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要要要要    旨旨旨旨    

    本論文では経営者の金銭的インセンティブが企業の株主還元策に与える

影響を分析した。分析の結果は以下の 5 つである。①経営者持株比率が高

い企業は配当を多く支払う傾向がある。②経営者持株比率が高いほど、自

社株買いを多く行う、という仮説は統計的に有意な結果を得られなかった。

③ストック・オプション制度を導入している企業は、自社株買いを積極的

に行う傾向がある。④経営者持株比率が高いほど、総還元が多くなる。⑤

ストック・オプション制度を導入している企業は総還元が多くなる。  

経営者持株とストック・オプションが株主還元策にどのような影響を与

えるかを明らかにしたとともに、株主還元策におけるエージェンシー問題

の有効な緩和策の一つとして、その機能を証明することができた。  
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1111．はじめに．はじめに．はじめに．はじめに    

    

 バブル崩壊と金融ビッグバンは、それまでの「護送船団方式」と呼ばれ

る日本的経営・日本の金融市場を大きく変化させることとなった。企業同

士の株式持合いは減少、株式は流動化し、外国人や個人投資家をはじめ、

さまざまな人々が株式を持つようになり、株主構成は大きく変化すること

となる。時同じく欧米型コーポレート・ファイナンスが日本にも次第に浸

透し始め、株主重視経営が台頭し、わが国においても株主とのエージェン

シー問題が顕在化してきており、その対応が急務であると言える。  

 エージェンシー問題とは、本来経営者は株主の代わりに株主価値最大化

のために経営活動をするが、①経営者が努力を怠る、②負の NPV をもたら

す事業に投資する、③余剰資金の株主還元が行われない、など、経営者に

よって株主価値が損なわれている状態のことを言う。この中でも、本論文

は③の問題に注目していく。  

 ③の問題の解決策として近年注目されているのが、経営者に金銭的イン

センティブを与える手法である。具体的には企業の株式やストック・オプ

ションをその企業の経営者に付与することにより株主還元を積極的に行わ

せ、株価を上昇させようとするインセンティブを持たせる手法である。同

様の理由で、従業員や社外関係者に株式やストック・オプションが付与さ

れる場合もある。自社株式を保有する経営者は積極的に配当、自社株買い

を増やし、ストック・オプションを持つ経営者は積極的に自社株買いを行

うと予想される。それは、配当や自社株買いを行うことが株主の利益にな

るとともに、経営者の利益とも合致するからである。     

この経営者の利益を得たいと思う気持ち、いわゆる経営者の金銭的イン

センティブと株主還元策との関連性についてはいくつか研究がある。米国

で研究が行われた Fenn and Liang(2001)ではストック・オプションと株主

還元策との関連性について示しており、経営者にストック・オプションを

付与している企業ほど配当より自社株買いを積極的に行うという結果が得

られている。日本においては久保・齋藤 (2006)が配当との関連性について
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研究しており、経営者が自社株式を持っている企業ほど配当を多く支払う、

という結果が得られている。  

 以上のことを踏まえ、経営者持株制度やストック・オプション制度を導

入している企業が、フリー・キャッシュフロー（以下、FCF とする）を株

主還元する際に、どのような株主還元策を行うかを分析した。  

分析結果の予想としては、FCF を株主に還元するとき、経営者持株比率

が高い場合は経営者の金銭的インセンティブが働き、配当・自社株買いど

ちらかの手段を使って還元すると考えられる。また、ストック・オプショ

ン制度を導入している企業では経営者の金銭的インセンティブとの関係に

より、FCF を還元する場合、自社株買いによって還元をすることが予想さ

れる。また、経営者持株比率が高い企業やストック・オプション制度を導

入している企業は、金銭的インセンティブによって総還元を増やすことが

予想される。  

 本論文で用いたサンプルは東京証券取引所 1 部、 2 部に上場している

2206 社のうち、必要なデータすべてを得ることができた 937 社についての

2004 年から 2006 年のデータを使用する。  

 本論文の主な結果は、以下のとおりである。①久保・齋藤 (2006)で見ら

れた、経営者持株比率が高い企業は配当を多く支払う傾向にある、という

状況は 2004 年から 2006 年においても同様に見られる。②経営者持株比率

が高いほど、自社株買いを多く行う、という仮説は統計的に有意な結果を

得られなかった。③ストック・オプション制度を導入している企業は、自

社株買いを積極的に行う傾向がある。④経営者持株比率が高いほど、総還

元が多くなる傾向がある。⑤ストック・オプション制度を導入している企

業は総還元が多くなる。  

以下、 2 章では研究の背景となる理論の説明と、先行研究について紹介

する。3 章では検証する仮説について、4 章では対象となるサンプルと分析

方法について、5 章ではこれらの分析を踏まえた結論を述べ、6 章で今回の

結論について考察したい。  
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2222．研究の背景と先行研究．研究の背景と先行研究．研究の背景と先行研究．研究の背景と先行研究    

 

2 章ではまず、経営者インセンティブと株主還元策を考える上で重要に

なる株式価値の評価方法について言及する。次にインセンティブ付与の背

景において重要なエージェンシー問題、さらに経営者持株制度とストッ

ク・オプション制度の定義、性質の差異、及びそれに関わる経営者の金銭

的インセンティブについて考察する。  

本論分では、株価は配当割引モデルで決まると考える。配当割引モデル

とは、企業が投資家にもたらす将来の配当を、投資家の期待収益率、つま

り割引率で割った値を、企業の株式価値とする理論である。S を株式価値、

r を割引率、d を配当とすると、S は以下のように算出される。  

 

上記したように配当割引モデルにおいて株式価値を評価する場合、割引

率と配当額を用いる。この企業の将来の配当は、企業の保有する営業資産

から生まれるキャッシュ・フローによってもたらされる。また、企業は営

業資産とは別に現預金を保有している。この現預金は FCF が積み重なった

ものであり、FCF とは企業が抱える正の NPV をもたらす事業への投資を

した後の余剰資金である。FCF が企業内に留保されている時、株主価値に

は反映されないが、FCF が配当によって株主還元される場合、その分株式

価値は向上する。  

しかし、所有者である株主と代理人である経営者が事実上異なる主体で

あるため、株主価値の最大化とはかけ離れた、つまり負の NPV をもたらす

事業への投資が行われる場合がある。この場合、株主価値は損なわれてし

まう。FCF が株主還元に割り当てられる機会損失が発生してしまうため、

結果的に株式価値が損なわれてしまうからだ。  

株主価値最大化が企業経営の最大目標であるならば、正の NPV をもたら

す投資対象がない場合は、企業は余剰資金（FCF）を株主に還元するべき

なのである。  
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株主価値最大化の企業活動としての株主還元策を経営者に行わせるため

には、モニタリングとインセンティブ付与の 2 つの方法があるが、本論文

ではインセンティブ付与について考察していく。インセンティブ付与の方

法として経営者持株制度とストック・オプション制度の２つがあり、ここ

ではそれぞれについて説明する。  

経営者持株制度とは、経営者自身が自社の株式を付与されて株主になる

ことで、株主との利益関係を一致させ、経営者に株主価値の最大化を実現

する企業経営をさせるためのものである。  

もう一つの手段としてストック・オプション制度がある。これは取締役

や従業員に将来、予め定められた価格で株式を取得できる権利を与えるも

のである。一般的に、この予め定められた価格を「行使価格」と言う。ス

トック・オプションを保有する経営者は、この権利を行使して株式を取得

し、売却することによって、行使価格と売却時点の株価の差額をキャピタ

ルゲインとして獲得できる。経営者は、このキャピタルゲインによる利益

を増大させようと、株式価値最大化に向けて経営を行う。このように、ス

トック・オプションを与えることは経営者に金銭的インセンティブを付与

することになり、株式価値の最大化という株主との共通の経営目標を追求

することになるため、エージェンシー問題の緩和に繋がる。  

ストック・オプション制度を導入している企業は年々増加している。図

１は、日本の全上場企業を対象とした 1996 年 7 月 1 日～2006 年 6 月末日

までのストック・オプション導入企業数の推移を表したものである。  
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図 1 日本におけるストック・オプション導入企業数の推移 

 

出所：タワーズペリン・日興コーディアル証券 

 

1996 年 7 月～1997 年 6 月の期間では、ストック・オプション導入企業

は 33 社にとどまっているが、ストック・オプションの規制緩和を盛り込ん

だ改正商法 1が施行された 2001 年 7 月～2002 年 6 月の期間では、983 社ま

で増加している。それ以降も導入企業数は一貫して増加傾向にあり、2005

年 7 月から 2006 年 6 月の期間では、累積のストック・オプション導入企

業数は 1574 社にのぼる。また、この期間内にストック・オプションを新た

しく導入した企業は、新規導入企業・複数回導入企業を合わせ 533 社であ

った。  

経営者持株制度とストック・オプション制度においては、配当と自社株

買いどちらの株主還元策を行うかによって経営者の得ることができる利益

が異なってくる。ここからは、各制度における株主還元策と経営者の金銭

的インセンティブの関係性を４つの場合に分け、考察していく。  
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(1) 経営者持株制度と現金配当 

経営者が自社株を保有している状況で、FCF が配当によって株主還元さ

れる場合を考える。以下の説明では状況を簡略化するために、企業は負債

をまったくかかえておらず、100％自己資本で成り立っているとし、配当と

して支払う額を F、発行済株式数を N、経営者が保有する株式数を C とす

る。FCF が経営者によって内部留保され、株主に還元されていない場合、

株主価値は配当割引モデルの値  

 

で表されるが、企業の FCF が現金配当により株主に還元される場合、株主

価値は、  

 

となる。ここでは一株当たりの価値は だけ増加することになる。同時

に、自社株を保有しているため経営者にも ×××× の利益がもたらされる。  

このように経営者持株制度のもとでは、FCF を配当によって株主還元する

金銭的インセンティブが経営者に与えられる。  

 

(2) 経営者持株制度と自社株買い 

次に経営者が自社株を保有している状況で、FCF が自社株買いによって

株主還元される場合を考える。自社株買いを行うことで発行済み株式数が

減少する一方で、企業の株主還元の原資となる営業資産は変わらないため、

自社株取得後の株価は取得以前の株価よりも上昇する。自社株買いによっ

て株価の上昇がもたらされることで、自社株を保有している経営者は利益

をあげることができる。また、自社株買いを行う価格は、取得後の株価と

同じ価格になるので、取得価格も自社株買いを行う以前の価格と比べて高

くなる。そのため経営者が自社株買いに応じた場合も、売却時の株価と自
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社株買い以前の株価との差益を得ることができる。このように経営者が自

社株を保有している場合、自社株買いによって還元策を行う金銭的インセ

ンティブが経営者に付与される。  

 

(3) ストック・オプション制度と現金配当 

次に、経営者がストック・オプションを保有している状況で、FCF が現

金配当によって株主還元される場合を考える。株主は還元された FCF の分

だけ利益を得ることになるが、ストック・オプションを保有しているだけ

では、経営者は株主として配当を受け取る権利がないため、利益を得るこ

とができない。また配当を行う場合、FCF は配当の分だけ株主に利益がも

たらされるが、発行済み株式数は減少せず、株価自体は上昇しないため経

営者に利益はもたらされない。したがってストック・オプションを保有し

ている場合、経営者には配当を行う金銭的インセンティブは生まれない。  

 

(4) ストック・オプション制度と自社株買い 

経営者がストック・オプションを保有していて、FCF が自社株買いによ

って株主還元される場合を考える。前述のように、自社株買い後の株価は

自社株買い以前の株価と比べて上昇する。ストック・オプションを保有す

る場合、経営者は自社株買い後の株価と、行使価格の差額を利益として得

ることができる。経営者がストック・オプションを保有する場合、自社株

買いを行うことで経営者は自身の利益を増やすことができるため、自社株

買いを行うインセンティブが付与される。  

以上 4 通りの各制度における株主還元策と経営者の金銭的インセンティ

ブの関係性を表 1 でまとめた。表 1 における「インセンティブなし」とは

経営者に経営者持株制度とストック・オプション制度のどちらのインセン

ティブも付与されていない場合を意味する。表中の○印は経営者に金銭的

インセンティブがあることを表し、×印は金銭的インセンティブがないこ

とを表す。  
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表 1 各制度における株主還元策と経営者の金銭的インセンティブの関係性 

 

このように、各制度のもとでは株主還元策によって経営者の得られる利

益が左右される。以上の考察をふまえると、経営者の金銭的インセンティ

ブの有無が企業の株主還元策に影響する可能性があるだろうと予想できる。

経営者の利益が企業の株主還元策に影響を与えるのだ。  

Fenn and Liang(2001)では、米国において 1993 年から 1997 年までの 5

年間、1100 社を対象として、経営者の持株と経営者が保有するストック・

オプションが株主還元策に与える影響について実証研究を行っている。こ

の研究によれば、経営者がストック・オプションを多く持つほど配当を支

払わなくなり、代わりに自社株買いを増やすという結果が得られた。これ

は実際に米国において、経営者の金銭的インセンティブによって配当では

なく自社株買いが優先されたことを表している。なおこの研究では、経営

者持株制度と株主還元策の関係性については有意な結果は得られていない。 

久保・齋藤 (2006)は経営者の持株と配当政策との関係性を、日本市場に

おいて 1990 年から 1996 年までの 7 年間、全上場企業のうちサンプルとし

て使用した 1818 社を対象として実証分析を行っている。結果としては、経

営者の持株比率の高い企業では配当が支払われる可能性が高いことが有意

に示されている。また、経営者の持株比率が高い企業では、配当を増加さ

せる可能性も高く、配当をやめる可能性も低いという結果も得られている。

つまり、実際に日本市場においてエージェンシー問題の緩和策として「経

営者に金銭的なインセンティブを与える」ことが配当政策に関しては有効

であることを示している。  

そこで本論文では、「経営者に金銭的なインセンティブを与える」ことと

株主還元策との関係性を、配当だけでなく、自社株買いも含めて Fenn and 

    配当配当配当配当    自社株買い自社株買い自社株買い自社株買い    

インセンティブなしインセンティブなしインセンティブなしインセンティブなし    ××××    ××××    

経営者持株経営者持株経営者持株経営者持株    ○○○○    ○○○○    

ストック・オプションストック・オプションストック・オプションストック・オプション    ××××    ○○○○    
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Liang(2001)の米国における実証研究を参考にして日本市場においても成

り立つかどうかを考察していく。  

エージェンシー問題が顕在化し、その緩和策の有効性を問うことが重要

となっている今日において、先行研究では明らかにされなかった日本市場

における株主還元策と経営者の金銭的インセンティブの関係性について、

配当のみならず自社株買いも含め、直近の 2004～2006 年のデータを用い

て考察を行うことは、今後の緩和策の手がかりを示すこととなりえる。こ

こに本論文の研究を行う意義がある。  

 

 

3333．検証する仮説．検証する仮説．検証する仮説．検証する仮説    

 

検証する仮説は以下の 3 つである。  

 

 (1)『経営者持株比率が高い企業は多くの配当を支払い、また自社株買い

を多く行っている。』 

経営者の持株比率が高い場合、自社株買いの実施・配当の支払いの双方

で経営者は金銭的なインセンティブを得られることから成り立つと予想さ

れる。久保・齋藤 (2006)では経営者の持株が配当を増加させることを 1990

年から 1996 年において実証しているが、今回はそれに加え自社株買いへの

影響を直近のデータを用いて分析を行う。  

 

(2)『ストック・オプション制度を導入している企業は経営者にインセンテ

ィブが作用するため、自社株買いを積極的に行う傾向がある。』 

ストック・オプションを導入する企業は配当の支払いに対して金銭的な

インセンティブを得られないため、インセンティブが得られる自社株買い

を優先するだろうと予想される。米国においては実証されているので、日

本市場において成り立つかどうかを分析する。  
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(3)『経営者持株比率が高い企業やストック・オプション制度を導入してい

る企業は、総還元を増やす傾向がある。』 

経営者持株制度やストック・オプション制度が経営者に金銭的インセン

ティブを与え、総還元を増やすであろう、という予想から立てられたもの

である。インセンティブ制度の総合的な有効性、という観点からも注目し

たい。  

    

    

4444．サンプルと分析方法．サンプルと分析方法．サンプルと分析方法．サンプルと分析方法    

 

本論文では東京証券取引所 1 部・2 部上場企業のうち、分析に必要なデ

ータをすべて得ることができた 937 社をサンプル 2とした。分析期間は直近

3 年間に当たる 2004 年から 2006 年までで、サンプルサイズは 2811 であ

る。  

分 析 で 使 用 し た デ ー タ は す べ て 日 経 NEEDS-FAME、 日 経 NEEDS 

Financial QUEST から取り出した。時価総額については、決算期末の株価

終値と発行済み株式数を用いて算出している。分析方法は重回帰分析で、

はずれ値 3はサンプルから除外した。  

 

分析に使用した被説明変数、説明変数は以下の通りである 4。  

 

≪被説明変数≫ 

①配当総額／時価総額     ②自社株買い総額／時価総額  

③総還元額／時価総額  

 

                                                   
2 決算期が 8月や 9月になっている企業についてはサンプルから除外している。また、金融

関連会社も財務構造の違いから、サンプルから除外している 
3 はずれ値の算出方法としては、各変数の標準偏差から絶対値 3以上のものを異常値として

除外した。 
4 説明変数間の多重共線性は確認されなかった。 
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≪説明変数≫ 

④経営者持株比率        ⑤ストック・オプション実施ダミー  

⑥営業 CF／資産         ⑦負債比率  

⑧資産合計の対数値       ⑨現預金／資産合計  

⑩営業利益ボラティリティ／資産  ⑪製造業ダミー  

 

まず、被説明変数について以下で説明する。  

 

①  配当総額／時価総額  

時価総額については、上記の方法により算出している。時価総額を分

母にすることにより、規模の効果を除外している。配当をどの程度支払

っているかを見るためのものである。  

②  自社株買い総額／時価総額  

①と同様に時価総額を分母にすることにより、規模の効果を除外して

いる。自社株買いをどの程度行っているかを見るためのものである。  

③  総還元額／時価総額  

①と同様に時価総額を分母にすることにより、規模の効果を除外して

いる。総還元としてどの程度支出しているのかを見るためのものである。 

 

説明変数については以下の通りである。  

 

④  経営者持株比率  

「経営者持株数／発行済み株式数」で算出した。持株比率が高ければ、

経営者の金銭的インセンティブにより、配当・自社株買い共に積極的に

なると予想される。  

⑤  ストック・オプション導入ダミー  

経営者、従業員、関連会社役員・従業員など付与対象者を特定せず、

企業がストック・オプションを導入しているかどうかについてのダミー

変数である。経営者のみへのストック・オプション付与の有無を使うべ
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きであるが、データが得られなかったため、代替のものとして使用する。

多くの場合、経営者に付与している現状を踏まえ、この説明変数を使用

した。ストック・オプション導入企業は経営者の金銭的インセンティブ

により、自社株買いを積極的に行う、と予想される。  

⑥  営業 CF／資産合計  

株主還元の原資となるものである。そのため、この値が高い場合、配

当・自社株買いならびに総還元額は増えると予想される。  

⑦ 負債比率 

「負債合計／純資産総額」で算出している。負債比率が高い場合、株主

還元よりも負債返済が優先されると考えられるので、配当・自社株買い

ともに消極的になると予想される。  

⑧ 資産合計の対数値 

 規模の効果の有無についてのものである。  

⑨ 現預金／資産合計 

計測年の前年決算のものを使用している。なぜなら、この現預金が原

資となって次期の配当や自社株買いを行うからである。現預金が多けれ

ば、還元原資が増えることになるので、配当・自社株買いとも積極的に

行うと予想される。  

⑩ 営業利益ボラティリティ／資産合計 

これは米国の Fenn and Liang(2001)で使われているものから引用し

たものである。ボラティリティは計測年までの直近 5 年分を使用してい

る。これは営業 CF の変動性を見ることにより、企業のリスク度合いを

見るという意味がある。リスクが高い企業は内部留保を多く残すと推測

されるので、この値が高い場合、配当・自社株買いに対して消極的にな

ると予想される。  

⑪ 製造業ダミー 

 製造業と非製造業は財務構造が異なるので、ダミー変数として加えた。 
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以上の変数の基本統計量は表 2のようになる。 

 

表 2 基本統計量 

  平均 標準偏差 最大値 最小値 中央値 

配当総額／時価総額 0.0109  0.0092  0.1193  0 0.0098  

自社株買い総額／時価総額 0.0041  0.0114  0.1236  0 0.0001  

総還元額／時価総額 0.0150  0.0157  0.1791 0 0.0113  

経営者持株比率(％) 2.5213  4.8973  27.4800  0.0100  0.4200  

ストック・オプションダミー 0.2785  0.4484  1 0 0 

営業 CF/資産 0.0584  0.0410  0.2117  -0.0901  0.0582  

負債比率 0.7004  1.3379  19.1109  0 0.3262  

log資産 11.0399  0.5604  12.7825  9.8874  10.9543  

現預金/資産 0.1073  0.0717  0.3896  0.0044  0.0905  

営業利益ボラティリティ/資産 0.0180  0.0130  0.0750  0.0005  0.0148  

製造業ダミー 0.6980  0.4592  1 0 1 

サンプル数 2811 2811 2811 2811 2811 
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5555．分析結果．分析結果．分析結果．分析結果    

 

表 3 重回帰分析の結果 

※（）内は p-値。 ***、 **、 *はそれぞれ 1、 5、 10%水準で有意。  

 

配当総額／時価総額、自社株買い総額／時価総額、総還元額／時価総額

を被説明変数として東証 1・2 部の上場企業を対象として行った重回帰分析

の結果が表 3 である。  

  

[1] 被説明変数：配当総額／時価総額の場合  

経営者の持株比率が係数 0.0002 となっており、1％水準で有意である。

 

 
配当/時価総額 自社株/時価総額 総還元額/時価総額 

経営者持株比率 
0.0002 2.902E-06 0.0002 

(0.0000)*** (0.9507) (0.0005)***  

ストック・オプションダミー 
-0.0007 0.0020 0.0013  

(0.0591)* (0.0000)*** (0.0494)** 

営業 CF/資産 
-0.0120 0.0130 0.0010 

(0.0049)*** (0.0157)** (0.8865)  

負債比率 
-0.0009 -0.0005 -0.0014  

(0.0000)*** (0.0023)*** (0.0000)***  

log資産 
-0.0024 4.909E-05 -0.0025 

(0.0000)*** (0.9066) (0.0000)***  

現金・預金 
-0.0002  0.0130 0.0128 

(0.9429) (0.0001)*** (0.0035)**  

営業利益ボラティリティ/資産 
-0.0759 -0.0277 -0.1036 

(0.0000)*** (0.1203) (0.0000)***  

製造業ダミー 
-0.0015 -0.0011 -0.0026 

(0.0002)*** (0.0222)** (0.0001)*** 

自由度調整済決定係数 0.0761 0.0222 0.0467 

サンプル数 2811 2811 2811 
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経営者の持株比率が高い企業ほど配当を多く支払うということである。こ

れは経営者の金銭的インセンティブが働いた結果であると考えられ、仮説

(1)を実証したこととなる。  

ストック・オプションダミーは係数 -0.0007となっており、10％水準で有

意である。ストック・オプションを持つ経営者は配当を支払うことに消極

的であるということである。これも経営者の金銭的インセンティブが働い

たと考えられ、「ストック・オプション制度を導入している企業は経営者に

インセンティブが作用するため、配当を減らして自社株買いを積極的に行

う傾向がある」ということが、検証結果から推察される。  

 

[2] 被説明変数：自社株買い総額／時価総額の場合  

経営者持株比率は係数がプラスであるものの、有意な結果は得られず、

仮説を支持する結果を得るに至らなかった。  

ストック・オプションダミーは係数 0.0020 となっており、1％水準で有

意である。経営者の金銭的インセンティブによるものと考えられ、仮説 (2)

に適合する結果となった。  

 

[3] 被説明変数：総還元額／時価総額の場合  

 経営者持株比率は係数 0.0002 となっており、１％水準で有意である。経

営者持株制度は総還元を増やし、エージェンシー問題の有効な緩和策のひ

とつとして機能することが証明された。この結果は仮説 (3)と適合する結果

となった。  

 ストック・オプションダミーは、係数 0.0013 となっており、5％水準で

有意である。これも経営者の金銭的インセンティブが働いたと考えられ、仮

説 (3)に適合する結果となった。  

 

 [4] その他説明変数について  

 ここではコントロール変数として用いた説明変数から得られた結果に対

する考察を行う。  
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まず、営業 CF／資産では、各被説明変数の式において配当総額／時価総

額では係数 -0.0120、自社株買い総額／時価総額では係数 0.0130 で、それ

ぞれ 1％、5%水準で有意となっている。総還元額／時価総額では係数プラ

スであるが、有意な結果を得られていない。  

負債比率では、各被説明変数の式において配当総額／時価総額では係数

-0.0009、自社株買い総額／時価総額では係数 -0.0005、総還元額／時価総額

では係数 -0.0013 で、全て 1％水準で有意となっている。負債比率が高い場

合、株主還元よりも負債を減らし、財務状態を改善することが優先される。

そのため、配当・自社株買い・総還元額とも減少したと考えられる。  

log 資産では、各被説明変数の式において配当総額／時価総額では係数

-0.0024、総還元額／時価総額では係数 -0.0025 で、共に 1％水準で有意で

ある。自社株買い総額／時価総額では係数プラスであるものの、有意な結

果を得られていない。  

 現金・預金では、各被説明変数の式において自社株買い総額／時価総額

では係数 0.0130、総還元額／時価総額では係数 0.0128 で、共に 1%水準で

有意である。配当総額／時価総額では係数マイナスであるが、有意な結果

を得られていない。  

営業利益ボラティリティ／資産では、各被説明変数の式において配当総

額／時価総額では係数 -0.0759、総還元 /時価総額では係数 -0.1036 で、共に

1％水準で有意となっている。自社株買い総額／時価総額では係数マイナス

であるが、有意な結果を得られていない。この説明変数はリスク指標であ

るので、マイナスとなることは合理的である。  

 製造業ダミーでは、配当総額／時価総額では係数 -0.0015、自社株買い総

額／時価総額では係数 -0.0011、総還元額／時価総額では係数 -0.0025 で、

それぞれ 1%、5%、1%水準で有意である。  
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上述の分析から得られた結論としては以下のことが挙げられる。  

 

①  経営者持株比率が高いほど、配当を多く支払うという傾向は、久保・

齋藤 (2006)で 1990 年から 1996 年のデータで実証されて以降、現在に

おいても健在である。  

②  経営者持株比率が高いほど、自社株買いを多く行う、という仮説は統

計的に有意ではなく、支持されなかった。  

③  ストック・オプション制度を導入している企業は、自社株買いを積極

的に行う傾向がある。  

④  経営者持株比率が高いほど、総還元が多くなる。  

⑤  ストック・オプション制度を導入している企業は総還元が多くなる。 

 

 以上の結果について考察をしたい。①③の結果からは、経営者持株制度

とストック・オプション制度が株主還元策に与える影響の特性が明らかに

なった。経営者持株制度は配当にプラスに働き、ストック・オプション制

度は配当にはマイナス、自社株買いにはプラスに働く。株主がエージェン

シー問題の緩和のために、経営者インセンティブとしてこれらの制度導入

を企業に求める際には、このような特性があることを考慮する必要がある。 

 今回有意な結果を得られなかった②について考察したい。経営者にとっ

ての利益とは、株価の上昇ではなく、配当や自社株の売却益から生まれる

現金である。株価が上昇したとしても、経営者は保有株を売却しない限り

実際に現金を受け取ることができない。経営者が自社株買いの資本政策の

もとで現金を得る場合には、自社株買いに応じるか、または市場で取引を

することで保有している株式を手放すことになる。経営者は自社株買いに

応じて株式を手放したり、市場で株式を売却したりすることでキャピタル

ゲインを得ることよりも、議決権を保持したまま利益を得ることができる

配当を好むのではないかと推察できる。経営者が保有する株式を手放した

場合、自身が保有する株式が減少することで、経営者は議決権を減らし、

また既存の大株主が相対的に力を強めることになる。このため経営者は議



 19 

決権を手放したくはない、と考えるのではないだろうか。この「議決権を

手放したくない、他の株主の影響力を強めたくない」という経営者の意図

は金銭的な性質によるものではない。しかし、議決権を握ることは経営者

にとって自己の効用を増大させることになる。以上の理由から、経営者持

株制度の下では経営者は自社株買いよりも、配当によって利益還元政策を

多く行うという推察ができる。  

 ④、⑤の結果からは経営者インセンティブとしての経営者持株制度やス

トック・オプション制度が総還元を増やし、株主還元策に対して総合的に

プラスに働くことが明らかになった。株主還元が増えるということは FCF

が減ることを意味するので、結果的に経営者持株制度がエージェンシー問

題の緩和策として有効な一手段であることが明らかになったことになる。  

 

 

6666．おわりに．おわりに．おわりに．おわりに    

 

    本論文では経営者の金銭的インセンティブが企業の株主還元策に与える

影響を分析した。分析の結果は以下の 5 つである。①経営者持株比率が高

い企業は配当を多く支払う傾向にある。②経営者持株比率が高いほど、自

社株買いを多く行う、という仮説は統計的に有意な結果を得られなかった。

③ストック・オプション制度を導入している企業は、自社株買いを積極的

に行う傾向がある。④経営者持株比率が高いほど、総還元が多くなる。⑤

ストック・オプション制度を導入している企業は総還元が多くなる。  

これらの分析結果から、経営者持株制度とストック・オプション制度が

エージェンシー問題の緩和策として有効なことが明らかになった。エージ

ェンシー問題の顕在化が著しい近年、経営者への金銭的インセンティブ制

度を企業に対し積極的に導入することによって、エージェンシー問題が解

決されていくことを望む。  
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付表 ストック・オプション制度新旧比較表 

 新ストックオプション 旧ストックオプション 

方式 「新株予約権」の無償発行 ・ 自己株方式 

・ 新株引受権方式 

付与決議 株主総会の特別決議 ・ 自己株方式 

定時株主総会の普通決議 

（未公開の場合は特別決議） 

・ 新株引受権方式 

株主総会の特別決議 

対象者 商法上は制限なし 会社の取締役・従業員 

付与株式数 制限なし 発行済株式総数の 10％以内 

権利行使期間 商法上は制限なし 付与決議から 2年以上 10年以内 

株主総会における 

付与対象者の確定 

不要 必要 

付与株式の新株・ 

自己株の選択 

行使時点までに対応 株主総会時点で決議 

 

 

 


