的資源が重要でない企業のトービンの Q よりも低下していることがわ

かる。また、2 年後に関しては、10%水準で有意となっている。  

これらの結果は、希望退職実施後、人的資源が重要な企業は、重要でない

企業に比べて業績が下がるという仮説を支持している。  

 

表 10：人的資源重要性と ROA 変化幅平均値の差の検定 (単位：%) 

年数

重要 重要 重要 重要 重要 重要

でない である でない である でない である

0.1620.167 0.679 0.092 0.180 0.065

59

１年後 ２年後 ３年後

差 差 差

78 72 19 40

0.496 -0.255 0.751 0.192 -0.611* -0.994*0.803 -0.123 -0.871

重要性

ROA変化幅

平均値

p値

サンプル数 26 52 24 48

0.5480.133 0.663

***は 1%,**は 5%,*は 10%水準で有意ということを示している。  

 

 

 

 

 

 

表 11：人的資源重要性とトービンの Q 変化幅平均値の差の検定  
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年数

重要 重要 重要

でない でない でない

トービンのQ変化幅

平均値

差 差 差

0.596 0.138 0.150 0.261 0.069

77 71 58

0.070 0.168 0.294 0.103

２年後 ３年後

1.503 2.446 -0.8711.399 2.839* 3.317-1.336*

40

0.342 -1.057

p値

サンプル数 26 51 25 46 18

重要性
重要
である

重要
である

重要
である

１年後

***は 1%,**は 5%,*は 10%水準で有意ということを示している。  

 

 

5.3.3.重回帰分析  

人員削減が業績に与える影響には、他の様々な要因も含まれていると考え

られる。それらの要因をコントロールするために重回帰分析を行う。  

 

Y(トービンの Q、ROA)＝β0(定数項 )+β1x1 (人的資源指標 ) 

+β2x2 (総資産 )+β3x3 (財務レバレッジ )+β4x4 (業種ダミー ) 

+ β5x5 (年次ダミー )+ε(撹乱項 ) 

 

説明変数について以下で説明する。なお、括弧内は予測される係数の符号

を示している。  

x1：人的資源指標（－）  

各企業の人的資源の重要性を表す点数である。係数の符号が負であれば本

稿の仮説が証明されたことになる。  

x2：総資産（＋/－）  

企業の規模を表すコントロール変数である。なお、対数値をとる。  

x3：財務レバレッジ（＋）  

負債総額を自己資本で除したものを用いる。負債比率が大きい企業が、希

望退職によって効率化を進めることで業績に正の影響が出ると考えた。よっ

て、係数の符号は正であると予測される。 

x4：業種ダミー  
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企業を「製造業」「情報・通信」「サービス業」「不動産、建設業」「小

売業」「卸売業」の 6 つに分類し、業種の影響を取り除いた。  

x1：年次ダミー  

各年次ダミーによって、景気の影響を取り除いた。  

 

基本統計量は表 12 の通りである (5)。  

 

表 12：基本統計量  

平均値 標準偏差 中央値 最小値 最大値

ROA変化幅

トービンのQ変化幅

-0.349 2.461 -0.266 16.791

-0.293 3.550 -0.204 13.050

5

-31.937

-10.291

人的資源指標 2.759 0.975 3 0

4532.093

総資産
(千億円)

1.964 3.957 0.701 0.044 39.569

財務レバレッジ

(%)
311.754 505.194 160.982 0

 

 

以上の説明変数を用いて重回帰分析を行った。結果は表 13(ROA 変化幅 )、

14(トービンの Q 変化幅 )の通りである。ROA 変化幅の 1 年後、2 年後は人

的資源指標の係数の符号は負であり、2 年後は 10％水準で有意である。ま

た、トービンの Q 変化幅のいずれの年も、人的資源指標の係数の符号は負

であり、2 年後は 5％水準で有意であり、3 年後は 10%水準で有意である。

このことか、人的資源が重要である企業が人員削減を実施すると、重要でな

い企業に比べて業績が低下することが分かった。  

実証分析より、株価と業績の両方において、人員削減発表後、人的資源が

重要である企業の方が、重要でない企業に比べ負の影響を受けることが実証

された。  
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表 13：ROA 変化幅の分析結果  

説明変数

-0.261 -0.408 0.112

(0.124) (0.060) (0.484)

0.164 0.242 0.215

(0.205) (0.144) (0.065)

0.000 0.000 0.000

(0.749) (0.905) (0.350)

-1.713 -2.517 -3.445

(0.266) (0.199) (0.013)

業種ダミー

年次ダミー

調整済み決定係数

観測値数

-0.001 0.034 0.038

*

250 220 174

Yes Yes Yes

Yes Yes Yes

財務レバレッジ

１年後 ２年後 ３年後

人的資源指標

総資産

*

定数項 **

 

表の数字は、各変数の係数である。また、括弧内は p 値である。  

***は 1%,**は 5%,*は 10%水準で有意ということを示している。  

総資産は対数値である。  

 

  表 14：トービンの Q 変化幅の分析結果  

説明変数

-0.307 -0.871 -0.762

(0.193) (0.014) (0.087)

-0.117 -0.010 -0.094

(0.516) (0.971) (0.771)

0.001 0.000 0.000

(0.280) (0.962) (0.816)

2.010 2.210 3.242

(0.343) (0.482) (0.391)

業種ダミー

年次ダミー

調整済み決定係数

観測値数

*

-0.023

249 221 177

１年後 ２年後 ３年後

人的資源指標

総資産

定数項

財務レバレッジ

**

Yes Yes Yes

Yes Yes Yes

0.082 0.000

 

表の数字は、各変数の係数である。また、括弧内は p 値である。  

***は 1%,**は 5%,*は 10%水準で有意ということを示している。  

総資産は対数値である。  

 

6.おわりに 

 

我々は、日々人員削減のニュースを目にしているが、人員削減は企業価値

にプラスあるいはマイナスのどちらの効果をもつかは理論的には明らかと
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なっていない。そこで、我々は日本企業の人員削減が企業価値に与える影響

を実証的に分析した。本稿は以下の 2 つの視点から人員削減を検証した。1

点目の視点として、2000 年代における人員削減の企業価値に与える影響を

検証したこと。2 点目の視点として、人的資源の観点から見た人員削減によ

る企業価値に対する影響を検証した。1 つ目の視点の分析より、1)人員削減

アナウンスの株価に与える影響は統計的に有意ではないこと、2)人員削減後

の企業の利益率（ROA）は低下することが明らかになった。したがって 2000

年代において、人員削減後、業績は低下することが分かった。2 つ目の視点

の分析から、1)人的資源が重要な企業ほど人員削減のアナウンスは株価に負

の影響がある、2)人的資源が重要な企業ほど人員削減後の業積（ROA, トー

ビンの Q）が低下する、ことが分かった。したがって実証分析の結果、人的

資源の重要な企業が、人員削減を実施すると株価も業績も、重要でない企業

に比べ負となることが実証された。本稿の分析結果にしたがって、企業は、

企業価値に負の影響がある人員削減には慎重になるべきであり、特に人的資

源が重要な企業は人員削減を容易に選択すべきではないことが示唆される。 

今後の課題としては、2 つある。1 つ目は、企業がどのような状況で人員

削減を行っているか知ることである。企業価値を下げるような行動をどのよ

うな背景でとるかを知る必要がある。2 つ目は、より企業価値が上がるよう

な人員削減に代わる行動を探すことである。  

 

注 

(1)学術的にパフォーマンススタディという分析手法名は存在しないが、本稿

の便宜上、企業の業績の変化を検証する分析をパフォーマンススタディと呼

ぶこととする。  

(2)「上場企業希望・早期退職者募集状況調査」は、希望退職募集を実施した

上場企業に関して募集期間、募集人数、応募人数、制度名称、募集対象者と

いった項目がまとめられているものである。  

(3)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を推計期間と呼

ぶ。  

(4)本稿では、企業が希望退職募集発表の適時開示を行った日をイベントデー

とし t=0 日とおいた。適時開示とは、投資判断に影響を与える企業の業務、

運営、業績に関する情報を投資家に開示することである。金融商品取引所の

規則により上場企業に義務付けられている。データ元は eol データベースで
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ある。なお、東京証券取引所が閉まる 15 時以降に発表されたものは翌日を

イベントデーとした。  
(5 )ROA とトービンの Q 共に、明らかな異常値が見られたため、平均値±3 標

準偏差の範囲外の値は除外した。また、説明変数の財務レバレッジにも明ら

かな異常値が見られたため、同様に平均値±3 標準偏差の範囲外の値は除外

した。  
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