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 本稿は、株主優待の実施が企業の株式所有構造に与える影響を分析したもの

である。近年、日本で株主優待を実施する企業が増加しており、その動機は個

人株主を惹きつけることであると言われている。しかし先行研究では、株主優

待の実施が企業の株式所有構造に影響を与えるということは示されていない。

そこで我々は、日本企業の 16 年分のパネル・データを作成し、固定効果モデ

ルによる重回帰分析を行った。分析結果から、株主優待を実施している企業は、

実施していない企業と比べて個人の持株比率が高く、海外法人の持株比率が低

いことが明らかとなった。このことから、企業が株主優待の実施により株式所

有構造を変化させることで、経営への圧力を弱めようとしている可能性が考え

られる。また、株主優待は内容によって個人株主数に与える影響が異なること

が先行研究で言われているため、本稿では株主優待を内容で分類した分析を行

った。分析の結果、金券及び品物の株主優待が個人の株主比率を増加させてい

ることが明らかとなった。このことは、個人株主は換金性の高い金券の株主優

待を好んでいるということ、また特産品などの品物の株主優待に魅力を感じて

いることを示す。一方、自社割引の株主優待は個人の持株比率に有意な影響を

与えないことが示された。また近年、長期保有株主を優遇する株主優待を実施

する企業が増加している。しかしその効果を検証した先行研究はないため、本

稿では分析を行った。その結果から、長期保有株主を優遇する株主優待は長期

保有株主を優遇しない株主優待と比べて、個人の持株比率をより高めることが

明らかとなった。このことから、個人株主が長期保有株主を優遇する企業を好

んで投資していることが示唆される。以上より、株主優待の実施が企業の株式

所有構造を変化させること、またその影響が株主優待の内容や、長期保有株主

の優遇の有無によって異なることを示したことが本稿の貢献である。  
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株主優待の実施が企業の株式所有構造に与える影響  

 

1. はじめに  

 

株主優待とは、企業が株主に対して物品あるいはサービスを進呈する株主還

元制度である。その内容は企業によって異なり、自社製品や割引券などの他、

地域の特産品やお米などの物品、クオカードなどの金券まで多岐にわたる。配

当では保有株式数に比例して株主還元が行われるが、株主優待では、ある一定

以上の株式数を持つ株主に一律の特典が進呈される。そのため大口の株主より

も小口の株主に好まれる制度であり、個人株主向けの株主還元制度と言える。

近年、株主優待は日本企業の間でブームとなっており、実施企業数は上場企業

の 4 割に達する勢いで増加を続けている。多くの企業が株主優待を実施する理

由に関しては様々なことが考えられるが、個人株主の持株比率を高めて機関投

資家の持株比率を低下させることで、経営への圧力を弱める狙いがあるとも言

われている。しかし先行研究においては、株主優待の実施が企業の株式所有構

造に与える影響は確認されていない。  

本稿の目的は、株主優待の実施が企業の株式所有構造に与える影響を実証的

に検証することである。株主優待が株式所有構造に与える影響に関して精緻な

分析を行うために、先行研究よりも長いサンプル期間をとり、所有者別持株比

率を被説明変数としてパネル・データを用いた重回帰分析を行った。分析の結

果、株主優待を実施している企業は実施していない企業に比べて、個人の持株

比率が高く、海外法人の持株比率は低いことが明らかとなった。このことは、

株主優待の実施が企業の株式所有構造に影響を与えていることを示している。  

さらに、株主優待を内容で分類した分析と、株主優待を長期保有株主の優遇

の有無で分けた分析を行った。先行研究では、株主優待はその内容によって個

人株主数への影響が異なることが述べられているため、我々は株主優待の内容

によって株式所有構造に与える影響も異なると考えた。そこで本稿では、株主

優待をその内容で 3 種類に分類して分析を行った。その結果、金券および品物

の株主優待は個人の持株比率を高めることが明らかとなったが、自社割引の株

主優待では株式所有構造への影響は見られなかった。また、長期保有株主を優
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遇する株主優待が近年増加しており、その優遇の有無によって株主優待が株式

所有構造に与える影響が異なると考えられるため、本稿ではそれについても分

析した。分析結果から、長期保有株主を優遇する株主優待を実施している企業

は、優遇していない企業に比べて個人の持株比率が高く、海外法人の持株比率

が低いことが明らかとなった。これらの分析から、株主優待の実施が企業の株

式所有構造に与える影響は、その内容の違いや長期株主の優遇の有無によって

異なることが示された。  

 本稿の貢献は 2 つある。1 つ目は、株主優待の実施が企業の株式所有構造に

影響を与えるという事実を提示したことである。先行研究では、株主優待の実

施が個人の持株比率に与える影響について、有意な結果が得られていない。ま

た株主優待の実施が個人以外の持株比率に与える影響を分析した先行研究はな

い。しかし本稿は、株主優待が企業の株式所有構造に影響を与えることを明ら

かにした。本稿の分析に用いたサンプル数及び期間は、株主優待に関する研究

としては我々の知る限り最大、最長である。また、分析方法として固定効果モ

デルを用いているため頑健性が高いと言える。  

 2 つ目の貢献は、株主優待の内容の違いと長期優遇の有無による、株式所有

構造への影響の違いを明らかにしたことである。これまで株主優待の内容と株

式所有構造の関係を分析した研究はなく、長期保有株主を優遇する株主優待に

ついての研究も存在しない。そこで本稿において分析を行った結果、株主優待

の実施が企業の株式所有構造に与える影響は、その内容の違いや長期株主の優

遇の有無によって異なることが明らかとなった。  

 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

節で仮説を述べる。そして、第 4 節ではサンプル及び分析方法を説明し、第 5

節で分析結果を示し、第 6 節で株主優待の内容と長期優遇に関する分析につい

て述べる。最後に、第 7 節で本稿を総括する。  

 

2. 研究の背景  

 

2.1. 株主優待を実施する企業の増加とその動機  
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株主優待を実施する企業数は毎年増加しており（図表 1 参照）、日本経済新

聞1によると、2017 年 9 月末時点で上場企業の 4 割弱にあたる 1,368 社が株主

優待を導入している。  

 

図表 1 株主優待を実施する企業数の推移  

 

大和インベスター・リレーションズ「株主優待ガイド 2018 年版」  

（調査時点 2017 年 9 月）より作成。  

 

これほど多くの企業が株主優待を実施しているなか、野瀬（2014）は株主優

待の実施動機についてまとめている。それによると、株主優待の実施動機には

個人株主数を増加させ（鈴木・砂川，2008；松本，2006）その長期保有を促す

こと（柏田，2012）や、株式持ち合い解消後の受け皿としての個人株主を確保

すること、敵対的買収の阻止（胥，2006）や自社製品のアピールなどが挙げら

れるという。更に敵対的買収の阻止に関して、市川・金山・計良（2015）は、

企業の買収リスクが、株主優待の実施動機に関係していることを明らかにした。

また日本経済新聞 2によると、KDDI は個人の持株比率が低いことに危機感を持

ち、株主優待を拡充したとある。これらのことから、株主優待を実施する企業

の主な狙いに、個人株主の持株比率の引き上げがあることがうかがえる。  

                                                
1 日本経済新聞「長期株主への優遇拡大」2017 年 12 月 3 日朝刊。  
2 日本経済新聞「証券営業向け説明会、KDDI、40 回開催へ、来期倍増、個人

株主獲得狙う。」2016 年 3 月 31 日朝刊。  
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このように、個人の持株比率を高めることを狙って株主優待を実施する企業

が増加していると考えられるが、その背景には日本企業の株式所有構造が近年

大きく変化していることがある（図表 2 参照）。宮島・原村・江南（2003）で

述べられているように、1990 年代後半から日本では企業の株式持ち合い解消が

進展した。1997 年の金融危機や 2000 年代の銀行の法人株保有に対する規制な

どを経て、株式持ち合いの主な担い手となっていた金融機関や事業法人の持株

比率が減少した。このことは、企業にとって経営に干渉しない安定株主が減少

したことを意味する。その一方で、持ち合い解消後の海外法人の持株比率の増

加が顕著である。宮島（2015）などでも述べられているように、海外法人株主

は企業の経営のモニタリングの主たる担い手である。つまり、安定株主の減少

と海外法人株主の増加により日本企業の経営に対する圧力が強まっていると言

える。そこで、企業は株主優待の実施によって新たな安定株主となる個人株主

を惹きつけ、経営への圧力を弱めようとしていることが推測される 3。  

 

図表 2 金融機関と外国法人の持株比率の変遷  

 

日本取引所グループ「投資部門別株式保有割合」  

（発表日 2017 年 6 月 20 日）より作成。  

                                                
3 野村證券株式会社の調査によると、日本企業の個人株主は経営への干渉に積

極的ではない。  
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2.2. 先行研究と本稿の位置づけ  

 

前項で述べたとおり、我々は企業が株主優待を実施する主な動機は、個人の

持株比率を高めて経営への圧力を弱めることであると推測した。しかし先行研

究では、株主優待の実施が個人の持株比率を上昇させるという実証結果は得ら

れていない。鈴木・砂川（2008）は、1998 年から 2005 年の間に新たに株主優

待を導入した企業の、導入前後の株主数及び持株比率の変化を検証している。

分析結果から、株主優待導入後に総株主数は平均約 2,000 人増加（約 6,000 人

から約 8,000 人へと変化）し、その内訳のほとんどは個人株主であることが明

らかとなった。一方、株主優待の実施が個人の持株比率に対して有意な影響を

与えることは確認できていない。このことは、株主優待の導入によって個人株

主の保有株が小口化することを示している。 

しかし、いくら個人株主が小口化されるとはいえ、これだけ個人株主数が増

加するのであれば、個人の持株比率にもある程度の変化が起こるのが自然だと

考えられる。我々は、先行研究で個人株主の持株比率に有意な変化を確認でき

なかった原因が分析方法にあると考えた。鈴木・砂川（2008）の分析方法は、

株主優待導入前後の個人の持株比率について、導入企業 172 社とマッチング企

業 172 社を用いた差の差分析であった。しかし、導入前後の変化を分析しただ

けでは株主優待の実施による長期的な影響は見られない上にサンプル数も少な

いため、我々はパネル・データを用いた分析をする必要があると考えた。そこ

で本稿では、2000 年度から 2015 年度までの日本企業の 16 年分のパネル・デ

ータを用いた固定効果モデルによる分析を行い、株主優待の実施が個人の持株

比率に与える影響を明らかにした。また、株式所有構造を考える上では個人以

外の持株比率も重要であるため、本稿ではそれらについても分析を行った。 

 

3. 仮説  

 

株主優待が企業の株式所有構造に与える影響について、我々は以下に述べる

3 つの結果を予測した。第 1 に、株主優待を実施している企業は個人の持株比
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率が高いことが予測される。第 2 に、株主優待を実施している企業は海外法人

の持株比率が低いことが予測される。第 3 に、株主優待の実施によって金融機

関・法人の持株比率は変化しないことが予測される。  

第 1・2 の予測の理由として、株主優待が個人投資家にとって魅力的な制度

である一方で、機関投資家にとっては魅力がない制度であることが挙げられる。

川路・野口（2017）には、日本マクドナルドホールディングスは食事券の優待

目的で株を持ち続ける個人が多いと述べられており、個人株主が株主優待に魅

力を感じていることが分かる。それに対して、食品などの品物の株主優待は保

管や処分に困るため受け取りを拒否する機関投資家が大半であるとも述べられ

ており、機関投資家にとって株主優待は不要なものであることが分かる。また、

配当は保有株式数に比例して株主に還元されるが、株主優待ではある一定以上

の株式数を持つ株主に一律の特典が進呈される。その多くは、100 株や 1,000

株のように個人で十分に持てる単元株数に設定されているものが多く、小口の

個人株主にとっては投資額に対しての株主優待によるリターンは大きい。それ

に対して、大口の投資家にとっては巨額の投資額に対して株主優待によるリタ

ーンは小さい。川路・野口（2017）および森園・二瓶（2005）には、こういっ

た株主優待の不平等に対して機関投資家は大きな不満を抱いており、株主優待

より配当で還元して欲しいのが本音であるとも述べられている。本稿ではデー

タの制約上、国内機関投資家の持株比率に関しては分析をすることはできなか

ったため、我々は海外法人の持株比率に着目した。海外法人のほとんどは機関

投資家であるため、海外法人も株主優待に不満を抱いていると考えられる。し

たがって、株主優待の実施によって個人の持株比率は上昇し、海外法人の持株

比率は低下すると推測される。  

第 3 の予測の理由は、日本の金融機関や事業法人は未だ株式持ち合いの性格

が強く（上田・小林，2017）、株主優待がもつ大口の株主に対する不平等を理

由に株式を手放すことはないと考えられるからである。したがって、株主優待

実施の有無は金融機関・法人の持株比率に影響を与えないと予想される。   
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4. サンプル及び分析方法  

 

4.1. サンプル  

 

本稿では、日本の証券取引所に上場している 3 月決算企業（銀行・証券・保

険業を除く 4）の、2001 年 3 月期から 2016 年 3 月期の計 16 年分の決算データ

を用いた。企業が株主優待を実施しているかどうかについては、東洋経済新報

社の会社四季報の巻末にある「株主優待一覧」を参照の元、年ごとに 1 社ずつ

確認した。また、分析に必要な財務データは、日本政策投資銀行の企業財務デ

ータバンクと日本経済新聞社の日経 NEEDS-FinancialQUEST から入手した。

その結果、分析に必要なすべてのデータが得られた最終的なサンプル数は、

24,0615となった。本稿ではこのアンバランスド・パネル・データを用いて分析

を行った。  

 

4.2. 分析方法  

 

本稿では、株式優待の実施が企業の株式所有構造に与える影響を明らかにす

るために、企業における個人、海外法人、金融機関・法人という 3 種類の所有

者別持株比率を被説明変数とする重回帰分析を行った。説明変数には株主優待

の実施の有無を表すダミー変数を用いて、その係数に着目した。Piandado

（2006）や宮島・新田（2011）などから、企業の株式所有構造に影響を与えて

いる変数として log 総資産、負債比率、ROA、PBR、配当利回り、社外取締役

比率、海外売上高比率、観測年があげられることが分かった。そのためこれら

の変数を説明変数に用いて、それらの影響をコントロールした。なお、分析に

用いるサンプルはパネル・データであるため、固定効果モデルによる推計を行

                                                
4 金融業は決算方法が他と異なるため。  
5 サンプル企業数の内訳は 2000 年度が 1,260 社、2001 年度が 1,245 社、2002

年度が 1,281 社、2003 年度が 1,454 社、2004 年度が 1,522 社、2005 年度が

1,550 社、2006 年度が 1,619 社、2007 年度が 1,637 社、2008 年度が 1,505 社、

2009 年度が 1,374 社、2010 年度が 1,504 社、2011 年度が 1,525 社、2012 年

度が 1,579 社、2013 年度が 1,650 社、2014 年度が 1,674 社、2015 年度が 1,682

社である。  
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った6。これによって、企業の特異性や固有の性質が推計結果に与える影響をコ

ントロールでき、欠落変数バイアスにも対処できる。  

 各変数についての説明は以下の通りである。  

 

〈被説明変数〉  

・個人の持株比率（％）：企業財務データバンクの個人その他持株比率 7の指標

を用いた。  

・海外法人の持株比率（％）：企業財務データバンクの海外法人等持株比率 8の

指標を用いた。  

・金融機関・法人の持株比率（％）：企業財務データバンクの金融機関持株比率

9とその他の法人持株比率の合計を用いた。  

 

〈説明変数〉  

・株主優待実施ダミー：株主優待を実施している企業のうち実施している年を

1、実施していない年を 0 とする。  

・ log 総資産：総資産の常用対数値。企業規模の代理変数として用いた。  

・負債比率（％）：総資産に対する負債額の割合。  

・ROA（％）：総資産に対する当期純利益の割合。  

・PBR（倍）：1 株当たり純資産に対する株価の倍率。  

・配当利回り（％）：株価に対する 1 株当たり配当額の比率。  

・社外取締役比率（％）：取締役のうち社外取締役が占める割合。  

・海外売上高比率（％）：売上高のうち海外における売上高が占める割合。  

・年次ダミー：2000 年度を基準として、2001 年度～2015 年度の該当する年で

                                                
6 固定モデルで分析を行った際、同時に変動効果モデルでも分析を行い、どち

らのモデルが最適か選ぶためにハウスマン検定を行った。その結果固定効果モ

デルが採用されたため、本稿では固定効果モデルの分析結果を掲載する。  
7 その他は法人でない団体を指す。  
8 海外法人等は海外の個人投資家も含む。  
9 金融機関には安定株主とは言えない信託銀行などの機関投資家がデータベー

スの性質上含まれているが、その数値は小さかったので本研究では無視した。

データベースから各企業の機関投資家持株比率は得られなかったため今回は分

析できなかったが、今後はこれらの影響を検証することも必要である。  
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1、それ以外の年で 0 をとるダミー変数。  

 

以上の被説明変数、説明変数の基本統計量は図表 3 に示されている。  

推計式は以下の通りである。  

 

(個人の持株比率/海外法人の持株比率/金融機関・法人の持株比率 )𝑖𝑡

= 𝛼(定数項)𝑖𝑡 + 𝛽1(株主優待実施ダミー)𝑖𝑡 + 𝛽2(log総資産)𝑖𝑡

+ 𝛽3(負債比率)𝑖𝑡 + 𝛽4(ROA)𝑖𝑡 + 𝛽5(PBR)𝑖𝑡 + 𝛽6(配当利回り )𝑖𝑡

+ 𝛽7(社外取締役比率 )𝑖𝑡 + 𝛽8(海外売上高比率)𝑖𝑡

+ 𝛽9～23(年次ダミー)𝑖𝑡 + 𝜀(撹乱項)𝑖𝑡 

 

図表 3 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  

個人の  

持株比率（％）  
41.36 39.66 18.94 90.20 6.51 24,061 

海外法人の  

持株比率（％）  
9.06 4.94 10.54 78.41 0.00 24,061 

金融機関・法人の  

持株比率（％）  
48.44 49.50 16.07 91.78 1.82 24,061 

株主優待実施ダミー  0.26 0.00 0.44 1.00 0.00 24,061 

log 総資産（千円）  7.64 7.57 0.61 9.54 6.38 24,061 

負債比率（％）  46.87 47.43 19.15 86.02 5.07 24,061 

ROA（％）  2.60 2.23 3.10 14.61 -10.41 24,061 

PBR（倍）  1.24 0.96 0.93 8.11 0.26 24,061 

配当利回り（％）  2.03 1.90 1.04 16.81 0.00 24,061 

社外取締役比率（％）  14.12 0.00 17.82 100.00 0.00 24,061 

海外売上高比率（％）  3.73 0.00 11.51 99.80 0.00 24,061 
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5. 分析結果  

 

推計結果は図表 4 にまとめられている。この推計結果は、我々の仮説をすべ

て支持している。まず、個人の持株比率を被説明変数とする分析において株主

優待実施ダミーの係数は 1％水準で有意に正となり、株主優待を実施している

企業は、実施していない企業よりも個人の持株比率が高いことが示された。こ

の結果は、株主優待の導入が個人の持株比率に有意な影響を与えないと論じた

鈴木・砂川（2008）の結果とは異なる。また他の説明変数に着目すると、個人

の持株比率に対して配当利回り、負債比率は正の効果があること、ROA、PBR、

社外取締役比率、海外売上高比率は負の効果があることが明らかとなった。ま

た海外法人の持株比率を被説明変数に用いた分析では、株主優待実施ダミーの

係数は 10％水準で有意に負となり、株主優待を実施している企業は実施してい

ない企業よりも海外法人の持株比率が低いということが示された。金融機関・

法人の持株比率を被説明変数とする分析においては、株主優待の実施は金融機

関・法人の持株比率に影響を与えないという結果が得られた。これは、仮説で

述べたとおり金融機関や事業法人は株式持ち合いの性格が未だ強く、株主優待

の実施の有無は国内法人の株式保有に影響を与えないからだと考えられる。以

上のように、株主優待を実施している企業は個人株主の持株比率が高く、海外

法人の持株比率が低いことが示された。この結果から、株主優待の実施は、企

業の株式所有構造に影響を与えているということが言える。   
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図表 4 株主優待の実施に関する分析結果  

被説明変数  

説明変数  

個人の  

持株比率（％） 

海外法人の  

持株比率（％） 

金融機関・法人

の  

持株比率（％） 

株主優待実施ダミー  
0.73*** 

(3.70) 

-0.27* 

(-1.88) 

-0.21 

(-1.10) 

log 総資産（千円）  
-22.07*** 

(-42.55) 

13.99*** 

(37.63) 

8.20*** 

(16.06) 

負債比率（％）  
0.20*** 

(31.83) 

-0.14*** 

(-30.71) 

-0.07*** 

(-10.51) 

ROA（％）  
-0.16*** 

(-9.43) 

0.10*** 

(8.01) 

0.04*** 

(2.49) 

PBR（倍）  
-1.85*** 

(-24.18) 

1.06*** 

(19.31) 

0.73*** 

(9.69) 

配当利回り（％）  
0.97*** 

(16.07) 

-0.21** 

(-4.94) 

-0.69*** 

(-11.61) 

社外取締役比率（％） 
-0.01** 

(-1.97) 

0.01*** 

(3.54) 

-0.01 

(-1.16) 

海外売上高比率（％） 
-0.02*** 

(-3.60) 

-0.03*** 

(-7.68) 

0.05*** 

(10.47) 

調整済決定係数  0.91 0.85 0.88 

サンプル数  24,061 24,061 24,061 

注）年次ダミーの推計結果は省略した。*、**、***はそれぞれ 10％、5％、1％

水準で有意であることを示している。括弧内は t 値を示している。  



 

12 

 

 

 

次に、株主優待実施ダミーと他の変数との間で、株式所有構造に与える影響

の強さを比較する。上述の通り、株主優待の実施は企業の株式所有構造に対し

て統計的に有意な影響を与えることが示された。この影響力の大きさを、株式

所有構造に影響を与える他の変数と比べるために、各説明変数が 1 標準偏差変

化したときの株式所有構造への効果を算出する。算出方法は、図表 4 に示され

ている各変数の係数とその変数の標準偏差の積である。なお、株主優待実施ダ

ミーに関しては標準偏差の代わりに 1 を用いる。算出した効果は図表 5 に示さ

れている。その中でも株主還元策という観点から株主優待と配当を比べると、

個人の持株比率に関して株主優待実施ダミーが 0.73、配当利回りが 0.97 と同

程度の正の効果がみられた。さらに、海外法人の持株比率に関しては株主優待

実施ダミーが-0.27、配当利回りが-0.21 と同程度の負の効果がみられた。これ

らの結果から、個人株主と海外法人の持株比率に対して株主優待が配当と同程

度の影響力を持つことが示された。  

 

図表 5 各説明変数が株式所有構造に与える影響の強さ  

被説明変数  

説明変数  

個人の  

持株比率（％）  

海外法人の  

持株比率（％）  

金融機関・法人  

の  

持株比率（％）  

株主優待実施ダミー  0.73 -0.27 -0.21 

配当利回り（％）  1.01 -0.22 -0.72 

log 総資産（千円）  -13.36 8.47 4.96 

負債比率（％）  3.83 -2.68 -1.26 

ROA（％）  -0.50 0.31 0.13 

PBR（倍）  -1.73 0.99 0.68 

社外取締役比率（％） -0.18 0.18 -0.11 

海外売上高比率（％） -0.23 0.35 0.59 
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6. 株主優待の内容と長期優遇に関する分析  

 

 6.1. 分析の背景  

 

 ここまでの分析で株主優待の実施が企業の株式所有構造に影響を与えること

を明らかにしたが、株主優待は送付されるものの内容の違いによって、個人株

主数に与える影響が異なることが先行研究 10で言われている。鈴木（2009）で

は、株主優待を自社製品と他社製品に分けて分析しているが、他社製品の中に

は金券や特産品など内容が大きく異なる株主優待が含まれているため、さらな

る分類が必要であると考えた。そこで我々はすべての株主優待を金券の株主優

待、自社割引の株主優待、品物の株主優待の 3 つに分類した。金券の株主優待

は、クオカードやお米券、ギフトカードなど全国で利用できる、換金性の高い

株主優待を指す。自社割引の株主優待は、自社または関連会社でのみ使える割

引券やポイント、株主優待券などを指す。品物の株主優待は、自社製品や特産

品などの株主優待を指す。これらの株主優待の内容の違いによって個人株主間

の選好に差があると考えられるため、本稿ではこれら 3 つの株主優待の内容の

違いが企業の株式所有構造に与える影響を分析した。  

また近年、長期保有株主を優遇する株主優待を実施している企業が増加して

おり、2017 年 9 月末時点で株主優待実施企業のうち 23％が長期保有株主を優

遇する株主優待を実施している 11。ここでいう長期保有株主の優遇とは、一定

以上の期間継続して株式を保有している株主に追加的な株主優待を進呈するこ

とをいう。例えば、リコーリース株式会社の場合、100 株以上保有する株主に

3,000 円相当のクオカードを進呈している。しかし、100 株以上を 1 年以上 3

年未満保有している株主には 4,000 円相当のクオカードを、3 年以上保有して

いる株主には 5,000 円相当のクオカードを進呈している。つまり、株主が同じ

100 株を保有していても、保有期間が長い株主のほうがより多額のクオカード

                                                

10 鈴木（2009）は他社製品の株主優待を実施している企業は個人株主数増加率

が高いことを明らかにした。  

11 日本経済新聞「長期株主への優遇拡大」2017 年 12 月 3 日朝刊。  
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を得ることができる。このように、長期保有株主を優遇する株主優待は通常の

株主優待よりも株主にとって魅力的であり、株式所有構造に与える影響はより

大きいことが考えられる。しかしその影響に関する先行研究は存在しないため、

本稿では、長期保有株主を優遇する株主優待の有無が企業の株式所有構造に与

える影響を分析した。  

 

6.2. 分析方法  

 

分析には、第 4 節と同じサンプル 12を用いた。東洋経済新報社の会社四季報

巻末の「株主優待一覧」を参照の元、株主優待の内容および長期優遇の有無を

1 社ずつ確認して分類し、それぞれをダミー変数としてデータを作成した。  

分析方法は、第 4 節にある株主優待実施ダミーを長期優遇ありダミーと長期

優遇なしダミーに置き換えたものと、株主優待実施ダミーを金券ダミー・自社

割引ダミー・品物ダミーに置き換えたものとする。そしてそれらの係数に着目

した。  

新たな説明変数についての説明は以下の通りである。  

 

〈説明変数〉  

・金券ダミー：クオカードやお米券、ギフトカードなど換金性の高いものを株

主優待として進呈している企業の該当年を 1 とする。それ以外の株主優待を実

施している、及び株主優待を実施していない企業の該当年を 0 とする。  

・自社割引ダミー：自社で使える割引券やポイント、株主優待券などを株主優

待として進呈している企業の該当年を 1 とする。それ以外の株主優待を実施し

ている、及び株主優待を実施していない企業の該当年を 0 とする。  

・品物ダミー：自社製品や特産品などの品物を株主優待として進呈している企

業の該当年を 1 とする。それ以外の株主優待を実施している、及び株主優待を

実施していない企業の該当年を 0 とする。  

・長期優遇ありダミー：株式を一定の期間以上保有する株主に対して株主優待

                                                
12 株主優待を実施している企業としていない企業の両方を含む 24,061 サンプ

ル。  
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の優遇を行っている企業の該当年を 1 とする。  

・長期優遇なしダミー：株式の長期保有者に対する優遇のない株主優待を行っ

ている企業の該当年を 1 とする。  

 

以上の説明変数の基本統計量は、図表 6 に示した。  

 

図表 6 基本統計量（株主優待の内容と長期優遇に関する分析）  
 

平均値  中央値  標準偏差  サンプル数  

金券ダミー  0.05 0.00 0.22 24,061 

自社割引ダミー  0.11 0.00 0.31 24,061 

品物ダミー  0.14 0.00 0.35 24,061 

長期優遇ありダミー  0.02 0.00 0.12 24,061 

長期優遇なしダミー  0.24 0.00 0.43 24,061 

 

6.3. 分析結果  

 

株主優待の内容に関する推計結果は図表 7 にまとめられている。個人の持株

比率を被説明変数とした分析では、金券ダミー、品物ダミーの係数は 1％水準

で有意に正となった。これは、金券と品物の株主優待を実施している企業の個

人の持株比率が高いことを示す。また係数の値に着目すると、品物ダミーの係

数が最も高く、金券が個人株主を最も惹きつけると論じた鈴木（2009）の結果

と異なる。これは、個人株主が株主優待を品物として進呈されることに魅力を

感じているためだと考えられる。また、自社割引ダミーは個人の持株比率に対

して有意な影響を与えず、自社割引の株主優待には個人の持株比率を引き上げ

る効果がないことが分かった。海外法人の持株比率を被説明変数とした分析で

は、金券ダミーの係数は 1％水準で有意に負となり、このことは金券の株主優

待を実施している企業の海外法人の持株比率は低いことを示す。その一方で、

自社割引ダミーと品物ダミーに関しては海外法人の持株比率に与える影響を確

認できなかった。金融機関・法人の持株比率を被説明変数とした分析では、品

物ダミーの係数は 1％水準で有意に負となったが、金券ダミーと自社割引ダミ
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ーは金融機関・法人の持株比率に有意な影響を与えないことが示された。  

 

図表 7 分析結果（株主優待の内容に関する分析）  

 

注）年次ダミーの推計結果は省略した。*、**、***はそれぞれ 10％、5％、1％

水準で有意であることを示している。括弧内は t 値を示している。  
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長期保有株主を優遇する株主優待に関する推計結果は図表 8 にまとめられて

いる。個人の持株比率を被説明変数とした分析では、長期優遇ダミーの係数と

長期優遇なしダミーの係数の両方において、1％水準で有意な正の影響が見ら

れた。さらに係数は、長期優遇ありダミーは 1.53 で、長期優遇なしダミーの

0.63 よりも高い。このことから長期保有株主を優遇する株主優待は、そうでな

い株主優待より個人の持株比率を高めることが明らかとなった。また、海外法

人の持株比率と金融機関・法人の持株比率を、それぞれ被説明変数とした分析

では、どちらの係数も 1％水準で有意に負となった。このことは、個人の持株

比率が増えた分、国内外の機関投資家の持株比率が減少したためだと考えられ

る。  
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図表 8 分析結果（株主優待の長期優遇に関する分析）  

 

注）年次ダミーの推計結果は省略した。*、**、***はそれぞれ 10％、5％、1％

水準で有意であることを示している。括弧内は t 値を示している。  

  



 

19 

 

 

7. おわりに  

 

 本稿では、株主優待の実施が企業の株式所有構造に与える影響を分析した。

分析結果から、株主優待を実施している企業は、実施していない企業と比べて

個人の持株比率が高く、海外法人の持株比率が低いことが明らかとなった。こ

のことから、株主優待は企業の株式所有構造を変化させていると言える。 

近年、株主優待を実施する企業が日本で増加している。それは株式持ち合い

の解消や外国人投資家の増加などの株式市場の環境変化のなかでの、個人の持

株比率を高めて経営への圧力を弱めようとする企業側の対応だと考えられる。

しかし、こうした企業側の対応が企業の経営に広い意味でプラスの影響を与え

るかどうかは明らかでない。機関投資家である海外法人の持株比率を抑え、個

人の持株比率を維持または引き上げることは、企業経営への圧力を弱め自由な

経営を可能にする半面、経営のゆるみを生む可能性もある 13。  

 株主優待を内容で分類した分析では、金券及び品物の株主優待が個人の持株

比率を増加させていることが明らかとなった。このことから、個人株主は換金

性の高い金券の株主優待と、自社製品や特産品などの品物の株主優待に惹かれ

ていることが明らかとなった。一方で、株主優待を実施する企業の 4 割以上が

扱う自社割引の株主優待は、個人の持株比率に影響を与えないことが示された。

また、株式を長期保有する株主を優遇する株主優待の効果を見た分析では、長

期保有株主を優遇する株主優待は、そうでない株主優待と比べて個人の持株比

率を高めることが明らかとなった。このことから、個人株主を惹きつけるため

の企業の長期保有株主への優遇は一定の効果を上げていることが示された。株

主優待の内容と長期優遇に関する分析の結果が持つ企業側へのメッセージは、

個人の持株比率の上昇を目的として株主優待を導入する際には、その内容と長

期保有株主の優遇について考慮する必要があるということである。 

最後に、本稿の分析で明らかにできなかった課題が 2 つある。1 つ目は、図

                                                
13 米澤・宮崎（1996）によると、外国人の株式保有は経営の効率性に正の影響

を及ぼす一方で、安定株主の株式所有は負の影響を及ぼす。また宮島他（2002）

によると、大株主の存在は経営の効率性に正の影響を及ぼす一方で、個人の持

株比率の上昇は負の影響を及ぼす。  
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表 5 に示されている実証結果から分かるように、株主優待の実施と比べて配当

利回りの増加も個人の持株比率に対して同程度の影響力を持っているにも関わ

らず、企業はなぜ増配ではなく株主優待を行っているのかということである。

この点を明らかにするためには、企業にとって株主優待の実施が増配よりも低

コストで行えるのか等を検討する必要がある。しかし株主優待の実施にかかる

コストの算出は困難であるため、今後の課題とした。  

2 つ目の課題は、長期保有株主を優遇する株主優待によって、個人株主が実

際に株式を長期保有するようになったのかを検証できていないことである。株

式保有期間のデータを入手することができなかったことが理由であるが、個人

株主の株式長期保有は企業にとって株主優待を実施する重要な目的の 1 つと言

われているため、株式保有期間に関する分析も今後の課題である。  
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