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要旨 

 

 本稿では、企業のウェブサイト（以下 Web サイト）が株式取引に与える影響を明らかに

することを目的とし、Web サイトの充実が、株式取引量と株主構成に影響を与えるかどう

かを実証的に分析した。 

 1990 年代後半から、日本企業の IR 活動が活発化するとともに、企業は Web サイトを IR

ツールとして積極的に活用するようになった。そこで、Web サイトが情報劣位に立つ投資

家に対する情報補完となり、企業と投資家の情報の非対称性を解消することによって、投

資行動を促すのではないかと考えた。 

 本稿では、まず各企業の Web サイトの情報量と株式取引量の関係を実証的に分析し、Web

サイトの情報量が増える、すなわち Web サイトが充実することで、株式取引が活発化する

ことを示した。また、この効果は一般的に、資産規模（以下規模）の小さい企業により強

く表れることが分かった。加えて、株式取引量を増加させる Web サイト項目を特定し、そ

の影響力を明らかにした。 

 次いで、Web サイトの情報量と株主構成比率の関係を実証的に検証し、Web サイトが充

実することで、外国人投資家比率を増加させることを示した。加えて、個人投資家比率及

び外国人投資家比率を変化させる Web サイト項目を特定し、その影響力を明らかにした。 

 以上 2 つの実証分析から、Web サイトが充実することによって、企業と投資家の情報の

非対称性を解消し、株式取引量・株主構成を変化させることが実証された。 

 Web サイトを充実させることで、株式取引量、株主構成を変化させるという本稿の分析

結果からは、以下の可能性を示すことができる。まず、株式取引量の増加は株式の流動性

を高める。株式の流動性を高めることで、資本コストが低下し、円滑な資金調達を可能と

する。次に、個人投資家比率の増加は新規顧客および安定株主の獲得につながる。また、

外国人投資家比率の増加はモニタリング効果が働き、企業価値に正の影響を与え得る。以

上の可能性から、Web サイトの充実は企業に大きなメリットをもたらすと考えられる。 
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1. 研究の背景と目的 

 

1990 年代以降、日本の株式市場では株式の持ち合いが解消され、個人投資家や外国人投

資家の比重が高まった。このことは、図表 1－1 における投資主体別持ち株比率の推移から

も見て取れる。 

 

図表 1－1 投資主体別持ち株比率の推移 

 

 

 

図表 1－1 では、過去 20 年間の投資主体別持ち株比率の推移を表している。株式持ち合

いが解消されるとともに、金融機関が保有していた株式が個人・外国人投資家へと流出し

たことが分かる。 

また一般に、株式市場において、投資家は企業の全ての情報を手に入れることができな

いという、「情報の非対称性」の問題が存在する。金融機関に比べて情報量が少ない個人投

資家・外国人投資家の増加に伴い、日本の株式市場では情報の非対称性が顕在化した。そ

のため、企業は市場で適切に評価されない可能性が高まった。 

この問題を解消するために、1990 年代後半から、日本企業の IR（インベスター・リレー

ションズ）への取り組みが盛んになった。IR について、日本 IR 協議会（2010）では、以

下のように定義している。 
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IR（インベスター・リレーションズ）とは、企業が株主や投資家に対し、投資判断に

必要な企業情報を、適時、公平、継続して提供する活動のことをいいます。企業は IR

活動によって資本市場で適切な評価を受け、資金調達などの戦略につなげることがで

きます。株主・投資家も、情報を効率よく集めることができるようになります。投資

判断に必要な情報といえば、開示が義務づけられている有価証券報告書など、制度的

開示（ディスクロージャー）があげられますが、IR は制度的開示にとどまらず、企

業が自主的に行なう情報提供活動を指します。 

 

このように、IR とは、企業が投資判断に必要な企業情報を、自主的に開示する活動を指

す。また、日本 IR 協議会が行なった『IR 活動の実態調査』（2009）によると、回答した企

業のうち 97.4%が IR 活動を実施していることが分かった。つまり、現在 IR 活動は、企業

に広く浸透していることが分かる。その中でも、IR 活動を行うための主要なツールとして

企業の Web サイトがあげられる。上記の実態調査では、Web サイト上の IR サイトによる

情報開示を、IR 実施企業の 98.4%が行なっているという結果が得られている。このことか

ら、企業が IR 活動を行うにあたり、Web サイト上の IR サイトが重要な役割を担っている

ことがいえる。 

では、IR 活動を行うにあたり、なぜ Web サイトは主要なツールとなり得るのか。Web

サイトを用いた情報発信について、本稿では投資家にとっての 3 つのメリットを提示する。

第 1 に、「利用容易性」である。利用容易性とは、投資家が企業に関する情報を一括して、

かつ容易に入手できるというメリットである。第 2 に、「双方向性」である。双方向性とは、

企業からの一方的な情報配信だけでなく、問い合わせフォームなどの利用により、投資家

が自分の入手したい情報を企業に聞くことができるというメリットである。第 3 に、「速報

性」である。速報性とは、投資家が Web サイト上から企業の最新情報をすばやく入手する

ことができるというメリットである。以上 3 つの Web サイトのメリットにより、Web サイ

トを用いた情報発信は IR 活動を行う上で、非常に有効な手段であるといえる。 

さらに、東京証券取引所が行った「決算短信に関する一般投資家へのアンケート」（2006）

（図表 1－2）によると、一般投資家の約半数以上が、投資判断の情報源として「上場会社

ホームページの IR 情報」を利用していることが分かる。1つまり、投資家にとって Web サ

イトから得られる企業の情報は、投資判断を行う上で、重要であると考えられる。 

 

 

 

 

 

                                                   
1 「上場会社ホームページの IR 情報」をよく利用している人が 15.8％、ときどき利用している人が 41.5％

に上る。 
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図表 1－2 決算短信に関する一般投資家へのアンケート 

 

 以上をまとめると、企業と投資家の情報の非対称性の顕在化に伴い、IR 活動が普及した。

その中で、IR 活動の主要ツールとして Web サイトがあげられる。そして、投資家が Web

サイトを投資判断材料としてよく利用していることから、Web サイトが企業と投資家の情

報の非対称性を解消する有効な手段になり得る。 

本稿の目的は、Web サイトが企業と投資家の情報の非対称性を解消し、株式取引に影響

を与えることを明らかにする。そこで、株式取引量と株主構成に着目し、Web サイトの情

報量と株式取引量、株主構成の関係を実証的に分析した。 

実証分析①では、Web サイトの情報量と株式取引量に注目し、Web サイトの情報量が増

加すると、株式取引量が増加することが分かった。また、規模の小さい企業ほど、Web サ

イトが株式取引量に与える影響が大きく、Web サイト上の特定の項目が株式取引量を増加

させることが分かった。実証分析②では、Web サイトの情報量が増加すると、外国人投資

家比率が増加することが分かった。また、Web サイト上の特定の項目が、株主構成比率の

変化に寄与していることが分かった。 

本稿の構成は以下の通りである。まず第 2 節では、本稿で検証するための事前調査を示

す。続いて第 3 節では、本稿で検証する仮説を示す。第 4 節では、分析で用いるデータセ

ットを示す。第 5 節では、Web サイトが株式取引量に与える影響を実証し、その内容を考

察する。第 6 節では、Web サイトが株主構成に与える影響を実証し、その内容を考察する。

最後に、第 7 節で本稿のまとめと課題を示す。 
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2. 事前調査 

 

先述したとおり、Web サイトを使用して IR 活動を行うことで、情報の非対称性を解消す

ることができる。そのため、Web サイトは株式取引に何らかの影響を与えるのではないか

と考えた。しかし、Web サイトが IR 活動に適したツールであるにもかかわらず、実際に

Web サイトを散見すると、Web サイトに掲載されている IR 活動の情報量には、各企業で

大きな差が見受けられた。 

そこで、サンプル企業 900 社2を対象として、Web サイトの情報量にどれほど差があるの

かを検証した。本稿では、情報量を計る指標を、株式取引に影響を与えると考えられる Web

サイト項目のポイント数の合計と定義する。Webサイト上にその項目があれば1ポイント、

なければ 0 ポイントとして加算し、ポイント合計を算出した。Web サイト項目3は以下の

15 項目である。 

① 投資家向けページ  

② 社長メッセージ  

③ 財務ハイライト  

④ 問い合わせフォーム  

⑤ FAQ 

⑥ アニュアルレポート  

⑦ 更新頻度  

⑧ 株主総会資料  

⑨ 事業リスク  

⑩ 中期経営計画  

⑪ CSR 

⑫ 報告書等（×個数）  

⑬ ファクトブック  

⑭ 説明会資料（×個数） 

⑮ 動画（×個数）  

―全 15 項目 

 

尚、報告書等、説明会資料、動画は１つの Web サイトに複数存在する場合があるため、そ

の個数をポイント合計に加えることとした。以下で項目の詳細と株式取引に影響を与える

指標として設定した理由を述べる。 

                                                   

2 実証分析①・②と同様の企業を対象としている。また、対象企業の選定方法は第 4 節で詳細に説明する。 

3 項目の設定方法として、近藤（2007）を参考にした。 
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① 投資家向けページ 

企業の IR 情報が記載されているページを指す。Web サイト上の IR 情報を入手でき

るページの有無を調べるため、項目に加えた。 

② 社長メッセージ 

社長の投資家に対するメッセージを指す。経営トップの考え方は、企業の方針や将来

性を知る上で、主要な判断材料となり得ると考え、項目に加えた。 

③ 財務ハイライト 

決算短信とは別に企業の財務情報を簡略化し、記載しているページを指す。グラフな

どを用いて分かりやすく財務情報を記載しているため、投資判断をする際の有用なツー

ルになると考え、項目に加えた。 

④ 問い合わせフォーム 

企業の連絡先や E メールアドレスが記載されているページを指す。Web サイトのメ

リットである双方向性を考慮し、項目に加えた。 

⑤ FAQ 

多くの人から寄せられる質問と、その質問に対する答えがあらかじめ記載されている

質問集を指す。投資家が持つ疑問の解消が投資判断を促すと考え、項目に加えた。 

⑥ アニュアルレポート 

事業報告書を補完する役割として、活動内容や業績内容を定期的に株主に知らせる情

報誌を指す。近藤一仁（2007）によると、「アメリカでは『アニュアルレポート』が IR

ツールの中で最重要のものであると認識されている。」（p.122）とある。ゆえに項目に

加えた。 

⑦ 更新頻度 

2010 年 7 月 1 日から 2010 年 9 月 30 日までの 3 カ月間で、毎月 1 回以上更新されて

いる企業を評価対象とした。情報の新鮮さは投資行動に大きな影響を与え、また更新頻

度の高い企業ほど Web サイトに注力していると考え、項目に加えた。 

⑧ 株主総会資料 

株主総会招集通知と株主総会に関する情報が記載されている資料を指す。同項目が

Web サイト上にあると、株主総会に参加できなかった株主や、株主以外の一般投資家も

株主総会の内容を資料で閲覧することができるため、項目に加えた。 

⑨ 事業リスク 

企業が想定している事業のリスクを指し、Web サイト上に記載されている企業を評価

対象とした。リスクの公表により、企業のリスク管理体制を投資家が評価すると考え、

項目に加えた。 

⑩ 中期経営計画 

企業が設定する通常 3 年から 5 年の経営目標を指す。具体的数値目標が記載されてい
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る企業を評価対象とした。中期的な経営目標は将来性を示す重要な指標であると考え、

項目に加えた。 

⑪ CSR 

企業の社会貢献活動を指す。伊吹英子（2003）によると「企業を取り巻くステークホ

ルダー（利害関係者）の価値観が変化し、より良い社会と調和した新しい経営を求め始

めている。」(p.55)とある。このように、投資家にとって CSR の重要性が高まってきた

ために、項目に加えた。 

⑫ 報告書等 

年度ごとの事業内容を株主に報告する資料を指す。企業によって株主通信、事業報告

書など様々な形式を採用4しているので、Web サイト内に複数掲載されている場合、そ

の個数をポイント合計に加算した。 

⑬ ファクトブック 

 各種財務指標、経営数値の長期ヒストリカルデータなど、投資に必要な情報を分析し、

かつグラフや図なども記載されているデータ集を指す。収益性や成長性などのデータを

記載し、アニュアルレポートを補完する役割を果たすため、項目に加えた。 

⑭ 説明会資料 

企業が開催した決算説明会、会社説明会、投資家向け説明会などの資料を指す。スラ

イド形式のものも存在する。説明会は、経営者が投資家に直接経営状況を説明する場で

あるため、その重要性を考慮し、項目に加えた。尚、Web サイト内に複数掲載されてい

る場合、その個数をポイント合計に加算した。 

⑮ 動画 

株主総会、会社説明会、社長メッセージの動画配信を指す。動画は文章からは伝わら

ない人の印象が、投資判断に影響を与えるのではないかと考え、項目に加えた。尚、企

業により様々な動画を配信しているため、複数配信されている場合、その個数をポイン

ト合計に加算した。 

 

調査結果は以下の図表 2－1、2－2 の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 例えば、キユーピー(株)の「キユーピー便り」のように、企業独自の株主通信名を採用している企業もあ

る。 
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図表 2－1 Web サイトポイント合計基本統計量 

平均値 7.756667 

標準誤差 0.104619 

中央値 8 

最頻値 7 

標準偏差 3.13857 

分散 9.850623 

最小値 1 

最大値 19 

サンプル数 900 

 

図表 2－2 Web サイトポイント合計ヒストグラム 

 

 

図表 2－2 のヒストグラムからわかるように、Web サイトポイントは平均して 7～8 ポイ

ントであり、ポイントは最も少ない企業で 1 ポイント、最も多い企業で 19 ポイントであっ

た。以上のことから、Web サイトの情報量には差があることが判明した。 

第 1 節では、Web サイトが情報の非対称性を解消すると述べた。また、これまでの事前

調査により、企業ごとに Web サイトの情報量に差があることが判明したため、情報の非対

称性を解消する要因は、Web サイトの情報量にあるのではないかと考えた。 

尚、Web サイトの情報量の多さを「Web サイトの充実度」と定義する。すなわち、Web

サイト上で得られる情報量が多い場合、その Web サイトは充実しているといえる。 

 

 

 

Webサイトポイント合計 

企
業
数 
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3. 仮説 

 

事前調査によると、企業によって Web サイトの情報量に大きな差が見受けられた。そこ

で、Web サイトを充実させることで、企業と投資家の情報の非対称性が解消され、株式取

引に何らかの影響を与えるのではないかと考えた。 

本稿では、Web サイトの充実が「株式取引量」と「株主構成」の 2 つに対して影響を与

えるのではないかと考え、以下に 2 つの仮説を立てた。 

 

【Web サイトの充実度が株式取引量に影響を与える可能性】 

 

Web サイトを充実させると、投資家の投資判断材料となる情報が増えることで、投資行

動を促し、株式取引量に影響を与えると考えた。投資判断材料の増加は、株式を購入また

は、売却する要因になり得る。そこで、両要因を加味することができる株式取引量を指標

とした。情報量と株式取引量の関係に関し、安部・杉村・高鍬・仲村（2008）は、インタ

ーネット掲示板の投稿数という情報量の増加が、株式取引量に正の影響を与えることを示

した。しかし、日本の先行研究において、Web サイトが株式取引量の増加に影響を与え得

るか否かは明らかにされていない。以上を踏まえて以下の仮説を立てた。 

 

【仮説 1】 

Web サイトが充実すると、株式取引量は増加する 

 

また、Web サイトの影響を受けやすい企業はどのような企業なのかを検証するために、

規模に注目した。規模の小さい企業は、規模の大きい企業に比べ、メディア露出などによ

る情報発信が少ないため、Web サイトの充実による株式取引量への影響が大きくなると考

え、以下の仮説を立てた。 

 

【仮説 2】 

規模の大きい企業に比べて、規模の小さい企業の方が、Web サイトが充実すると株式取

引量は増加する 

 

【Web サイトの充実度が株主構成に影響を与える可能性】 

 

 先述の【仮説 1】では Web サイトが充実すると株式取引量に正の影響を与えると考えた。

次に、Web サイトの充実度は株式取引を行う主体、つまり、株主構成にも影響を与えるの

ではないかと考えた。本稿では、株主を個人投資家、外国人投資家、機関投資家の 3 つに

分け、以下に定義する。第 1 に「個人投資家」は、「個人の資産の中から直接株式投資を行
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う主体」と定義する。第 2 に「外国人投資家」は、「日本国外に居住し、株式投資を行う主

体」と定義する。第 3 に「機関投資家」は、株主全体のうち、先述の「個人投資家」にも

「外国人投資家」にも当てはまらない投資家と定義する。5 

そして、Web サイトの充実が「個人投資家」と「外国人投資家」に対する情報補完とし

て作用すると考えた。以下でその根拠を述べる。 

個人投資家は、IR ミーティングに参加したり、経営者に直接話を聞いたりすることが困

難である。また、機関投資家のような独自の調査能力を持たない。さらに資金力に乏しい

ため、有料情報の購入が困難である。したがって、機関投資家に比べ、企業に関する情報

を得ることが困難であり、情報劣位にあるといえる。 

また、外国人投資家は、株主総会や IR ミーティングへの参加が困難であるため、日本国

内に居住する投資家に比べ、企業に関して得られる情報が少ない。また、日本語を母国語

としない投資家も存在するため、情報劣位にあるといえる。 

 以上より、Web サイトの充実が、情報劣位にある個人投資家と外国人投資家への情報補

完となり、両者の比率に正の影響を与えると考え、以下の仮説を立てた。 

 

【仮説 3】 

Web サイトが充実すると、個人投資家比率と外国人投資家比率が増加する 

 

上記の 2 つの仮説を実証するために我々は分析を 2 つに分けて行う。まず、実証分析①

では、Web サイトが充実すると、株式取引量が増加するかどうかを検討する。そして実証

分析②では Web サイトが充実すると、個人投資家比率と外国人投資家比率が増加するかど

うかを検討する。 

 

4. データセット 

 

 本稿では、2010 年 10 月 1 日時点で東証 1・2 部、MOTHERS、JASDAQ に上場してい

る企業全 3138 社を対象とし、層化抽出法によって 900 社を無作為に抽出し分析を行った。

その結果、東証 1 部は 1659 社から 476 社、東証 2 部は 438 社から 125 社、MOTHERS は

184 社から 53 社、JASDAQ は 857 社から 246 社を抽出した。ただし、1 年以内に新規上

場・買収・合併した企業や対象期間内に株式分割を行った企業、対象市場間で複数の市場

に重複して上場している企業は、株価や出来高の数値が不安定であると考え、サンプルか

ら除外した。 

 

 

 

                                                   
5 株主の定義は、野村證券 Web サイトの証券用語解説集および、東京証券取引所の定義を参考とした。 
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図表 4 サンプル企業の選定 

東証１部, 

476社, 53%

東証２部, 

125社, 14%

MOTHERS

53社, 6%

JASDAQ, 

246社, 27%

東証１部, 

1659社,53%

東証２部,

438社,14%

MOTHERS, 

184社,6%

JASDAQ, 

857社,27%

4上場全３１３８社（2010/10/1時点） サンプル９００社

 

5. 実証分析① ―Web サイトの充実度が株式取引量に与える影響― 

 

5－1. 【仮説 1】 

 第 3 節で述べたとおり、Web サイトの充実は、投資家に対する情報補完となり、企業と

投資家の情報の非対称性を解消するため、株式取引量が増加すると考え、以下の仮説を立

てた。 

 

【仮説 1】 

  Web サイトが充実すると、株式取引量は増加する 

 

5－2.推計方法 

 以下の推計式①を用いて、最小二乗法による重回帰分析を行った。 

 推計式① 

Y(総出来高回転率)＝a 

                   +bX1(Web サイトポイント合計) 

           +cX2 (LOG 総資産) 

                   +dX3(ボラティリティ) 

           +eX4(最低投資額) 

           +fX5 (新聞掲載数) 
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被説明変数と説明変数、及びコントロール変数の詳しい定義は以下の通りである。 

 

被説明変数：総出来高回転率（月次データ 単位：％） 

 株式の取引量を計る指標として総出来高回転率を用いた。総出来高回転率とは、期間内6に

取引された株式数の合計である総出来高を浮動株数で除したものであり、期間内に浮動株

がどれだけ取引されたかを示している。浮動株とは、市場で流動的に取引されている株式

であり、本稿では、全株式から特定株78を抜いたものと定義する。浮動株数は、全体から特

定株比率を差し引いて得られた浮動株比率に、発行済み株式数を乗じることで算出した。 

尚、総出来高、発行済み株式数は共に Yahoo!ファイナンス、特定株比率は日経 Financial 

QUEST より抽出した。 

 

説明変数：Web サイトポイント合計（月次データ） 

 Web サイトの情報量を計る指標である。設定方法は、第 2 節と同様である。 

 

 本分析では、Web サイトの情報量と総出来高回転率の関係に注目するため、Web サイト

ポイント以外に総出来高回転率に影響を与え得る要因を、コントロール変数として説明変

数に加えた。 

 

① LOG 総資産（年次データ） 

規模の大きい企業ほど Web サイト以外から得られる情報量が多く、投資対象になり

やすい。ゆえに総出来高に影響を与えると考えられるためコントロールした。尚、総資

産のデータは日経 NEEDS-FAME から抽出し、抽出できなかった銀行・証券・保険業

などの総資産は EDINET の有価証券報告書から抽出した。 

 

② ボラティリティ(月次データ 単位：％) 

 若林智信（1991）によると、ボラティリティは出来高形成の要因の一つである。よっ

て、ボラティリティは総出来高回転率にも影響を与えると考えられるためコントロール

した。ボラティリティとは、株価の変動を示した指標であり、期中の１日ごとの株価の

終値の標準偏差を期中平均株価で除したものである。尚、株価の終値、期中平均株価と

もに、Yahoo!ファイナンスから抽出、算出した。 

 

③ 最低投資額（月次データ 単位：円） 

最低投資額とは、企業の株式を最小単位で購入する際に必要な金額である。この最低

                                                   
6 2010 年 9 月 1 日から 9 月 30 日 
7 2010 年の年次データ 
8 特定株とは、大株主所有の株式など流動的に取引されない株式である。 
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投資額の大きさによって投資のしやすさが変わり、総出来高回転率に影響を与えると考

えられるためコントロールした。算出方法は、単位株数に月次平均株価を乗じて算出し

た。尚、単位株数、月次平均株価共に日経 NEEDS-FAME 及び Yahoo!ファイナンスか

ら抽出した。 

 

④ 新聞掲載数（月次データ 単位：件） 

企業に関するニュースが発表されることで総出来高回転率に影響を与えると考えられ

るためコントロールした。「日経テレコン 21」より、期中の日本経済新聞朝刊に企業名

が掲載された回数を合計し算出した。尚、検索に該当した記事の中で数値表、人事異動、

文化活動など業績に関係ないと考えられる記事は除いた。 

 

以上の被説明変数、説明変数の基本統計量は以下の通りである。 

 

図表 5－1 被説明変数、説明変数の基本統計量 

  平均 標準偏差 中央値 最大値 最小値 

総出来高回転率（％） 10.41 21.4 3.4 188 0.07 

Webサイトポイント合計 7.76 3.14 8 19 1 

LOG総資産 10.68 1.92 10.38 20.51 6.17 

ボラティリティ（％） 3.03 3.63 2.24 32.44 0 

最低投資額（円） 187623.7 209547 114958 1819200 265 

新聞掲載数（件） 1.04 3.86 0 57 0 

 

5－3. 推計結果・考察 

 推計式①を用いて、最小二乗法による重回帰分析を行った推計結果は図表 5－2 である。 

図表 5－2 推計式①による重回帰分析（900 社） 

被説明変数：総出来高回転率 

 係数 t値 有意水準 

Webサイトポイント合計 0.96 4.09 *** 

LOG総資産 0.41 1.02  

ボラティリティ 2.29 12.55 *** 

最低投資額 0.00 -0.49  

新聞掲載数 0.26 1.36  

定数項 -8.60 -2.067 ** 

自由度調整済み決定係数 0.168   

サンプル数 900   

***は 1％、**は 5％、*は 10％で有意である 
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 図表 5－2の推計結果によると、Webサイトポイント合計の係数は 0.96と正の値を示し、

統計的に 1％水準で有意であった。以上の分析より、【仮説 1】の Web サイトが充実すると、

株式取引量は増加するということが実証された。 

 では、Web サイトが充実すると、どの程度株式取引量に影響を与えるかを検討する。推

計結果によると、Web サイトポイント合計の係数は 0.96 であった。このことは、Web サイ

トポイントが 1 ポイント増加すると、総出来高回転率は 0.96％増えることを示している。

総出来高回転率の平均が 10.41％であることから、Web サイトポイントが 1 ポイント増加

することは、総出来高回転率形成の約 10％に寄与することが分かる。 

 

5－4. 【仮説 2】 

 本節では、Web サイトの影響を受けやすい企業はどのような企業なのかを検証するた

めに、規模に注目した。規模の小さい企業は、規模の大きい企業に比べ、メディア露出な

どによる情報発信が少ないため、Web サイトの充実による株式取引量への影響が大きくな

ると考え、以下の仮説を立てた。 

 

【仮説 2】 

規模の大きい企業に比べて、規模の小さい企業の方が、Web サイトが充実すると株式取

引量は増加する 

 

5－5. 推計方法 

 以下の推計式②を用いて、最小二乗法による重回帰分析を行った。 

 推計式② 

Y(総出来高回転率)＝a 

                   +bX1 (Web サイトポイント合計) 

           +cX2(ボラティリティ) 

           +eX3(最低投資額) 

           +fX4(新聞掲載数) 

          

分析対象の企業を LOG 総資産別にサンプル分けしたため、推計式②では、説明変数から

LOG 総資産を除いた。 

 

5－6. 推計結果・考察 

 

 推計式②を用いて、最小二乗法による重回帰分析を行った推計結果は図表 5－3 である。 
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図表 5－3 推計式②による重回帰分析（規模別） 

被説明変数：総出来高回転率 

 
規模小 規模大 

 
係数 t値 有意水準 係数 t値 有意水準 

Webサイトポイント合計 1.93 3.25 *** 0.31 0.69 
 

ボラティリティ 1.7 6.23 *** 7.58 8.45 *** 

最低投資額 0 -0.22 
 

0 -0.55 
 

新聞掲載数 3.67 1.04 
 

0.13 0.73 
 

定数項 -11.52 -2.41 ** -6.51 -1.21 
 

自由度調整済み決定係数 0.18 
  

0.26 
  

サンプル数 900 
     

***は 1％、**は 5％、*は 10％で有意である 

 

図表 5－3 の推計結果によると、LOG 総資産上位 200 社の Web サイトポイント合計の係

数は 0.31 と正の値を示しているが、統計的に有意な結果が得られなかった。一方、LOG 総

資産下位 200 社の Web サイトポイント合計の係数は 1.93 と正の値であり、統計的に 1％水

準で有意であった。規模上位 200 社、下位 200 社の係数を比べると、規模下位 200 社の係

数の方が大きい。そこで、この差が統計的に有意であるかを示すため、係数の差の検定を

行った。検定結果はｔ値が 2.17 となり、統計的に 5％水準で有意であった。したがって、

規模上位 200 社の係数と規模下位 200 社の係数の間には、統計的に有意な差があるといえ

る。以上の分析より、【仮説 2】の規模の大きい企業に比べて、規模の小さい企業の方が、

Web サイトが充実すると株式取引量は増加するということが実証された。 

では、規模の小さい企業において、Web サイトが充実すると、どの程度株式取引量に影

響を与えるかを検討する。規模の小さい企業の Web サイトポイント合計の係数は 1.93 であ

った。Web サイトポイントが 1 ポイント増加すると、総出来高回転率は 1.93％増加するこ

とを示している。総出来高回転率の平均が 10.02％であることから、Web サイトポイントが

1 ポイント増加することは、総出来高回転率形成の約 20％に寄与することが分かる。 

 

5－7. 項目に関する分析 

 

前節で規模の大きい企業に比べて、規模の小さい企業の方が、Web サイトが充実すると

株式取引量は増加するということが実証された。本節では、引き続き分析対象を規模別で

サンプル分けし、Web サイトのどの項目が株式取引量に影響を与えているのかを分析する。 
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5－8. 推計方法 

 推計方法は以下の推計式③を用いて最小二乗法による重回帰分析を行った。 

推計式③ 

Y(総出来高回転率) ＝a 

                    +bX1(投資家向けページ) 

            +cX2(社長メッセージ) 

            +dX3(財務ハイライト) 

            +eX4(問い合わせフォーム) 

                      +fX5(FAQ) 

                      +gX6(アニュアルレポート) 

                      +hX7(更新頻度) 

                      +iX8(株主総会資料) 

                      +jX9(事業リスク) 

                      +kX10(中期経営計画) 

+lX11(CSR) 

                      +mX12(報告書等) 

                      +nX13(ファクトブック) 

                      +oX14(説明会資料) 

                      +pX15(動画) 

                      +qX16(ボラティリティ) 

+rX17(最低投資額) 

                      +sX18(新聞掲載数) 

 

ここでは、説明変数に Web サイト項目ダミーを設定した。9Web サイト項目は、第 2 節

で説明した 15 項目を設定した。Web サイト項目の基本統計量は、図表 5－4 の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
9 コントロール変数は推計式②と同様である。 
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図表 5－4 Web サイト項目別基本統計量 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平均 標準偏差 中央値 最大値 最小値 

投資家向けページ 0.97 0.18 1 1 0 

社長メッセージ 0.88 0.33 1 1 0 

財務ハイライト 0.72 0.45 1 1 0 

問い合わせフォーム 0.95 0.22 1 1 0 

FAQ 0.44 0.50 0 1 0 

アニュアルレポート 0.22 0.41 0 1 0 

更新頻度 0.58 0.49 1 1 0 

株主総会資料 0.33 0.47 0 1 0 

事業リスク 0.15 0.35 0 1 0 

中期経営計画 0.28 0.45 0 1 0 

CSR 0.63 0.48 1 1 0 

報告書等 0.64 0.48 1 1 0 

ファクトブック 0.07 0.25 0 1 0 

説明会資料 0.56 0.50 1 1 0 

動画 0.16 0.36 0 1 0 
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5－9. 推計結果・考察 

 推計式③を用いて、最小二乗法による重回帰分析を行った推計結果は図表 5－5 である。 

 

図表 5－5 推計式③による重回帰分析 

被説明変数：総出来高回転率 
     

  規模小 規模大 

項目 係数 ｔ値 有意水準 係数 ｔ値 有意水準 

投資家向けページ 25.80 2.55 ** -3.02 -0.22 
 

社長メッセージ 2.12 0.40 
 

7.35 1.25 
 

財務ハイライト -0.60 -0.14 
 

5.57 1.43 
 

問い合わせフォーム 19.01 2.29 ** -0.77 -0.06 
 

FAQ 3.00 0.82 
 

4.97 1.63 
 

アニュアルレポート -7.14 -0.74 
 

1.43 0.46 
 

更新頻度 2.86 0.85 
 

0.48 0.14 
 

株主総会資料 -0.26 -0.07 
 

-4.06 -1.36 
 

事業リスク -5.92 -1.01 
 

-5.14 -1.73 * 

中期経営計画 -2.83 -0.60 
 

-2.24 -0.78 
 

CSR 7.08 2.04 ** 2.17 0.48 
 

報告書等 -2.99 -0.87 
 

0.36 0.10 
 

ファクトブック -2.30 -0.17 
 

0.13 0.04 
 

説明会資料 0.25 0.06 
 

0.99 0.28 
 

動画 8.97 1.98 ** -0.13 -0.04 
 

ボラティリティ 1.96 6.49 
 

7.53 8.15 *** 

最低投資額 0.00 1.44 
 

0.00 -0.77 
 

新聞掲載数 4.94 1.48 
 

0.10 0.52 
 

定数 -48.36 -3.59 *** -13.05 -1.00 
 

自由度調整済み決定係数 0.27 
  

0.25 
  

サンプル数 200 
     

*** 1％、** ５％、* １０％水準で有意である 

 

図表5－5の推計結果によると、規模の小さい企業では、投資家向けページの係数は25.80、

問い合わせフォームの係数は 19.01、CSR の係数は 7.08、動画の係数は 8.97 とそれぞれ正

の値で、統計的に5％水準で有意であった。規模の大きい企業では、事業リスクの係数は-5.14

と負の値で、統計的に 10％水準で有意であった。 

では、Web サイトが充実すると、各項目の係数がどの程度株式取引量を増加させるかを
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検討する。規模の小さい企業では、Web サイトに投資家向けページの項目を加えると、総

出来高回転率が 25.8%増加する。問い合わせフォームの項目を加えると、総出来高回転率

が 19.01%増加する。CSR の項目を加えると、総出来高回転率が 7.08%増加する。動画の項

目を加えると、総出来高回転率が 8.97%増加する。次に規模の大きい企業では、事業リス

クの項目を加えると、総出来高回転率が 5.14%減少する。 

次に、規模の小さい企業の 4 項目の係数と、規模の大きい企業の 1 項目の係数に有意な

結果が得られた原因を考察する。投資家向けページに関しては、その項目がない企業は 6

社しかない。これら 6 社の総出来高回転率が相対的に低かったからだと考えられる。問い

合わせフォームに関しては、Web サイトの持つ双方向性というメリットが反映されたから

だと考えられる。CSR に関しては、第 2 節でも述べたとおり、ガバナンスや環境問題への

取り組みなどを投資家が評価しているからだと考えられる。動画に関しては、文字や図の

資料からは分からない、経営者、従業員の人柄、雰囲気などを知ることができるというメ

リットが反映されたからだと考えられる。最後に事業リスクに関しては、当初我々は企業

によるリスク管理体制を投資家が評価し、総出来高回転率が増加すると予測していた。し

かし、推計結果では総出来高回転率が減少した。これは、リスク管理体制を評価すること

よりも、リスクに対するマイナスイメージを投資家が抱いてしまうからだと考えられる。 

 

6. 実証分析② ―Web サイトの充実度が株主構成に与える影響― 

 

6－1. 【仮説 3】 

第 3 節で述べたとおり、投資家の中でも個人投資家や外国人投資家は、機関投資家に比

べ得られる情報量が少ないため、Web サイトの充実は個人投資家や外国人投資家に正の影

響を与えていると考え、以下の仮説を立てた。 

 

【仮説 3】 

Web サイトが充実すると、個人投資家比率と外国人投資家比率が増加する 

 

6－2. 推計方法 

以下の推計式④を用いて最小二乗法による重回帰分析を行った。 

推計式④ 

Y(個人投資家比率[外国人投資家比率])＝a 

                             +bX1 (Web サイトポイント合計) 

                     +cX2 (LOG 総資産) 

                             +dX3(ボラティリティ) 

                     +eX4(最低投資額) 

                     +fX5 (新聞掲載数) 
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被説明変数の詳しい定義は以下の通りである。 

 

被説明変数：個人投資家比率、外国人投資家比率（年次データ 単位：％） 

投資家構成比率の変化を計る指標として、個人投資家比率、及び外国人投資家比率を用

いた。これらのデータは日経 NEEDS-FAME から抽出し、抽出できなかったものに関して

は、EDINET に記載されている直近の有価証券報告書10から抽出した。 

 

説明変数：Web サイトポイント合計 

Web サイトポイント合計は、実証分析①で用いたものに、株主構成の、特に外国人投資

家比率に影響を与えると考えられる「言語切り替えボタン」の項目を追加した。言語切り

替えボタンとは、一部の情報を外国語で表示する機能である。外国語で表示された情報が、

外国人投資家に対する付加情報になると考え、本分析から追加した。 

個人投資家比率、外国人投資家比率の基本統計量は図表 6－1 の通りである。 

 

図表 6－1 推計式④における被説明変数の基本統計量 

  平均 標準偏差 中央値 最大値 最小値 

個人投資家比率（％） 46.01  22.88  43.59  98.60  0 

外国人投資家比率（％） 9.12  12.18  3.95  90.91  0 

 

6－3. 推計結果・考察 

 推計式④を用いて、最小二乗法による重回帰分析を行った推計結果は図表 6－2 である。 

 

図表 6－2 推計式④による重回帰分析 

被説明変数 個人投資家比率 外国人投資家比率 

項目 係数 ｔ値 有意水準 係数 ｔ値 有意水準 

Webサイトポイント合計 0.16  0.78    0.66  5.75  *** 

LOG総資産 -7.66  -20.31  *** 2.74  13.07  *** 

ボラティリティ -0.04  -0.26    0.25  2.69  *** 

最低投資額 0.00  0.69    0.00  -0.14    

新聞掲載数 0.40  2.25  ** 0.18  1.79  * 

定数 126.18  32.63  *** -26.52  -12.34  ***  

自由度調整済み決定係数 0.37      0.31      

サンプル数 900            

***は 1％、**は 5％、*は 10％で有意である 

                                                   
10対象期間内における Web サイトの影響が反映されるのは、平成 22 年度から 23 年度の有価証券報告書で

あるが、本稿執筆時点で提出されていないため、最も近い値として直近の有価証券報告書を用いた。 
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まず、被説明変数が個人投資家比率の場合、Web サイトポイント合計の係数は 0.16 と正

の値を示したが、統計的に有意な結果が得られなかった。次に、被説明変数が外国人投資

家比率の場合、Web サイトポイント合計の係数は 0.66 と正の値を示し、統計的に 1％水準

で有意であった。 

以上の分析より、Web サイトが充実すると、外国人投資家比率が増加するということが

実証された。 

では、Web サイトが充実すると、どの程度外国人投資家比率に影響を与えるかを検討す

る。被説明変数が外国人投資家比率の場合、Web サイトポイントを１ポイント増加させる

と外国人投資家比率を 0.66％増加させるということを示す。外国人投資家比率の平均が

9.12％であることから、Web サイトポイントが 1 ポイント増加することは、外国人投資家

比率形成の約 7％に寄与することが分かる。 

 

6－4. 項目に関する分析 

 

前節では Web サイトポイントが外国人投資家比率を増加させることが実証された。ここ

では、どのような項目が個人投資家比率、及び外国人投資家比率に対して、影響を与えて

いるのかを分析する。 
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6－5. 推計方法 

以下の推計式⑤を用いて最小二乗法による重回帰分析を行った。 

 推計式⑤ 

Y(個人投資家比率[外国人投資家比率]) ＝a 

                            +bX1(投資家向けページ) 

                    +cX2(社長メッセージ) 

                    +dX3(財務ハイライト) 

                    +eX4(問い合わせフォーム) 

                              +fX5(FAQ) 

                              +gX6(アニュアルレポート) 

                              +hX7(更新頻度) 

                              +iX8(株主総会資料) 

                              +jX9(事業リスク) 

                              +kX10(中期経営計画) 

+lX11(CSR) 

                              +mX12(報告書等) 

                              +nX13(ファクトブック) 

                              +oX14(説明会資料) 

                              +pX15(動画) 

+qX16(言語切り替えボタン) 

+rX17(LOG 総資産) 

                              +sX18(ボラティリティ) 

+tX19(最低投資額) 

+uX20(新聞掲載数) 

  

 

説明変数に推計式③で扱った項目にLOG総資産と言語切り替えボタンの項目を追加した。 
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6－6. 推計結果・考察 

 推計式⑤を用いた最小二乗法による重回帰分析の推計結果は図表 6－3 である。 

図表 6－3 推計式⑤による重回帰分析 

被説明変数 個人投資家比率 外国人投資家比率 

項目 係数 ｔ値 有意水準 係数 ｔ値 有意水準 

投資家向けページ -0.27  -0.08    1.59  0.81    

社長メッセージ -0.07  -0.03    -0.03  -0.03    

財務ハイライト 3.33  2.10  ** -0.11  -0.13    

問い合わせフォーム -0.49  -0.17    -1.94  -1.22    

FAQ 0.57  0.41    0.62  0.81    

アニュアルレポート -3.40  -1.77  * 3.65  3.42  *** 

更新頻度 2.96  2.22  ** 1.61  2.18  ** 

株主総会資料 -2.19  -1.52    1.20  1.50    

事業リスク 3.62  1.92  ** -3.05  -2.93  *** 

中期経営計画 -1.27  -0.84    -0.16  -0.19    

CSR -1.37  -1.00    0.25  0.33    

報告書等 -2.11  -1.54    0.85  1.12    

ファクトブック -1.44  -0.56    2.18  1.53    

説明会資料 3.44  2.38  ** 0.64  0.81    

動画 -0.81  -0.45    1.28  1.36    

言語切り替えボタン -0.54  -0.39    2.45  3.18  *** 

LOG総資産 -7.31  -16.94  *** 2.42  10.14  *** 

ボラティリティ -0.06  -0.33    0.21  2.17  ** 

最低投資額 0.00  0.49    0.00  -0.27    

新聞掲載数 0.43  2.42  ** 0.14  1.46    

定数 122.17  19.98  *** -21.60  -6.39  *** 

自由度調整済み決定係数 0.39     0.35     

サンプル数 900           

***は 1％、**は 5％、*は 10％水準で有意である 

 

図表 6－3 の推計結果によると、財務ハイライトの係数は 3.33、更新頻度の係数は 2.96、

事業リスクの係数は 3.62、説明会資料の係数は 3.44 とそれぞれ正の値で、統計的に 5％水

準で有意であった。アニュアルレポートの係数は-3.40 と負の値で、統計的に 10％水準で有

意であった。 

また、外国人投資家比率では、アニュアルレポートの係数は 3.65 と正の値で、統計的に
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1％水準で有意であった。更新頻度の係数は 1.61 と正の値で、統計的に 5％水準で有意であ

った。言語切り替えの係数は 2.45 と正の値で、統計的に 1％水準で有意であった。事業リ

スクの係数は-3.05％と負の値で、統計的に 1％水準で有意であった。 

では、Web サイトが充実すると、各項目の係数がどの程度投資家比率を増加させるかを

検討する。個人投資家比率では、Web サイトに財務ハイライトの項目を加えると、個人投

資家比率を 3.33％増加させる。更新頻度の項目を加えると、個人投資家比率を 2.96％増加

させる。Web サイトに事業リスクの項目を加えると、個人投資家比率を 3.62％増加させる。

Web サイトに説明会資料の項目を加えると、個人投資家比率を 3.44％増加させる。Web サ

イトにアニュアルレポートの項目を加えると、個人投資家比率を 3.40％減少させる。 

外国人投資家比率では、Web サイトにアニュアルレポートの項目を加えると、外国人投

資家比率を 3.65％増加させる。更新頻度の項目を加えると、外国人投資家比率を 1.61％増

加させる。Web サイトに言語切り替えボタンの項目を加えると外国人投資家比率を 2.45％

増加させる。Web サイトに事業リスクの項目を加えると、外国人投資家比率を 3.05％減少

させる。 

次に、上記の各項目の係数に有意な結果が得られた原因を考察する。財務ハイライトに

関しては、財務情報がグラフなどを用いてわかりやすく記載されているため、個人投資家

比率を増加させたと考えられる。アニュアルレポートに関しては、近藤（2007）で述べら

れているように、アメリカではアニュアルレポートが IR ツールの中で最重要のものである

ため、外国人投資家比率を増加させたと考えられる。この結果により、相対的に個人投資

家比率が減少したと考えられる。更新頻度に関しては、Web サイトの持つ速報性が評価さ

れ、個人投資家比率、及び外国人投資家比率が増加したと考えられる。事業リスクに関し

ては、事業リスクの評価の違いが投資家比率に影響を与えたと考えられる。個人投資家は

企業によるリスクの掲載を、情報開示の視点からプラスに評価し、一方、外国人投資家は、

掲載されているリスクそのものをマイナスに評価した。ゆえに個人投資家比率が増加し、

外国人投資家比率が減少したと考えられる。説明会資料に関しては、説明会は個人投資家

にとって、企業を詳しく知り、経営トップの話を聞くことができる数少ない機会であるの

で、参加できなかった投資家に対する情報補完の作用が働き、個人投資家比率を増加させ

たと考えられる。言語切り替えボタンに関しては、日本語の情報を読み取れない外国人投

資家に対する情報補完の作用が働き、外国人投資家比率が増加したと考えられる。 
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7．まとめと今後の課題 

 

本稿では、Web サイトが株式取引に与える影響について検証した。Web サイトの充実が、

株式取引量の増加と、株主構成比率に影響を与えていることが分かった。 

まず、第 5 節では、Web サイトが充実すると株式取引量が増加することを示した。また、

この効果は特に規模の小さい企業に強く働くことが分かった。さらに、Web サイト項目で

見ると、規模の小さい企業において、投資家向けページ、問い合わせフォーム、CSR、動

画が、株式取引量を増加させる項目であることが分かった。一方、規模の大きい企業にお

いて事業リスクが株式取引量を減少させる項目であることが分かった。 

第 6 節では、Web サイトが充実すると、外国人投資家比率が増加することを示した。ま

た、Web サイト項目で見ると、アニュアルレポート、更新頻度、言語切り替えボタンが外

国人投資家比率を増加させる項目であり、財務ハイライト、更新頻度、事業リスク、説明

会資料が個人投資家比率を増加させる項目であることが、それぞれ分かった。 

本稿の分析より、Web サイトが充実すると、株式取引量が増加すること、個人投資家比

率が増加すること、外国人投資家比率が増加することが実証された。これらのメリットを

以下で述べる。 

まず、株式取引量が増加することに関して、株式取引量を計る指標として総出来高回転

率を用いた。総出来高回転率は流動性を表す指標である。つまり、Web サイトの充実によ

り総出来高回転率が増加したことから、株式の流動性が向上することが示された。流動性

向上のメリットに関し池田直史（2009）は、「投資家が非流動的な株式の保有に対してプレ

ミアムを求めるならば、非流動的な株式は資本コストが高くなることを意味する」と述べ

ている。ここでいうプレミアムとは、流動性プレミアムを指す。流動性プレミアムとは、

金融資産の保有者が、低い流動性の代償として要求する金利差のことを指す。流動性が低

いと、換金の際にかかる取引費用が発生し、元本が確実に回収できない可能性が高まる。

そのため、流動性の低い株式は、流動性プレミアムの分だけ利回りが高くなる、つまり、

企業側からすると資金調達をする際にかかる資本コストが高くなるといえる。したがって、

流動性の高い株式は流動性プレミアムが低くなり、資本コストも低くなる。資本コストの

低下は、企業の株式による資金調達を容易にする。このことは特に、旺盛な資金需要があ

るにも関わらず、信用力などの面から資金調達に制限のある、規模の小さい企業にとって

大きなメリットである。 

次に、個人投資家が増加することに関し、大鹿智基（2008）は、「個人投資家の獲得」に

よって、「株主が顧客にもなり得る状況が考えられる」（pp.83-84）と述べている。よって、

個人投資家比率の増加は、新たな顧客獲得につながり、売上が増加するというメリットが

ある。加えて、大鹿(2008)は以下のように述べている。 
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経営者が、個人投資家を安定株主として確保し、敵対的企業買収の際に、自らを支

持する行動を取ることを促そうとすれば、平常時から信頼関係を築いておく必要があ

る。（中略）したがって、企業の Web ページを通じた情報提供は、個人投資家による

企業情報へのアクセスを容易にするだろう。株主優待制度の充実は、機関投資家より

も個人投資家を重視していることの明らかな証明である。また、定時株主総会におけ

る各種イベント開催、インターネットによる株主総会の中継、携帯電話などを用いた

議決権行使の仕組みも、個人投資家の総会出席率を促すとともに、企業の経営方針に

積極的に賛成していることを確認するための取り組みといえる。(p.84) 

 

このように企業は個人投資家と信頼関係を築くことで、安定株主を獲得出来るというメ

リットがあると言える。 

最後に外国人投資家が増加することに関し、新田敬祐（2008）は、外国人投資家比率の

増加が、効果的なモニタリングへの期待を高め、企業価値が市場から割増評価されること

で、トービンのQを引き上げることを明らかにした。また、光定洋介・蜂谷豊彦（2009）

は、外国人投資家比率の増加が、ガバナンス改善の期待を高め、株式超過収益率を増加さ

せることを明らかにした。以上から、外国人投資家比率の増加は、市場にガバナンス効果

の期待を抱かせ、企業価値に正の影響を与えるといえる。 

本稿では、Web サイトが充実することによって、情報の非対称性を解消され、株式取引

量を増加させ流動性を高めること、そして、株主構成比率に影響を与えることが示された。

以上より、株式取引における Web サイトの重要性を示すことができた。さらに、項目ごと

の検証により、Web サイトをどのように充実させればよいか、示唆を与えることができた

と考えている。 

しかし、より精緻な分析を行うために、問題点として以下の 2 点が考えられる。 

第 1 に、Web サイトにおける情報量以外の要因の検討である。本稿では、Web サイトの

充実を情報量によってのみ定義した。しかし、個人投資家や外国人投資家にとって Web サ

イト全体の「使いやすさ」は Web サイトを見て株式投資を行う要因として考えられる。ゴ

メス・コンサルディング株式会社による「IR サイトランキング 2010」では、評価カテゴリ

ーの中に、「ウェブサイトの使いやすさ」が挙げられている。具体的には、メニューとナビ

ゲーション、IR コンテンツの使いやすさ、デザインとアクセシビリティ、PDF と代替情報、

情報検索機能の 5 つの領域で評価を行っている。したがって、使いやすい Web サイトのデ

ザインなど、Web サイトの情報量以外で株式投資を誘発し得る要因を考慮に入れた Web サ

イト項目の設定を行い、Web サイトを評価すればより精緻な分析結果が得られると考えら

れる。 

第 2 に、外国語版 Web サイトについての検討である。FD（フェア・ディスクロージャー）

の観点から、Web サイトの外国語対応は重要であり、かつ日本語版と同じ充実度が求めら

れる。本稿では、外国語対応について、切り替えボタンの有無にのみ言及した。しかし、



29 

 

日本語版 Web サイトと外国語版 Web サイトの充実度に大きな差がある企業が散見された。

外国語版 Web サイトの充実により、外国人投資家比率の変化はさらに顕著なものとなると

考えられる。外国語版 Web サイトの検証を通じて、新たな知見が得られるものと考えてい

る。 

以上を今後の課題としたい。 
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