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１．はじめに

移転価格税制（Transfer Pricing Taxation

System：以下「TPTS」と略称）の適用に関

する情報が新聞報道によって資本市場に投入さ

れた際，投資家はイベント日周辺で失望を示す

としている（大沼ほか［２０１２］）。さらにその結

果を踏まえ，超過収益率（Abnormal Rate of
Return：以下「AR」と略称）を累積させた
累 積 超 過 収 益 率（Cumulative AR：以 下
「CAR」と略称）を重回帰分析における被説
明変数とし，イベント日周辺における当該CAR

の多寡が，いかなる要因によってもたらされた

かを明らかにすると，無形資産や実効税率がこ

れらの反応と有意に関係するとの知見が得られ

ている（加藤ほか［２０１５］）。

本稿は上記先行研究・加藤ほか［２０１５］と同

様の分析視角により，TPTS適用法人について

TPTS適用の公表日周辺のCARを被説明変数

とした重回帰分析を試みるが，CARの多寡を

もたらした要因についてこれまで検討されてい

ない新たな説明変数を投入し，再考を試みる。

その新たな説明変数として最も注目するのが

コーポレート・ガバナンス（Corporate Govern-

ance：以下「CG」と略称）変数である１）。CG

変数については後掲する３．２．２において改めて

触れるが，社外取締役の採用の有無や外国人持

株比率，役員の株式保有比率などを指してお

り，企業のCGの在り方を計量化した変数であ

る。本研究ではこれらのCG変数が，TPTS適

用報道に接した投資家行動に影響を及ぼし得る

のかを解明することで，CGの巧拙がTPTS適

用における投資家行動の失望にいかなる程度の

安心感を与えうるのか，換言すれば株価下落の

ブレーキとして機能するのかを解明する。

さて，先学によってCGの巧拙が企業価値を

向上させるのか否かという諸研究において多く

の有益な知見が導出されているが，それらの分

析手法は企業不祥事などが発生していない時点

における企業価値を測定し，当該企業価値の変

化をもたらした要因としてCG変数を用いて説

明を試みる研究が大半である。それら先行研究

の一例を挙げると，例えばYermack［１９９６，

p．１９５］は１９８４年から１９９１年の会計年度末に

おける分析対象企業のトービンQを算出し，

これらを重回帰分析上の被説明変数として検証

を行っている。同様に入江・野間［２００８，p．

４３］も２００７年３月末時点で算出される株式時

価総額を用いてトービンQを算出し，被説明

変数としている。さらに宮島・小川［２０１２，

pp．１９‐２１］においては年度末ベースの産業調

整済みROAを被説明変数とする一方，社外取

１）本研究のように TPTS適用と CGを結びつける
着想は，市古・津田［２０１０, pp.５３‐５４］が指摘す
るような次の見解と部分的に整合する。つまり
「コーポレート・ガバナンスの構築が必ずしも
短期利益にはつながらない」としながらも，
「コーポレート・ガバナンスの不祥事発生リス

ク低減機能については概ね肯定的」との調査結
果が導出されているが，このことは裏を返せば
CG構成が稚拙であれば不祥事発生リスクを増加
させ，その一類型として TPTS適用へと至り，
投資家に抱かせた不信は短期的損失として資本
市場に反映されるとわれわれは考えている。
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締役の導入ダミーや人数，比率を説明変数とし

て回帰を試みている。これら先行研究はいずれ

も企業価値を不祥事などが起きていない一定時

点の株価や財務数値から推計し，その上で社外

取締役の多寡，導入の有無が企業価値にいかな

る影響を及ぼしたのかを検討する所謂財務パ

フォーマンス・スタディを試みている。

それに対して本研究では上記先行研究の分析

視角から離れ，企業不祥事ともいえる TPTS

適用時点に注目し，企業価値の下落と CG 変数

の関係を検討するためにイベント・スタディ

（Event Study：以下「ES」と略称する）を行

う２）。そして資本市場における TPTS 適用法人

に対する投資家による評価を CAR として計量

化し，当該変数に多寡をもたらした原因につい

て，主に CG 変数による説明を試みる。この様

な分析視角は次の問題意識に由来している。つ

まり成熟した CG 構成であれば TPTS 適用に

おいてさえも，投資家が狼狽売りを思い留ま

り，TPTS 適用を受容可能なリスクと認識する

と考えている。このことは裏を返せば稚拙な

CG 下で TPTS が適用されれば，投資家が示す

失望はより強くなると類推しているのである。

TPTS を含めた租税関連事象はその性質上，

情報非対称性が強いため，エージェンシー問題

をも検討の範疇に置かざるを得ず，このような

観点は本研究の独創的分析視角であると強調し

ておきたい。本研究において先行研究と位置付

けられる宮島ほか［２００３，p．１７０］では，「非

対称情報の程度が深刻であると想定される研究

開発（R&D）投資に注目」しているが，R&D

は「長期的な経営資源や人的資源の蓄積により

構成され」ることから「外部の投資家から投資

の必要性や将来的な収益・リスクの判断が困

難」と評している。このため R&D 投資は「経

営者に実物投資に比べてより大きな裁量の余地

を与える」ため，「株主と経営者の間のエイ

ジェンシー問題が相対的に深刻」になると捉

え，「積極的な情報公開が経営者と株主の間の

非対称情報の削減を介して，企業パフォーマン

スを改善する」との推論を示した。このように

観てくると，本研究において注目する TPTS

適用法人は，宮島ほか［２００３］が注目した R&

D 比率の高い企業と類似した情報非対称性，そ

してエージェンシー問題を抱えると考えられ，

TPTS 適用法人は R&D 比率の高い企業同様，

CG 構成の巧拙や企業パフォーマンス改善のた

めの情報公開が重要になると思われる。

他方，TPTS 適用事例の研究は従来，移転価

格を判定するための独立企業間価格の算定方法

や TPTS 適用に関する法解釈・判例研究，課

税主権を巡る関係当事国間の調整問題，そして

その調整過程における手続きに関する研究など

について成果が蓄積されてきている。しかし本

研究は TPTS をエージェンシー問題が生ずる

事例として注目し，資本市場への情報投入と投

資家の反応を観察することによって，TPTS 研

究に関する新知見の獲得を目的としている。

さて，このように本節においては本研究の概

要を示したが，以下，次節以降の構成について

述べておくと次の通りとなる。２．では先行研究

を踏まえて本研究のリサーチ・デザインを解説

し，分析対象６０事例を確定する。そしてそれ

ら分析対象事例に関する TPTS 報道日周辺の

CARを描出する。続く３．では前節において算

出した６０事例の CARのうち，データ欠損の

ない４５事例の CARを被説明変数とした回帰

モデルによる分析を行う。そして４．において

前節までの分析結果について解釈を行い，本研

究の貢献と残された課題を述べる。

２）分析手法として財務パフォーマンス・スタディ
に比し，本研究において採用する ESが優越する
点として，「短期間をイベント期間として取り扱
う場合には，株価変動に影響を及ぼし得るノイ
ズやバイアスの影響を受けることが少なく，よ
り信頼性の高い結果を得ることができるという
メリット（島田［２０１３, p．１９］）」があるとの指摘
がある。

経 済 学 研 究6810（ ） ６６－２
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２．先行研究と予備的考察

２．１分析対象事例と最近の移転価格税制適用の

傾向

大沼ほか［２０１２］においては平成２年６月

１５日から同２２年６月１８日までのTPTS適用

４６事例を分析対象とし，加藤ほか［２０１５］に

おいては平成２年６月１５日から同２４年２月

２３日までのTPTS適用５１事例を分析対象と

し，それぞれTPTS適用が資本市場に及ぼし

た影響をESで検証している。本研究において

は表１に示すとおり，平成１７年５月３日の日

本金銭機械に対するTPTS更正事例から同２５

年１２月１０日のロームの事例までのTPTS適

用６０事例３）を分析対象としてESを実施す

る４）。なお，表１における「網掛け」は還付２０

事例を示している。

６０事例の特徴としては商製品の海外移転の

みならず，特許権や商標権使用に関連するロイ

ヤリティや技術援助料，ノウハウ料の未徴収を

問題視してTPTS適用に至る事例が多く，前

提として無形資産の保有が争点の１つとなって

いる５）。さらに表１から，平成１８年中において

２件であった還付事例はその後，平成２４年ま

で低位に推移するが，平成２５年中に７件と急

激に増加した。尤もこの結果は新聞各紙の記事

検索エンジンにおいて検索可能な事例に注目し

たに過ぎず，非上場企業のTPTS適用事例や

上場企業においても報道に至らない事例が潜在

する可能性は否めない。それでも近時において

はTPTS適用が覆り，還付案件が比較的多く

発生する趨勢にあると言える。

さて，TPTSの適用報道を資本市場における

イベントとして捉えた場合，租税負担は強制

的・不可避的であるため企業にとっては重大事

故と言え，先験的にTPTS適用法人の株価は

下落すると考えられる。この観点からESを実

施した大沼ほか［２０１２］や加藤ほか［２０１５］で

は期待通りの株価の下落が観察された。しかし

イベント日当日や翌営業日にネガティブ反応が

現れるのではなく，いずれも３営業日前から株

価が下落する傾向をつかんでいる。このように

TPTS適用がイベント日前に織り込まれ，以後

数日にわたって株価に影響を与え続ける様子は

本研究においても再確認できるであろうか。或

いはTPTS適用の情報がイベント日やその翌

日に限定的・先鋭的に現れるのか。そしてネガ

３）本研究における TPTS適用６０事例の確定に際し
ては日経テレコン（日経新聞社）に加えて，補
助的に聞蔵Ⅱ（朝日新聞社），毎索（毎日新聞
社），ヨミダス歴史館（読売新聞社）による新聞
記事検索機能を用いた。当該検索エンジンにお
いて検索ワードを「移転価格税制」として検索
した結果から個別事例６０件を収集し，（表１）を
作成している。この検索作業の結果，新聞報道
日をイベント日としたが，これに先んじて TPTS
適用企業が IR情報として適時開示資料を公表し
ている場合には，公表日をイベント日とした。
なお，各事例の詳細についてはプロネクサス社
が提供する企業情報データベースサービス・eol
によって適時開示資料を検索し，照合を行っ
た。また更正・還付事例の分類について，平成
１８年１０月２７日に報道された任天堂の携帯ゲー
ム機・ゲームソフトの取引に関する案件（日経
新聞 夕刊２２頁）は，その報道内容から更正通知
の受領ではなく，事前確認制度を利用した修正
申告を行うことで還付されているため，この案
件を還付事例に分類している。

４）本稿において試みられた ESは，Fama-French
データを用いた３ファクター・モデルによって
算出されている。当該モデルによる分析に必要
とされる Rft，SMBt と HMLt のデータは，日経
メディアマーケティング社・金融工学部 NPMグ
ループが提供する「日本上場株式 久保田・竹原
Fama-French関連データ」に依っている。同モ

デルの推計モデルとしての卓越性は久保田・竹
原［２００７］を参照されたい。また ARや CARの算
出過程は Fama and French［１９９２］を参考にし
たが，詳細は脚注６を参照のこと。

５）Grubert［１９９７, p.２６９］によれば，米国企業の租税
負担は外国子会社から米国親会社への資金還流
の方法（使用料・配当・利子・留保利益の分配
等）に影響を及ぼし，租税負担の増大と子会社
からの使用料，配当などの資金還流は逆相関す
る。したがって外国子会社の留保利益の増加は
外国子会社から米国親会社への配当等に対する
課税が原因と指摘している。

２０１６．１２ 移転価格税制適用企業の企業統治構造に関する実証研究 櫻田・大沼 6911（ ）
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No. 新聞報道日 企業名
（単位：億円）

対象取引
更正／
還付更正所

得金額
更正／
還付税額

１ 平成１７年５月３日 日本金銭機械 ３４ １７ 紙幣識別機 更正
２ 平成１７年６月３０日 ソニー ２１４ ４５ CD，DVDロイヤルティ 更正
３ 平成１７年６月３０日 ＴＤＫ ２１３ １２０ 電子部品 更正
４ 平成１８年１月２６日 浜松ホトニクス １４ ７ 光電子部品 更正
５ 平成１８年３月２４日 ワコール １４ ５ 商標権使用量 更正
６ 平成１８年４月１日 カプコン ５１ １７ ロイヤルティ 更正
７ 平成１８年５月３０日 リンナイ ４ １ 技術援助料 更正
８ 平成１８年６月２９日 武田薬品工業 １，２２３ ５７０ 医薬品 更正
９ 平成１８年６月３０日 ソニーコンピューターエンターテインメント ７４４ ２７９ ゲーム機 更正
１０ 平成１８年７月１日 マツダ １８１ ７６ 自動車 更正
１１ 平成１８年７月１日 三井物産 ４９ ２５ 役務提供、合弁会社へのノウハウ 更正
１２ 平成１８年７月１日 三菱商事 ５０ ２２ 役務提供、合弁会社へのノウハウ 更正
１３ 平成１８年１０月２０日 京セラ ４３ 電子部品 還付
１４ 平成１８年１０月２７日 任天堂 ３８０ １７０ 携帯ゲーム機、ゲームソフト 還付
１５ 平成１８年１２月２８日 日本電産 ６９ ３３ HD駆動装置 更正
１６ 平成１９年５月１６日 アイホン ３ １ インターホン 更正
１７ 平成１９年６月３０日 三井物産 ８２ ３９ LNG事業のノウハウ 更正
１８ 平成１９年６月３０日 三菱商事 ８９ ３６ LNG事業のノウハウ 更正
１９ 平成１９年７月２７日 ＴＤＫ ３０ １６３０億を取消で１６億還付 還付
２０ 平成１９年１２月１３日 京セラ ２４ 電子部品 還付
２１ 平成２０年２月２日 信越化学工業 ２３３ ６６ 技術料 更正
２２ 平成２０年４月４日 高島屋 ３ １ シンガポール子会社商標使用料 更正
２３ 平成２０年４月２５日 本田技研工業 １，４００ ６００ 中国四輪技術パテント料 更正
２４ 平成２０年５月１５日 日本金銭機械 製品販売 日独取引 還付
２５ 平成２０年６月２７日 ダイキン工業 ７８ ３５ 中国への特許使用料 更正
２６ 平成２０年７月１日 三井物産 １００ ４７ 合弁会社への情報提供経営指導料 更正
２７ 平成２０年７月１日 三菱商事 １１６ ４８ 合弁会社への情報提供経営指導料 更正
２８ 平成２０年７月１日 デンソー １５５ ７３ 自動車部品 更正
２９ 平成２０年１０月２３日 日本金銭機械 製品販売 日米取引 還付
３０ 平成２０年１２月４日 三井物産 － LNG事業追徴税額の減額通知（還付）（豪との２カ国間協議） 還付
３１ 平成２０年１２月４日 三菱商事 － LNG事業追徴税額の減額通知（還付）（豪との２カ国間協議） 還付
３２ 平成２１年８月８日 アシックス ４０ １９ 商標使用許諾料 更正
３３ 平成２１年１０月３日 カプコン － 日米相互協議により二重課税分還付 還付

３４ 平成２２年２月３日 ＴＤＫ ９４
２００５年６月２１３億円追徴につき不服審判所裁定により
１４１億処分取消

還付

３５ 平成２２年３月１１日 日本電産 HD駆動装置 還付

３６ 平成２２年３月１１日 コマツ １７４ －
子会社間取引・適時開示資料に何もない。他社の報道も
ない。朝日のガセ？

更正

３７ 平成２２年４月２２日 東レ － ５２ 炭素繊維 更正
３８ 平成２２年４月２８日 京セラ ５０ ２７ 電子部品売買取引 更正

３９ 平成２２年６月１１日 信越化学工業 １１９
２００８年２月２３３億追徴につき日米相互協議により所得
減額二重課税分還付

還付

４０ 平成２２年６月１８日 商船三井 １０５ ５３ 米国子会社に支払った荷役料金の一部、寄付金と認定 更正
４１ 平成２２年７月１日 イビデン ４９ １５ 電子セラミック部品 更正
４２ 平成２２年９月１日 ダイセル化学工業 ３４ １６ エアバッグ製品輸出、医薬品原料 更正
４３ 平成２３年６月３０日 メック ６ ２ 台湾子会社の薬品 更正
４４ 平成２３年８月４日 島津製作所 ４４ １７ シンガポールの子会社への計測機器販売取引 更正
４５ 平成２４年２月２３日 東洋炭素 １２ ４ 特殊炭素素材の販売取引 更正
４６ 平成２４年４月７日 武田薬品工業 ９７７ ５７１ 還付
４７ 平成２４年５月９日 日本ガイシ １６０ ８０ 自動車排ガス浄化装置の部品製造における技術料 更正
４８ 平成２４年６月３０日 クボタ ４８ ２３ トラクター 更正
４９ 平成２４年７月５日 東京エレクトロン １４３ ６７ 半導体製造装置部品 更正
５０ 平成２４年９月１１日 ホクト １０ ３ 貸付金利 更正
５１ 平成２５年２月６日 商船三井 還付
５２ 平成２５年２月９日 デンソー ７３ １４ 還付
５３ 平成２５年３月１日 アシックス 還付
５４ 平成２５年３月２６日 武田薬品工業 ４月の取り消しは８割。今回は残りの２割取り消し。 還付
５５ 平成２５年５月１６日 エフ・シー・シー ３４ １２ 還付
５６ 平成２５年５月２２日 ダイキン工業 ３５ １８ 還付
５７ 平成２５年５月２８日 島津製作所 １７ １２ 還付
５８ 平成２５年６月２７日 ＨＯＹＡ ２００ ３３ エレクトロニクス製品 更正
５９ 平成２５年８月２２日 オリンパス １０３ ４９ 内視鏡 更正
６０ 平成２５年１２月１０日 ローム １２０ １９ 完成品 更正

表１ 移転価格税制適用６０事例

経 済 学 研 究7012（ ） ６６－２
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ティブ評価が数日続くとすれば，当該評価が終

了するのはいつなのか。まずは本稿前段におい

てこれらの疑問を解明してみることとしよう。

２．２更正事例と還付事例の株価反応

本研究と同様の分析視角を有する大沼ほか

［２０１２］や加藤ほか［２０１５］を本研究における

先行研究と位置付けるが，それら２つの先行研

究において試みられた ES では，更正と還付の

それぞれの事例を区別せずに分析対象としてい

る。本研究ではこの点について再検討を行う必

要性を感じている。なぜなら更正事例について

は資本市場がネガティブに反応することが先験

的に予想される反面，国庫から納税額が返還さ

れる還付事例が増えたサンプルでは，投資家が

ポジティブ反応するケースが相対的に増えるか

も知れない。仮に還付事例で投資家がポジティ

ブ評価を示すとなれば，更正事例と還付事例は

それぞれ２群に区別して株価への反応を別々に

観察すべきである。そしてその様な分析対象に

関する新たな問題提起は本稿のみならず，先行

研 究 と な る 大 沼 ほ か［２０１２］や 加 藤 ほ か

［２０１５］におけるリサーチ・デザインにも見直

しを迫ることになる。

従来，大沼ほか［２０１２］や加藤ほか［２０１５］

では還付事例が少なすぎたために還付事例を更

正事例から分離し，それらに対して投資家がい

かなる反応を示すのかについて未検証のままで

あったが，平成２５年中に７件もの還付が発生

し，本研究において捕捉した還付事例が２０件

に達した。そこで本節において TPTS 適用事

例を更正事例と還付事例に分類して ES を実施

し，CAR６）ベースの検定統計量 θ 1７）の推移を示

すと図１の通りとなった。なお，図１は縦軸に

θ 1を示しており，また横軸中央をイベント日

６）本研究では３ファクター・モデルによる CARの
算出を行っている。３ファクター・モデルは，
CAPMが株式の期待収益率を正しく測定しない
として提唱されたマルチファクターモデルの中
の１つである（Ehrhardt［１９９４］）。本稿では紙

幅の都合を配慮し，本脚注において ARの算出
過 程 を 次 の よ う に 示 す。Fama and French

［１９９２］の３ファクター・モデルを基とした次の
モデル（１式）より正常収益率を測定する。

続いて個別に得られた ai，bi，si，hi の推定値
を用い，（２式）より各分析対象企業の ARを求
める。

最終的に算出された ARの t1 時点から t2 時点
までの累積した値を CARとし，（３式）より算
出する。図１並びに表２は本脚注における計算過
程を経て作成されている。

７）本稿表２に示した検定統計量は Campbel et al.
［１９９７, pp．１６０‐１６２］に示す J２の算出過程を元に
導出している。検定統計量の算出についてその
概要を示すと以下の通りとなる。ARが有意に
「異常な」収益率であるか否かを判定するため
に，ARを標準化して SAR（Standardized AR）
を求める。なお，標準化に用いる は推計期間

１５０営業日における誤差項の標準偏差として次の
ように定義される。

SAR
AR AR 2

同様に CARiを推計期間の で標準化した値

として SCARi(t1,t2)を求め，これを単に SCARi
と表現する。

SCAR SCAR
CAR

1 2
1 2

このようにして各銘柄毎に算出した SCARiを
単純平均すると次の式となり，N は分析対象と
なる TPTS適用事例数であるが，更正事例で
「４０」，還付事例で「２０」となる。

SCAR SCARN

N

検定統計量について以下の通り，Campbel
et al.［１９９７, p．１６２］に依拠して次のように定義
し，図１として描出した。

SCAR
N

N
L-2

N  (L-4) N

本節における分析対象となる更正４０事例と還
付２０事例の CAR算出においてイベント日を t＝
０とした場合，推計期間を－１５０≦t≦－３１に設
定することで大沼ほか［２０１２］や加藤ほか［２０１５］
における分析と計算プラットホームを共有し
た。

２０１６．１２ 移転価格税制適用企業の企業統治構造に関する実証研究 櫻田・大沼 7113（ ）
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（t＝０）とした上で前後１０営業日を設定し，

合計２１営業日のイベント・ウィンドウを確保

している。

図１に示すとおり，一見すると更正４０事例

と還付２０事例の CARの推移はイベント日前３

営業日（以下イベント・ウィンドウ内の特定営

業日の指定について「t＝－３」などと略称す

る）以降，互いに乖離して推移する傾向が認め

られる。当該２群の θ 1の推移が，推計期間

（－１８０＜t＜－３１）の株価収益率に比していか

なる程度の統計的異常性を認めるのかを示した

のが表２である。同表によれば更正４０事例は

t＝－１０を除くイベント・ウィンドウ全域に

渡って統計的有意性８）を伴い，投資家が示すネ

ガティブ反応が明らかになる。他方，還付２０

事例については t＝－８以降 t＝３までランダ

ム・ウォークの範囲内，つまり統計的に異常な

反応は観察されず，漸く t＝４～６において有意

なネガティブ反応を示すのみである。このよう

に観てくれば，還付事例であることを理由に投

資家はポジティブ評価を示すわけではないこと

が明らかとなった。

以上から TPTS 適用事例においては更正事

例で強いネガティブ反応を観察し，とりわけ t
＝－３から顕著な θ 1の下降が認められたが，

他方，還付事例では無反応からややネガティブ

反応を観察したとみなすべきであろう。このよ

うに図１に示す通り，イベント・ウィンドウに

おける更正４０事例と還付２０事例の２群の θ 1
が乖離して推移したかのようにみえるが，その

平均の差は統計的な有意性を伴っているのであ

ろうか。この様な問題意識からさらに踏み込ん

だ検証を次節において行うこととする。

２．３更正事例と還付事例に関する平均の差の検

定

更正事例と還付事例について，それぞれの平

均の差について有意性を検証する意義は，大沼

ほか［２０１２］や加藤ほか［２０１５］の分析の枠組

みについて頑健性を付与することにある。これ

ら先行研究は更正事例と還付事例を混ぜて一体

として分析対象と捉え，TPTS 適用に対する投

資家の反応を分析したが，その分析枠組みの妥

当性を再検証する。そして先行研究におけるサ

ンプル構成の妥当性を検証した後，本研究にお

８）Campbel et al.［１９９７, pp.１６０‐１６２］が示す J２は
標準正規分布に従う。本文表２に示した検定統
計量も J２と同じであり，当該数値について付し
た***は１％ 水 準 の，同 様 に**は５％ の，*は１０％
の有意性をそれぞれ示している。本稿の表に示
されるアステリスクの数と有意性の関係は以下
同様とする。

検定統計量

t 更正４０事例 還付２０事例 合計６０事例

－１０ －０．８０５１７５１ －２．３１７９３３６ ** －１．９９５６８２３ **
－９ －２．８３７１３５ *** －２．０４０５１７５ ** －３．４９４６０４４ ***
－８ －２．９７２１２９５ *** －１．５２５２９６７ －３．３０７３６４ ***
－７ －１．８３７２２３７ * －０．６３１９０２７ －１．８６４９１６１ *
－６ －２．８３７９２２ *** －０．４６８９０６７ －２．５８７８７７ ***
－５ －２．９３７８０３４ *** －１．１９６６０６４ －３．０８９５６７５ ***
－４ －２．１３２７７５９ ** ０．５５５１１３９９ －１．４２０９０９

－３ －４．２６２３８１６ *** １．５９５０６６５２ －２．５５９３０７９ **
－２ －５．７４９９５３２ *** １．３１５０９４６１ －３．９３５５４６９ ***
－１ －６．５７５６１０８ *** １．３１７３２５８２ －４．６０８４０５３ ***

０ －６．０２１５３９１ *** １．０１３７５２５４ －４．３３１２７５８ ***
１ －６．２３７０７４６ *** ０．８８６７９５４３ －４．５８０５５８５ ***
２ －８．７５１９９９８ *** １．４７０３８２５５ －６．２９７０５２２ ***
３ －８．０７８２９３１ *** －１．２９６３６０１ －７．３４４３５２５ ***
４ －９．４２００７１１ *** －３．８２６８４８６ *** －９．９００８８８ ***
５ －９．６２８８４３３ *** －３．３７８７４０９ *** －９．８１２６３４６ ***
６ －９．５６６２９７７ *** －１．６４８６６７４ * －８．７６２７０７９ ***
７ －９．２８８４６５７ *** ０．２５７４６１７７ －７．４３５３５４９ ***
８ －８．９７８０８３７ *** －１．２１５５５４ －８．０３２３７５ ***
９ －８．２２５４２６４ *** －１．４６２８４０６ －７．５６０６０３９ ***
１０ －７．９８８２９８４ *** －０．１６４７８９８ －６．６１７５５９８ ***

表２ 更正４０事例・還付２０事例のCARに関する検定
統計量  1 の有意性

図１ 更正４０事例・還付２０事例の CAR に関する検定
統計量  1 の推移

経 済 学 研 究7214（ ） ６６－２
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ける分析対象を決定することにしよう。つまり

投資家が更正事例と還付事例の２群について，

それぞれ別々の反応を引き起こすような，性質

の異なるサンプルとして捉えるべきなのか，或

いはその逆に当該２群は TPTS の更正・還付

の報道に対して同質の反応を示すとみなすべき

なのか，を前節に続き再検証する。

更正事例と還付事例を２群として捉え，これ

らに平均の差の検定を実施した結果が表３に示

す通りである。それによればイベント期間にお

ける各日の CARについて，２群の平均値に差

が認められるのは t＝－３，７，８，１０の４営

業日に限られ，しかも１０％ 水準有意に過ぎな

い。この分析結果を踏まえると，更正４０事例

と還付２０事例の２群は別個のグループとみな

すには無理があるだろう。したがって大沼ほか

［２０１２］や加藤ほか［２０１５］がそうしてきたよ

うに，分析対象に最新事例を追加した本研究の

場合も更正事例と還付事例を同一グループとし

てサンプル構成することには大きな問題は無い

と考えた９）。

本節における検討をまとめると以下の通りと

なる。先験的に TPTS 適用という重大事故に

おける株価の下落は予想の範囲内であったが，

他方，一旦国庫に納まった納税額の還付に関し

て投資家はポジティブ反応を示すとの予想は誤

りであり，実際には還付報道に対してポジティ

ブ反応を示す事実は確認できない。この様な発

見により，新たな疑問が浮かんでくる。実際の

ところ投資家は更正・還付の TPTS 関連報道

に対して，いかなる要因に触発されて反応を起

こすのかという疑問である。この疑問を検討す

るために次節以降では TPTS 適用に対する市

場反応について，その原因を明らかにしてみる

こととしよう。

３．移転価格税制適用に対する市場反応の原因

分析

３．１リサーチ・デザインと分析対象事例

前節の疑問を受け，TPTS 適用によって引き

起こされる資本市場の反応について，投資家が

企業属性のいかなる要因に注目するのかを明ら

かにする。この研究目的達成のために前節まで

に TPTS 適用報道日をイベント日とする ES を

実施することで CARを算出し，予備的検討と

した。本節以降においては当該 CARを被説明

変数とする一方，（１）CG 変数や（２）財務数

値，（３）租税関連要因という３つのグループを

説明変数として準備し，重回帰分析を試みる。

これら変数については次節以降で詳述するが，

検証する説明変数として本稿において最も重要

と考えるのは CG 変数である。

９）このように更正事例と還付事例を同一のサンプ
ルとして編成することの妥当性を確認したこと
は少なからず本研究における発見事項であると
思われるが，他方，分析対象とした TPTS適用
事例が６０件に限られる点を見過ごすべきではな
いかも知れない。つまり今後の TPTS適用事例
や還付事例の増加によって２群の平均に差が認
められる可能性を完全に否定することもでき
ず，差し当たり現状確保されるサンプルにおい
て更正事例と還付事例を同一サンプルとするこ
とが許されると付言しておくべきだろう。

蓄積期間
等分散性の検定

（P値）
t検定（両側）

t検定（両側）：
Welch の方法

CAR(-10, -10) ０．０００５ *** ０．２５２６

CAR(-10, -9) ０．０００５ *** ０．６９１３
CAR(-10, -8) ０．０５６５ * ０．８７６２
CAR(-10, -7) ０．１４６９ ０．８５２６

CAR(-10, -6) ０．１７５０ ０．６６３１
CAR(-10, -5) １．００８８ ０．６８３５
CAR(-10, -4) ０．５５５６ ０．２５３５

CAR(-10, -3) ０．２３１８ ０．０９５６ *
CAR(-10, -2) ０．３７２７ ０．１１３５
CAR(-10, -1) ０．３９３８ ０．１７６９
CAR(-10, 0) ０．３３３５ ０．２８６１

CAR(-10, 1) ０．２００２ ０．３４２０
CAR(-10, 2) ０．３８２３ ０．１１２０
CAR(-10, 3) ０．１５２３ ０．２５９４

CAR(-10, 4) ０．０８８６ ０．３３１１
CAR(-10, 5) ０．２３０９ ０．２０９９
CAR(-10, 6) ０．２０４６ ０．１４３４

CAR(-10, 7) ０．１３６３ ０．０７４３ *
CAR(-10, 8) ０．２０１７ ０．０９５６ *
CAR(-10, 9) ０．７２８８ ０．１２１５

CAR(-10, 10) ０．６３５１ ０．０９４５ *

表３ ２群の CAR に関する平均の差の検定結果
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CG 変数に注目する理由として TPTS の強制

適用という重大事故を招いたのは未成熟な CG

構造が原因であると投資家がみなし，ネガティ

ブ評価を与えたと考えるためである。また逆に

TPTS 適用を受けたとしても，CG 構造が投資

家の信頼を得るほどに成熟していれば，彼らに

よる資本市場における評価も極端な失望を示さ

ないと考える。つまり TPTS 適用に見舞われ

た際の投資家の不安は，CG 構造の成熟度に

よって異なると考える。

そこで本節以降で分析対象とする TPTS 適

用事例であるが，表１において示す事例の内，

平成１８年５月（リンナイ）以降同２５年１２月

（ローム）までの５４事例に注目し，これらの

中から重回帰分析上の説明変数に関して欠損値

が存在しない４５事例を分析対象とした１０）。

３．２分析モデルにおける変数について

３．２．１被説明変数に関する検討

CG 構成の巧拙が企業パフォーマンスに与え

る影響を分析する場合，本稿冒頭において述べ

たとおり，財務パフォーマンス・スタディを行

う研究が散見されるが，その主な理由として

CG 改革が企業価値に好ましい影響を与えるの

に比較的長い時間を要すると研究者らが考える

からであろう。そのために企業価値を ROEや

ROA，トービン Q など資本効率を表す指標に

求め，これらを回帰分析上の被説明変数とし，

当該変数に影響を及ぼすファクターを探し当て

るという分析アプローチが定石となっていた。

その意味で短期の株価収益率やその蓄積値は

CG 改革を測定する指標としては不向きと考え

られているようである。例えば三隅［２００６］は

企業価値を株価収益率に求めているが，日次

ベースではなく月次ベースで収益率を求め，長

期効果を捕捉しようとしている。この様に観て

くると，研究者の大半は CG の改革効果を短期

の株価リターンによって捕捉する方法など成立

し得ないと考えているのかも知れない。

しかし本研究では２１営業日をイベント・

ウィンドウとして設定して短期の株価リターン

から CG の巧拙を評価しようと試みる。分析の

方法は CG 改革によって長い時間をかけて築き

上げた企業価値を直接測定するのではなく，

TPTS 適用という重大事故によって一瞬にして

崩壊する企業価値が CG の巧拙といかなる関係

性を有するのかに注目した。とりわけ本研究に

よって注目する TPTS は興味深い分析対象で

ある。なぜなら TPTS の適用事例はそもそも

発生件数が少なく，その上租税関連事象である

ことから情報非対称性が高くなる傾向を有す

る。さらに適用企業は海外進出を果たした巨大

企業が中心となる１１）ために，内部構成が複雑と

推察されるからである。

このような TPTS 適用事例に注目した先行

研究として加藤ほか［２０１５］にも注目してみる

と，－３≦t≦１０の間でネガティブ反応が継続

１０）このように本節以降の分析対象を平成１８年度以
降の TPTS適用事例とした理由であるが，本研
究で入手済みの CGデータ（Cges）が平成１８年
度以降となり，実質的にサンプルサイズを制約
する一要因となった。因みに平成１６年３月決算
期から「コーポレートガバナンスの状況」が有
価証券報告書総覧に盛り込まれるため，それよ
り前の Cgesデータは提供されていない。なお
Cgesとはデータのベンダーである日本経済新聞
デジタルメディア社の NEEDS事業部が提供す
る「CG評価システム NEEDS-Cges」のことで
ある。

１１）TPTS適用企業とは即ち海外進出企業を指すこ
とになるが，その海外進出企業における実際の
CGと法制度としての CGの関係について，市
古・津田［２０１０, p．５２］の指摘は興味深い。それに
よれば「人材，資金面で余裕がある企業で，か
つ，海外展開を伴っている企業の方が（法制度
としての CGを－引用者）先取り的に対応して
いる傾向が見られる」という。つまり現状で実
在する CG体制に対し，法制度として整備さ
れ，理想的な姿としての CGとの間に見出され
る乖離について次の様に述べている。それによ
ると彼らの調査結果から「法律を後追い的なも
のとみる傾向も確認され」るが，それは「企業
側がたえず，コーポレート・ガバナンスを改善
し続けている限りにおいては，法制度はそれを

経 済 学 研 究7416（ ） ６６－２
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する。これに対して本稿２．２における検証結果

では－３≦t≦４となる８営業日間で CARが下

降し，以後，上昇に転ずる。この様に観てくる

と投資家による TPTS 適用のネガティブ評価

はとりわけ上記８営業日間において行われたと

考えて良いであろう。

以上の検討から CAR (－3, 4) を算定し，こ

れを投資家の TPTS 適用に対して示した評価

の合計と考えた。そこで CAR (－3, 4) を被説

明変数の有力候補と考えるが，他方においてイ

ベント日を境にして前日と翌日の３営業日間，

つまり CAR (－1, 1) や，イベント日とその翌

日の２営業日間の蓄積値である CAR (0, 1) に

ついても注目し，これらが投資家による瞬間的

な反応を示すと考え，分析モデルに被説明変数

として追加採用することにした。なぜなら

TPTS 適用の報道日のみならず，一般的に重大

事故に対する投資家の反応が先鋭的に現れるの

は，より短期間であると考えられるからであ

る。

３．２．２CGに関する説明変数の検討

TPTS 適用に対する投資家反応の原因を明ら

かにするため，CG 変数に注目する。この観点

から最も重要と考えられるのは社外取締役が取

締役会に占める割合である。近時，会社法改正

において社外取締役の設置義務化が検討される

ものの，実務界の反対を受けて法制化には至っ

ていない。しかし「資本市場が社外取締役に強

い選好を持つ（宮島・小川［２０１２，p．４．］）」と

説明する通り，わが国企業へ投資する外国人が

投資の判断基準として社外取締役の比率に拘る

可能性があり，わが国の CG に内在する国際的

な相違を問題視するかも知れない。そこで社外

取締役比率（Shagai：後掲モデル式における

変数名。以下同様）に注目するが，実際の社外

取締役比率は後掲表４に示すとおり，標準偏差

が大きい。そこで社外取締役を採用したか否か

を示すダミー変数を説明変数として投入するこ

ととした。

TPTS 適用を企業に降りかかった重大事故と

捉える本研究では前示の通り，社外取締役の採

用は当該事故防止のために重要と考える。例え

ば社外取締役の設置を拒み続けてきたキヤノン

が社外取締役を招聘する理由として，TPTS の

適用回避に向けた対策としている１２）。当該事例

の含意とは，今や社外取締役は株主の代理とし

て経営不正の未然防止に貢献するための限定さ

れた役割１３）に留まらず，複雑化する国際取引に

随伴して生じる TPTS の適用回避のために，

一種のデューディリジェンスを社外取締役に託

す試みと認められる。この様に観てくると，高

度な税制選択やその回避は CG の影響を受ける

可能性がある。そこで社外取締役の採用の有無

が TPTS 適用報道における投資家の反応に有

意な影響を及ぼすのか否かを明らかにしてみよ

う。上述の通り，TPTS 適用を回避するために

社外取締役を配置する可能性があるとの前提を

踏まえると，社外取締役を配置した企業が実際

に TPTS 適用を受けた場合，期待に対する裏

切りと捉え，投資家による強い失望を示すと考

えるため，予測符号は負となる。

また次に注目する CG 変数として外国人投資

家比率（Gaikoku）を挙げる。外国人投資家

にはホームバイアス１４）が存在するため，わが国

オーソライズし，概念あるいは用語のレベルで
整理してくれ，企業内制度をリフレッシュする
もの」と調査の対象者らが捉えている。この様
な指摘を踏まえると，本研究において分析対象
とした TPTS適用企業の CGは，TPTSの適用
を予め回避するだけの卓越性を有する筈と考え
ることが出来るのではないか。

１２）『日経新聞』平成２６年３月１０日 朝刊１６頁。
１３）社外取締役導入は，「内部者によるモニタリング

を外部者の客観的な視点から補強する」目的が
あり，「社外取締役を導入している企業ほど，モ
ニタリング強化を志向している」と言える（青
木・宮島［２０１１, p.２７４］）。

１４）ホームバイアスの説明について宮島・新田［２０１１,
p．１３２］によれば，一般的に「国際分散投資にお
いて，自国資産への投資配分を他国資産への配
分と比べて合理的に説明できない水準にまで高

２０１６．１２ 移転価格税制適用企業の企業統治構造に関する実証研究 櫻田・大沼 7517（ ）
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企業への投資に対して参入障壁があると考えら

れる。しかし，それでも外国人投資家比率の上

昇が企業価値を増加させる理由として宮島・新

田［２０１１，p．１０７］は以下の通り主に２点指摘

している。その１つとして投資家の選好は「企

業規模や海外市場での知名度，業績，信用度，

取
�

締
�

役
�

会
�

の
�

構
�

成
�

（傍点－引用者）などで決定さ

れる」との理由である。そしていま１つは「海

外投資家のモニタリングが経営の効率化に寄与

した」との観点である。つまり，外国人投資家

の「モニタリング行動によって投資先企業の業

績を引き上げた」という解釈である。このよう

に CG 構造が卓越した企業を外国人投資家が選

好したにせよ，外国人投資家による圧力が奏功

して業績が改善されたにせよ，いずれにしても

外国人投資家比率の多寡は，CG の成熟の程度

を表す指標として活用することが可能であ

る１５）。したがって外国人投資家比率の高い企業

が実際に TPTS 適用を受けた場合，前出の社

外取締役比率との関係同様，強い失望が予想さ

れるため，符号は負であると期待される。

３つ目に CG 変数として注目するのは役員持

株比率（DIR）である１６）。同比率の多寡により

TPTS 適用報道に対して投資家の反応が異なる

可能性がある。なぜなら Morck et al.［１９９８］

や首藤［２０１０］が指摘するように役員持株比率

が増加するに伴い，アラインメント効果が発生

する。TPTS 適用という企業の重大事故におい

て役員持株比率が高い場合，投資家は経営者と

利害を共にすることを役員持株比率の高さに

よって確認し，不安を取り除くかも知れない。

つまり，役員持株比率が高い場合に TPTS 適

用後の事態収拾に経営者は全力を注ぐと投資家

は期待するため，予測符号は正となる。

４つ目に注目する CG 変数は取締役に占める

常務以上の役員数（Joumu）である。当該変

数は役員のうち，とりわけ経験や実績を豊富に

有する役員が意思決定において影響力を及ぼす

と考え，投入することとした。しかし反面，当

該変数は役員構成の中でも実力者による独善

的・強権的支配の強さを示すかも知れないた

め，予測符号は正負の両方が考えられる。

最後に情報開示に関する説明変数として

web サイトの充実度１７）を説明変数として投入す

る。会計情報の発信者たる企業経営者は「企業

の資源を魅力的に装う目的があり，さらに当該

資源の保持が適切で信頼性の高いことを訴える

める傾向を指す」とする。この理由について Leuz
et al .［２００９, p．３２４７］は「投資家にとって外国企業
がその国の政治といかなる関係を有するのかと
か，企業と銀行の関係，経営者家族の社会的地
位についての複雑な知識を有しない」からと指
摘している。

１５）企業価値と CG変数の関係について検討したと
いう意味では本研究の先行研究とも位置付けら
れる佐々木・米澤［２０００, p．３７］も，外国人持株比
率を説明変数として投入している。それによれ
ば当該変数について「外国人投資家は，企業金
融理論で想定される機関投資家の役割に近いガ
バナンス効果を持つ」とみなしている。

１６）本研究で分析対象となる TPTS適用企業におけ
る役員持株比率は後掲表４が示す通り２．０３５％
（平均値），４．８１４（標準偏差）であるが，参考
までに先行研究である佐々木・米澤［２０００，p．３５］
によれば，１９９２～１９９６年度の東証一部２７８社の

分析対象について役員持株比率は１．２２％（平均
値），３．１０（標準偏差）とある。また佐々木・米
澤［２０００］の先行研究と考えられる Cho［１９９９，
p．１０７］に よ れ ば１９９１年 Fourtune５００の 内３２６
社を分析対象とした企業の Insider ownership
は１２．１４％（mean），１８．１０（Standerd deviation）
とある。

わが国とアメリカの大企業の役員持株比率を
比較すれば，「日本企業の役員は自社の株式を有
していることは典型的であるが，その所有割合
は概ねアメリカ企業の役員持株の半分ぐらいの
割合（オプションは四分の一の割合）に過ぎな
い（Kaplan［１９９４，p．５４４］）」とされるが，その差
は年々拡大していると考えられる。

１７）企業経営者による積極的な情報公開の動機を
Naser［１９９３，p．１６］は次のようにも説明してい
る。それによれば「追加的な情報を提供するこ
とは自らの企業がインサイダー情報を有してい
ないことを市場に訴え，企業の市場価値を上昇
させ，企業経営者の役員報酬を市場価値に連動
させる」効果がある。結論としては「企業経営
者は情報公開する動機を有しており，情報公開

経 済 学 研 究7618（ ） ６６－２
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ために情報提供を心がけ，株価といった経済的

指標に好ましい影響を与えようとする（Naser

［１９９３，p．１５］）」と一般的に考えられる。また

「情報開示を積極的に行い，透明性の高い企業

ほど，外部のモニタリングによる規律づけが働

く（内閣府［２００４，p．１４］）」とも考えられてい

る。そこで TPTS の適用に対する投資家の反

応が TPTS 適用企業の普段の情報公開のあり

方に影響を受けていると考えた。

そもそも TPTS 適用は季節要因による年中

行事としての反復性はなく突発的であり，企業

の経済的価値を下落させる重大事故である。そ

して先述したとおり，TPTS 適用は過去に散見

された商製品の価格移転のみならず，無形資産

の保有を背景とした種々の手数料・使用料収入

の不徴収を根拠として適用が広まっている。つ

まり，近年においては TPTS 適用は移転する

資産の多様化を背景とし，比類無き個別化が進

み，結果，課税の予測可能性を著しく低下させ

た。このため投資家にとって TPTS 適用に関

する直接的情報を IR 情報から収集しなければ

ならなくなるが，恐らくそれら情報が潤沢に用

意されているとは限らない。

大沼ほか［２０１２］や加藤ほか［２０１５］の研究

成果や本稿２．２ 図１においても示した通り，

イベント日周辺で投資家によるネガティブ反応

が数日間に渡って観測されることを踏まえる

と，TPTS 適用がバットニュースであるのは間

違いないが，投資家にとって正確な評価が困難

と推測される。したがって TPTS 適用は投資

家にとって前例に乏しい未知の課税事件と解す

ることが出来，それら報道に際し極度の情報不

足に陥ると考えられる。そこで本研究では重大

事故である TPTS 適用に際して投資家が情報

収集に注力せざるを得ない点を踏まえる。具体

的には web における情報公開の程度が TPTS

適用法人への評価に反映されると考え，web

サイトの充実度を説明変数とした。予測符号は

潤沢な情報提供が普段より行われていたにも関

わらず，TPTS 適用を受けたことに対する失望

が強く表れると考え，負を予想した。

３．２．３財務数値に関する説明変数の検討

TPTS 適用に際して市場における投資家の反

応が，いかなる財務数値によって影響を受ける

のかを検討するために，１つ目の説明変数とし

て無形資産に注目する。TPTS は強制適用によ

り不可避的な追徴が課されるが，更正に対して

不服申し立て，そして租税訴訟への途を拓くこ

とも可能ではある。しかし取引価格が移転価格

ではなく，独立企業間価格の範疇にあることを

証明するための事務的コストが小さくない。そ

もそも TPTS 適用は平成２年以降，日立・松

下・東芝における VTR や半導体という工業製

品の輸出事例に始まるが，本稿で注目する事例

の中には平成１７年のソニーにおけるロイヤリ

ティ，翌年のワコールにおける商標権使用料，

リンナイにおける技術援助料，三井物産・三菱

商事における資源プラント設計の役務提供や合

弁会社へのノウハウ提供と，無形資産に関連す

る事例が増加傾向にある。

無形資産の計上が増加する背景としては古賀

［２０１２，p．２４］が指摘する通り，「マクロ経済

レベルでの背景」と「個別企業レベルでの背

景」が存在する。前者は「産業型経済（プロダ

クト型経済）から金融・サービス型経済（ナ

レッジ型経済）への経済基盤の重点移行」を内

容とし，後者は「企業間競争の激化と企業の競

争優位性の追求」を内容とする。この様な変化

する産業構造に関する分析観は TPTS 適用事

例の変遷についても明快な説明となる。つまり

近時の TPTS 適用が無形資産に傾斜するのは

サービス型経済への経済基盤の重点移行が背景

にあると言え，他方，TPTS 適用法人に至って

は企業間競争の激化によって海外子会社間取引

を増加させ，価格移転が疑われる事態に至った

によるコストに比し，企業価値を向上させる効
果が上回っていれば情報公開を継続する」と考
えられる。このような観点から「agency理論に
おいて企業経営者が，特に債務契約や役員報酬
規程といった自身の行動を制限する契約を行う
ことは合理的」とされる。

２０１６．１２ 移転価格税制適用企業の企業統治構造に関する実証研究 櫻田・大沼 7719（ ）
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と説明可能である１８）。

また無形資産は企業独自の資産で換金性が低

いことから，これらの特殊な資産の計上額が大

きければ大きいほど，TPTS 適用に際して投資

家はネガティブ評価をすると加藤ほか［２０１５］

が指摘している。さらに近時の TPTS 適用に

おいてトリガーとなる無形資産とは，「著作

権，基本通達２０－１－２１に定める工業所有権等

のほか，顧客リスト，販売網等の重要な価値の

あるもの（措置法通達６６の４（３）－３）」とされ

ており，無形資産の定義が曖昧なため課税側の

裁量が大きい点にも注目すべきであろう。望月

［２００７，p．４７１］も指摘するとおり，「一般的

な無形資産に含まれないものであっても，これ

により超過利益（通常の事業活動から得られる

利益を超える部分の利益）を生じさせるものが

ある場合があれば，これを移転価格税制上の無

形資産とすべき」と課税側は判断する。

加えて Grubert［１９９８，p．２８０］によれば，

「納税額の支払いの多寡は法人の過剰な貸し付

けの有無に依存する」特徴を挙げ，「無形資産

を海外に移転させ，多額のロイヤリティを受け

取る法人は過剰な貸し付けは行わない」と分析

している。その理由として「親会社居住地では

ロイヤリティに対して課税上，控除可能であ

る」ことから，税制によって親会社への資金還

流が如何に行われるのかが左右され，同時に無

形資産の存在もロイヤリティの発生上，無視で

きない要素と考えられる。

この他，親会社においてオンバランスされる

法的所有権として特許権などが挙げられるが，

それが存在すると言うことは，潜在的に親会社

のみならず子会社においてさえもオンバランス

されない無形資産が潜在する可能性を投資家に

予想させるであろう。そしてその結果，投資家

の不安を惹起し，ネガティブ反応となって現れ

ると予想する。このため TPTS 適用時の CAR
と無形資産の多寡の関係性から予測符号は負で

あると期待される。

次に裁量的会計発生高（以下 DA: Discre-
tionary Accrualsと略称する）を説明変数と

して投入する。経営者らは TPTS の適用回避

に努めるのが定石と思われるが，それにもかか

わらず結果的に TPTS 適用へと至れば，追徴

や課税庁による調査にリソースを割く結果とな

る。さらに Chen et al.［２００７］が指摘するよう

に一般的に追徴や調査を回避するために過激な

税務戦略を採用しないのが平均的な税務行動と

されるところ，TPTS の適用報道によって投資

家は経営者らが抱いた脱税をも辞さない冒険的

野心を思いがけず知ることになろう。

このように TPTS が適用されたことの原因

について，これまでの納税コンプライアンスの

欠如が蓄積された結果と投資家が考えるのであ

れば，彼らは企業利益にも裁量的判断が反映し

てきたと連想するかも知れない。つまり投資家

は TPTS 適用法人について租税負担削減を最

優先する幾多の税制選択を蓄積してきたことを

疑うわけであり，それと同時に利益調整行動も

刺激され，DA は高くなると推定した。そして

その様な DA が高い状態が TPTS 適用の前駆

症状と投資家は認識し，強い失望を示すと考え

た。そこで CAR と DA の関係性として負の予

測符号を期待する。なお，本研究で分析のツー

ルとして用いる DA であるが，算出方法は

Jones［１９９１］を基にして改良された Dechow

et al.［１９９５］による修正ジョーンズモデルを

用いる。

最後に財務数値として注目する変数は当座比

１８）この他，回帰分析における説明変数として無形
資産（比率）を投入して試論を展開した例とし
て宮島・小川[2012, p．11]が挙げられるが，それ
によれば「社外取締役が，アドバイス或いはモ
ニタリングを実施する際の情報獲得の困難さを
示す」指標として無形資産比率を利用してい
る。つまり「無形資産の比重が高いほど，社外
取締役の導入確率，あるいは，社外取締役の比
率が高い（宮島・小川[2012, p．13]）」という分析
結果を導出しており，当該結果の含意比率とし
て「情報獲得が困難な企業ほど社外取締役が高
い（宮島・小川[2012, p．14]）」と指摘する。
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率である。流動性資産保有の動機に関する一般

的説明としては「成長性の高い企業等が，将来

に直面する可能性のある資金調達制約を緩和す

る手段」と解釈される（堀ほか［２００９，p．２］）。

この点を踏まえて前掲表１に掲げる分析対象企

業を眺めると，それらは総資産が大きい企業が

中心であり，成長企業と成熟企業の間を行き来

するようにも感ぜられる。そして分析対象企業

の多くは企業のライフサイクルを逆行して若返

りを試みた結果，海外進出を果たし，TPTS 適

用法人となったと考える。

一般的には成長性の高い企業として想起され

るのは新興企業であり，それらの特性として時

価総額・総資産の小ささや買収対象企業となり

うる可能性１９）などが挙げられるが，それらは本

研究における分析対象企業と一致する訳でもな

い。しかし新興企業も本研究における分析対象

企業も高収益となる投資機会を強く求める点で

共通項を有すると考えるべきであり，互いに当

座比率が高く，積極的に投資機会を探求する企

業像が浮かび上がる。そこで本研究の分析対象

企業に TPTS が適用されると，投資家は企業

内の現金が取り返し困難な国庫へ納められる危

機を察知し，強い失望を示すだろう。よって

CARと当座比率の多寡との間に負の関係性が

発見されると期待する。

さらに資本効率を代表する財務数値として株

主資本利益率（ROE:Return on Equity）を

投入する。一般的に投資資本利益率について

Knutson［１９９３，p．２９］は投資顧問会社を例に

挙げ，意味の無い指標となる可能性を指摘して

いる。なぜなら実態として投資顧問会社では人

的資源が企業価値を決定づけるが，そもそも人

的資源については会計測定が現状では不可能と

なっており，会計数値に反映されない点を問題

視するためである。その様な見解を踏まえる

と，ROEについて説明変数としての有効性を

過大評価すべきではないかも知れない。なぜな

ら TPTS 適用法人においても例外なく貴重な

人的資源を有し，しかもそれが会計測定上，不

完全であると考えられるためである。このよう

に観てくると，投資資本利益率の一種である

ROEについてはコントロール変数としての有

意性を過大に期待すべきではないと付言してお

くべきである。

３．２．４租税関連要因に関する説明変数の検討

租税関連要因について本研究は２つの説明変

数に注目するが，本稿２．における考察から，

還付ダミーの投入を試みる。とりわけ本稿２．３

において展開された検証の通り，資本市場にお

いて観察された投資家の反応上は，更正事例と

還付事例の間に重要な差は存在しないとされ

た。つまり TPTS 適用後の還付通知に対し，

投資家の反応はポジティブではない。したがっ

て大局的には更正４０事例と還付２０事例は図１

において示されるように，イベント日周辺では

合計６０事例として一本の平均値の推移として

表されるのが妥当と認識するに至った。

そこで本稿２．３における予備的考察の結果を

本節において再度検証し，当該結果の頑健性を

確保する。その検証についてより具体的に述べ

るとすれば，イベント日周辺における CARの

多寡には，更正事例か還付事例かの違いが反映

されるとの仮説を再度検証し，還付事例につい

て１を与えるダミー変数を分析モデルに投入す

る。これらのことから２．３における検証結果の

否定を期待することになるなら，CARと還付

ダミーの関係性として予測符号は正を予測す

る。

次に租税関連要因として租税負担割合に注目

する。租税負担割合を表す具体的な変数はCurrent
ETR（Current Effective Tax Rate２０））である。

１９）この点について当座比率に注目する本研究の着
眼点に関連して，参考までに「フリー・キャッ
シュ・フローが高く，負債比率が低く，株式持
合比率が低い企業」が買収企業の選好材料とし
て注目されるという（胥［２００６, p．１５］）。

２０）本 文 中 で と り あ げ た Current ETRと ETRは
Chen et al.［２０１０, p．６０］における定義に従う。

２０１６．１２ 移転価格税制適用企業の企業統治構造に関する実証研究 櫻田・大沼 7921（ ）

【Ｋ：】Ｓｅｒｖｅｒ／経済学研究／２０１６　経済学研究Ｖｏｌ．６６，Ｎｏ２／本文／０００～０００　�櫻田様  2016.12.06 13.36.32  Page 21 



CETR

LNROELNC

LNW DA

DIRLNGCAR

当該変数の投入によって解明が可能なのは，租

税負担の高い法人にTPTSが適用された場

合，投資家がいかなる評価を下すかである。本

研究の問題意識の性質上，分析対象企業が節税

と脱税の境目を行き来する可能性を推定してい

る。その様な前提から租税負担割合の多寡に注

目し，Current ETRの高い法人ほど租税負担
を削減しようと海外取引において価格移転を行

うと考えた。しかし反面，Current ETRが低
い企業は租税負担削減の結果が既に現れてお

り，TPTS適用時点では租税負担の低い状態と

なっているのかも知れない。これらを踏まえる

と，CARとの関係で期待される予測符号は正
負の両方が考えられる。

３．３分析モデルと基本統計量，相関係数表

これまでの検討の結果，被説明変数として３

変数を準備し，これに対する説明変数として３

種１１変数を投入した分析モデルは次の式のよ

うに表すことになる。さらに変数の説明と基本

統計量を表４の通りに作成した。

表４より，被説明変数の CARはいずれも平
均値が負値であることから，イベント日周辺に

おける資本市場では，TPTS関連報道に関して

一般的にネガティブ反応を投資家が示すと言え

る。またCARの蓄積期間が長くなるに従い標

準偏差が大きくなる。このほか次の４つの説明

変数，つまり外国人持株比率（Gaikoku）や
ウェブサイト充実度（Web），当座比率（Current
Rate）そして ROEについては分析モデルに

ETRは税効果会計を踏まえ，毎期における法人
税等調整額を反映させた租税負担額を税金等調
整前利益で除して算出する。また課税所得と会
計利益の乖離についてManzon and Plesko
［２００２］が詳細を検討しているが，Book-Tax Def-
ferenceに関するモデル改良の試みが大沼［２００２,
p．８］に示されていることを付言しておく。

変 数 計 算 式 N 平均値 標準
偏差

最小値 最大値
第１
四分位
数

第２
四分位
数（中
央値）

第３
四分位
数

被説
明変
数

CAR(－3,4) Fama and French［１９９２］を参考とした３
ファクター・モデルを用いて、推計期間を
３１日前から１８０日前に設定して算出

５４
－１．２７８ ５．５７７－２０．０８０ １３．６０６ －３．３０２ －０．７６６ ０．５１５

CAR(－1,1) －０．２０６ ４．３１９－１２．９８７ ９．１１４ －２．４６１ －０．４５１ １．９３１
CAR(0,1) －０．１２４ ３．０７２ －７．１４１ ７．７５８ －２．０１７ －０．４３５ １．９４９

CG
変
数

Shagai Dummy 社外取締役採用企業に１，不採用企業に０ ５４ ０．６３０ ０．４８７ ０ １ ０ １ １

LNGaikoku Gaikoku の自然対数変換値 ５４ ３．３５７ ０．４３５ １．９５６ ３．９８５ ３．２３５ ３．４８１ ３．６０８

DIR 役員の株式保有比率 ５４ ２．０３５ ４．８１４ ０．００４ ２３．８６３ ０．０３６ ０．０７２ ０．２３６
Joumu 常務相当以上の取締役人数。規模調整済み ５４ ０．４９４ ０．２２５ ０．０７５ １．２６４ ０．３４０ ０．４８７ ０．６０７

LNWeb Webの自然対数変換値 ５４ ４．１２４ ０．１６６ ３．８１３ ４．４３３ ３．９６１ ４．１２１ ４．２３９

財
務
数
値

Intangible 無形固定資産合計／前期末総資産 ５０ ２．６０４ ４．５６６ ０ １４．２３２ ０．０１０ ０．０２２ ６．１５５

DA 裁量的会計発生高［修正 Jones モデル］ ５３ －０．００９ ０．０３９ －０．０９８ ０．１１５ －０．０３４ －０．００６ ０．０１６
LNCurrentRate Current Rate の自然対数変換値 ５３ ４．９５６ ０．６６４ ３．６２７ ６．３０６ ４．５５２ ４．８８０ ５．４４２
LNROE ROEの自然対数変換値 ４９ ２．０６４ ０．７９７ －０．５８０ ２．９９８ １．７６３ ２．２５８ ２．６６３

租税
関連

Kanpu Dummy 還付ダミー。還付報道に１，更正報道に０ ５４ ０．３７０ ０．４８７ ０ １ ０ ０ １

CETR 当期実効税率。（当期法人税、住民税及び事
業税合計額）／税金等調整前利益

５４ ０．３４３ ０．１６０ ０ １ ０．２７１ ０．３６４ ０．４１９

参

考

Shagai 社外取締役比率。（社外取締役人数／取締役
会人数）×１００

５４ １８．３９５ １９．０３５ ０ ８５．７１４ ０ １９．０９１ ３０

Gaikoku 外国人持株（保有）比率［有報記載数値］ ５４ ３０．９６１ １０．４１３ ７．０７０ ５３．８１０ ２５．４０２ ３２．４８０ ３６．８９２

Web
ウェブサイトの充実度。日興アイアール社算
出のウェブサイトの分かりやすさと使いやす
さ、情報の多さを評価して算出された偏差値

５４ ６２．６５４ １０．３１９ ４５．３００ ８４．２００ ５２．５００ ６１．６００ ６９．３２５

CurrentRate 当期当座比率。当座資産／前期末総資産 ５３１７７．２４５１２８．１０７ ３７．６００５４８．１２０ ９４．８０５１３１．６６０２３１．４６５

ROE 総資産当期純利益率 ５３ ８．５７３ ６．６６５ －９．９４０ ２０．０４０ ４．５５０ ９．１９０ １４．０８０

表４ 変数の説明と基本統計量

経 済 学 研 究8022（ ） ６６－２
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おいて有意な変数と考えられるものの，表４よ

り標準偏差が大きいことを配慮し，これらを自

然対数変換した数値を分析モデルに投入するこ

ととした。なお本研究では Current ETRの算

定の際に負値を得た場合にゼロと置き，１を超

えた場合に１とする変数加工の方法(winsorize)

を 先 行 研 究 で あ る Guenther［２０１４，p．３］に

倣って採用している。

次に表５より変数間の相関について検討す

る。同表は左下半分が Pearson の相関係数で

あり，右上半分が Speaman の相関係数であ

る。３つの被説明変数の相関について CAR
(－1, 1)と CAR (0, 1)の 間 で 最 も 強 い 相 関

（０．９１６）が 示 さ れ，次 い で CAR (－3, 4)と
CAR (－1, 1)の間の相関（０．６６１），最後に CAR
(－3, 4)と CAR (0, 1)の間の相関（０．５７３）の順

に低下する。このように蓄積期間が長い CAR
(－3, 4)に対して蓄積期間が短い CARとの相

関は低減する。また説明変数間の相関について

絶対値０．５以上を示す強い相関が発見された順

から，（１）LNGaikokuと LNROE（０．６５０），（２）

LNGaikokuと DIR（－０．６２３），（３）DIR と

Shagai Dummy（－０．５６６），（４）LNROE と

DA（０．５２４）となる。

これら結果の解釈のうち（１）について，外

国人持株比率が高まれば ROE上昇への圧力が

増すという関係なのか，或いはその逆で ROE
が高まった企業を外国人投資家が選好するの

か，いずれが原因でいずれが結果であるのかを

明らかにすることは出来ないが，現状としてこ

れら２変数に正の相関が認められた。また

（２）については外国人持株比率が高まれば役

員持株比率が下がる傾向を示した。これは役員

持株比率の上昇によるアライメント効果の発現

と外国人持株比率の上昇が裏付ける経営への介

入がいずれも投資家重視の経営へと向かわせる

が，役員持株比率と外国人持株比率は互いに代

替関係にあることを表すのであろう。また同様

CAR
(－3,4)

CAR
(－1,1)

CAR
(0,1)

Shagai
Dummy

LN
Gaikoku DIR Joumu LNWeb Intang

ible DA
LN

Current
Rate

LNROE Kanpu
Dummy CETR

被
説
明
変
数

CAR
(－3,4)

１．０００ ０．５２２ ０．５２９ －０．０１７ －０．００３ －０．１０８ ０．１５３ －０．２１５ ０．０８９ －０．０３５ －０．２１３ －０．１１１ －０．０２０ －０．００２

０．０００ ０．０００ ０．９０２ ０．９８４ ０．４３８ ０．２７０ ０．１１９ ０．５４１ ０．８０５ ０．１２５ ０．４４８ ０．８８８ ０．９８９

CAR
(－1,1)

０．６６１ １．０００ ０．９１６ －０．１２５ ０．０２４ ０．０７６ ０．０６７ －０．１０８ ０．０８６ ０．０１４ －０．１８２ ０．０１１ －０．０６４ ０．１９３

０．０００ ０．０００ ０．３６６ ０．８６１ ０．５８７ ０．６３１ ０．４３５ ０．５５３ ０．９２３ ０．１９３ ０．９４１ ０．６４６ ０．１６２

CAR
(0,1)

０．５７３ ０．９１３ １．０００ －０．２３９ ０．０７２ ０．１２８ ０．００４ －０．１７８ ０．０１５ ０．０４９ －０．０８８ ０．０５０ －０．０２７ ０．１１２

０．０００ ０．０００ ０．０８２ ０．６０４ ０．３５６ ０．９７５ ０．１９７ ０．９１６ ０．７２６ ０．５３０ ０．７３４ ０．８４６ ０．４２２

CG
変
数

Shagai
Dummy

－０．０４６ －０．０６３ －０．２４６ １．０００ ０．２９３ －０．５６６ ０．０３０ ０．３６７ ０．１７９ ０．１６２ －０．３０５ ０．１８７ －０．０４７ －０．０４１

０．７４１ ０．６５２ ０．０７４ ０．０３２ ０．０００ ０．８３２ ０．００６ ０．２１４ ０．２４６ ０．０２６ ０．１９９ ０．７３５ ０．７７１

LN
Gaikoku

－０．０５３ ０．０５０ ０．０３４ ０．３７０ １．０００ －０．４８７ ０．０２１ ０．２２５ －０．０２７ ０．０９９ －０．０３８ ０．３６９ －０．００９ －０．０６７

０．７０６ ０．７１８ ０．８１０ ０．００６ ０．０００ ０．８８３ ０．１０１ ０．８５４ ０．４８２ ０．７８９ ０．００９ ０．９５１ ０．６２９

DIR
－０．０６０ ０．００５ ０．０９８ －０．４５５ －０．６２３ １．０００ －０．２６７ －０．３５１ ０．００４ －０．２４５ ０．４４７ －０．４４８ ０．１３８ －０．０３５

０．６６７ ０．９７２ ０．４７９ ０．００１ ０．０００ ０．０５１ ０．００９ ０．９７５ ０．０７７ ０．００１ ０．００１ ０．３２０ ０．８００

Joumu
０．１４８ ０．０８６ －０．０３３ －０．０３４ －０．００６ －０．２２９ １．０００ ０．２３０ －０．２８４ ０．２２７ －０．３２８ ０．２８１ －０．１３３ －０．１８４

０．２８７ ０．５３７ ０．８１１ ０．８０７ ０．９６４ ０．０９５ ０．０９４ ０．０４６ ０．１０２ ０．０１６ ０．０５１ ０．３３８ ０．１８４

LNWeb
－０．１８９ －０．０５３ －０．１６８ ０．３８０ ０．３１６ －０．３１３ ０．２５４ １．０００ ０．１４２ ０．１５９ －０．３５３ ０．２７９ ０．０６３ －０．１８５

０．１７０ ０．７０４ ０．２２５ ０．００５ ０．０２０ ０．０２１ ０．０６４ ０．３２５ ０．２５５ ０．０１０ ０．０５２ ０．６５２ ０．１８１

財
務
数
値

Intangible
０．２８４ ０．１６６ ０．１０５ ０．２１９ ０．０２１ －０．１９２ －０．２６２ －０．０４０ １．０００ －０．１４７ ０．０７５ －０．１１８ ０．３００ －０．１６３

０．０４５ ０．２５０ ０．４６７ ０．１２７ ０．８８５ ０．１８１ ０．０６６ ０．７８３ ０．３１４ ０．６０７ ０．４３４ ０．０３４ ０．２５９

DA
－０．０６９ －０．０１２ ０．０１０ ０．１３２ ０．１５０ －０．０９６ ０．１３３ ０．１４１ －０．０５１ １．０００ －０．３９８ ０．５２４ －０．１２２ －０．１２１

０．６２２ ０．９３０ ０．９４３ ０．３４５ ０．２８３ ０．４９５ ０．３４３ ０．３１４ ０．７２８ ０．００４ ０．０００ ０．３８４ ０．３８７

LNCurrent
Rate

－０．２３５ －０．２２８ －０．１１０ －０．２９８ －０．２１５ ０．３３４ －０．３４６ －０．３４５ ０．１４６ －０．２８０ １．０００ －０．４１３ ０．３１６ ０．１７３

０．０９１ ０．１０１ ０．４３５ ０．０３０ ０．１２２ ０．０１５ ０．０１１ ０．０１１ ０．３１６ ０．０４４ ０．００３ ０．０２１ ０．２１６

LNROE
－０．１９０ －０．０６２ －０．０４０ ０．２２１ ０．６５０ －０．４３３ ０．２１６ ０．２９４ －０．１４１ ０．４８８ －０．４１６ １．０００ －０．１５９ －０．０２０

０．１９２ ０．６７３ ０．７８３ ０．１２７ ０．０００ ０．００２ ０．１３５ ０．０４１ ０．３５１ ０．０００ ０．００３ ０．２７６ ０．８９３

租
税
関
連

Kanpu
Dummy

０．０４１ －０．０５２ －０．０４８ －０．０４７ －０．０６５ ０．０４１ －０．１６３ ０．０７４ ０．２３８ －０．０５７ ０．２８６ －０．１８６ １．０００ －０．１０６

０．７６７ ０．７０８ ０．７２９ ０．７３５ ０．６３９ ０．７６６ ０．２４０ ０．５９４ ０．０９７ ０．６８４ ０．０３８ ０．２０２ ０．４４６

CETR
０．０５３ ０．０３７ －０．００２ ０．０２２ －０．１６６ ０．１３１ －０．１７３ －０．１７３ ０．１２２ －０．０９６ ０．１７２ －０．１７５ －０．１６３ １．０００

０．７０４ ０．７９２ ０．９９１ ０．８７７ ０．２３２ ０．３４３ ０．２１０ ０．２１０ ０．４００ ０．４９３ ０．２１９ ０．２２９ ０．２４０

表５ 変数間の相関
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に（３）についても社外取締役の導入と役員持

株比率は逆相関の関係にあるため，CG に及ぼ

す作用は代替関係にあると考えられる。最後に

（４）について ROEを上昇させる有力な背景

としてより多くの裁量的会計発生高の存在が類

推されるが，（１）も踏まえると外国人持株比率

の上昇が利益調整行動を促し，裁量的会計処理

を行わせる遠因となる可能性もある。

ところで相関係数の絶対値が０．５を下回る

が，説明変数間における興味深い相関の実態に

ついて２点言及しておく。１つ目に「フリー

キャッシュフローが多いことは経営者の自由裁

量が大きく，株主の資源が浪費される可能性が

高いことを意味しており，この結果，経営者に

よる資源浪費の可能性が高い企業ほど社外取締

役の導入が遅い（斎藤［２０１１，p．２００］）」との

所見に注目する。本研究ではフリーキャッシュ

フローの代替として当座比率（LN Current
Rate）を説明変数として投入しているが，当

該比率と社外取締役の採用（Shagai Dummy）
の関係について表５より負の相関を示してお

り，斎藤［２０１１］の知見と整合する点は興味深

い。

注目すべきいま１つの説明変数間の相関とし

て，社外取締役の採用と外国人持株比率の間に

おける負の相関関係を指摘しておくべきであろ

う。既に（２）と（３）により，外国人持株比率

が高い状態であれば，或いは社外取締役を採用

する状態であれば，役員持株比率をも同時に上

昇させてアライメント効果を発現させる必要は

無いと経営者は考えている可能性がある。その

理由としてこれらは代替関係にあると考えら

れ，外国人持株比率の上昇と社外取締役の採用

が実現すれば，役員持株比率を上昇させずとも

良質な CG が構築できると経営者は考えてお

り，その状態を投資家は好意的に評価している

のかも知れない。また先行研究に依れば「外国

人株主の所有比率の高い企業はいち早く社外取

締役を導入している」とされ，「外国人株主は

社外取締役を導入している企業に投資するのみ

ならず，彼らの存在が導入していない企業に

とって導入する圧力となっている（斎藤

［２０１１，p．２００］）」と指摘される。そこで外国

人持株比率の多寡が社外取締役の採用に対し，

いかなる関係性を有するのか表５を参照する

と，社外取締役比率の採用と外国人持株比率の

間に正の相関が認められ，斎藤［２０１１］の所見

を支持する結果となる。

４．分析結果

４．１分析結果と解釈

４．１．１CGの有意性について

本研究では TPTS 適用に関する報道に際

し，投資家反応としての株価騰落の原因を明ら

かにする目的があり，とりわけ CG 変数に高い

関心を示してきた。分析結果は表６に示す通り

であるが，CG 変数から外国人持株比率が，そ

して財務数値から無形資産がそれぞれ有意な説

明変数として安定した結果を導出した。また被

説明変数の蓄積期間が短くなるにつれ，有意な

変数が減少した。つまり CAR (0, 1)や CAR
(－1, 1)に比し，CAR (－3, 4)において有意な

説明変数が増加する現象は，蓄積期間が長くな

るにつれて投資家の行動に拡がりが生じて

CAR に影響を及ぼす要因が複雑化したためと

考える。

さて説明変数のうち，５％ 水準を超えて有

意となった変数について以下で解釈を試みる。

まず１つ目に社外取締役採用に関するダミー変

数であるが，TPTS 適用報道に対して投資家反

応はネガティブであり，model．３においてのみ

有意である。この理由として予想されるのは社

外取締役を投入してもなお，TPTS が適用され

たことへの投資家の強い失望が短期間に現れた

と考える。

また２つ目に理論的想定として外国人持株比

率が多いほど TPTS 適用に対して強い失望を

示すと予想したが，存外にも同比率と CARの

間には正の関係性が認められている。この結果
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の解釈については次のように説明が可能かも知

れない。つまり TPTS 適用によって惹起され

る不安に対して外国人持株比率が高い企業はス

トレス耐性が強いとの解釈である。このように

TPTS 適用報道という重大事故に見舞われても

外国人持株比率の高い銘柄の CARが下降しな

い理由として，外国人投資家によるこれまでの

投資経験から多くの TPTS 適用事例で還付や

更正税額の減額を予想し，織り込んだ可能性が

考えられる。しかし反面，TPTS 適用法人に対

する外国人投資家の反応がホームバイアスを背

景としているのであれば，TPTS 適用事例の詳

細に付き，外国人投資家による評価の遅れから

株価に反応が即時に反映されない可能性も指摘

される。

最後にウェブ充実度について解釈すると，当

該変数は model．１においてのみ １％ 水準有意

であり，その他の model では有意ではない。

model．１は ARの蓄積期間が最長の８営業日

であり，日数の経過と共に投資家による情報収

集にインターネットが活用されたことが想像さ

れる。係数符号は予測符号に一致し，日頃の

ウェブ上における情報提供の充実度が高い企業

は TPTS 適用という重大事故に見舞われた際

に，投資家による強い失望が示される。このこ

とは TPTS 適用報道に際し，従前，情報開示

に前向きであることが仇となって投資家の強い

ネガティブ反応を引き起こす皮肉な結果と解釈

可能でもある２１）が，それと同時に提供される情

報が市場に吸収されて株価に反映される様子は

市場が効率的であることを示している。

但し，ウェブ充実度の有意性を解釈する際に

留意すべきは，日頃の情報公開姿勢の熱心な企

業と雖も，実際のところ TPTS 適用に関連す

る有益な新情報が数多く市場に投入される訳で

は無い点である。１つの例に過ぎないが，更正

税額の全額が還付されるという意味では TPTS

２１）関連する指摘に三隅［２００６, p．３４］がある。それ
によると「IR体制および適時情報開示体制が整
備されているという意味でガバナンスに優れて
いる企業は，そうでない企業に比べて有意に株
式リターンが低い」とか，「企業経営の成果をよ
り正確に開示・伝達しようとしている企業ほ
ど，株式リターンが低くなっている」と指摘し
ている。但しこの結果に対して三隅［２００６, p．３４］
は慎重な解釈を試みており，それによれば「情
報開示の進展は，企業情報に対する不確実性の
低下をもたらす」ため，「超過収益率算出の際の
ベンチマークとなる均衡収益率の低下をもたら
す可能性」を指摘する。しかしそれにも関わら
ず，３ファクター・モデルではなく CAPMを用
いて超過収益率を算定した場合，「本来より高い
ベンチマークが用いられている可能性がある」
という。本研究は３ファクター・モデルを用い
て CARを算出していることから，三隅［２００６, p．
３５］が指摘した通り，「３ファクター・モデルな
ど，より多様なリスク要因を考慮したうえで算
出した超過収益率に基づいて，パフォーマンス
評価を行うことが必要」との問題点を克服すべ
く検討を試みた点を強調しておきたい。

説明変数 予測符号

model.1 model.2 model.3

VIFCAR(－3,4) CAR(－1,1) CAR(0,1)

係数 t 値 有意確率 係数 t 値 有意確率 係数 t 値 有意確率

CG
変数

Shagai Dummy － －２．０５１ －１．２０５ ０．２３７ －１．９８８ －１．２７９ ０．２１０ －２．３４７ －２．１２５ ０．０４１ １．５６８

LNGaikoku － ５．６７９ ２．０７３ ０．０４６ ５．７６０ ２．３０３ ０．０２８ ４．１１５ ２．３１６ ０．０２７ １．６５６

DIR ＋ －０．２６４ －０．９１３ ０．３６８ －０．１９７ －０．７４５ ０．４６２ －０．１３３ －０．７０８ ０．４８４ １．７１６

Joumu ？ ７．４５０ １．９４７ ０．０６０ １．８０７ ０．５１７ ０．６０８ －１．１１２ －０．４４８ ０．６５７ １．２６５

LNWeb － －１４．１６６ －２．７７６ ０．００９ －３．７２４ －０．７９９ ０．４３０ －２．９８６ －０．９０２ ０．３７３ １．５３４

財務
数値

Intangible － ０．４３１ ２．５３１ ０．０１６ ０．３４７ ２．２３６ ０．０３２ ０．２１５ １．９４５ ０．０６０ １．３８５

DA － １９．７７４ ０．９４０ ０．３５４ ３．２３４ ０．１６８ ０．８６７ ４．７４０ ０．３４８ ０．７３０ １．３２１

LNCurrentRate － －４．７４２ －３．７９６ ０．００１ －２．１９８ －１．９２７ ０．０６３ －１．１２５ －１．３８９ ０．１７４ １．３６８

LNROE － －１．５０６ －１．１３７ ０．２６４ －０．１１８ －０．０９７ ０．９２３ ０．２５７ ０．２９９ ０．７６７ １．４５３

租税
関連

Kanpu Dummy ＋ １．００６ ０．６０４ ０．５５０ －１．８５９ －１．２２２ ０．２３０ －１．５５７ －１．４４１ ０．１５９ １．４５６

CETR ＋ ５．４２１ ０．９９３ ０．３２８ －１．６４０ －０．３２９ ０．７４４ －３．１２８ －０．８８３ ０．３８３ １．２８０

定数項 ５８．５５７ ２．８１９ ０．００８ ７．３８５ ０．３８９ ０．７００ ６．４４２ ０．４７８ ０．６３６

AdjR 2/F 値（有意確率） ０．３９２／３．５７８（０．００２） ０．１７４／１．８４５（０．０８６） ０．１５５／１．７３１（０．１０９）

表６ 分析結果の概要
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適用事例の中でも稀有な事例とされる武田薬品

工業の場合，更正通知の受領から全額還付まで

に７年弱を費やしている。同社の場合，当該７

年間に投資家へ与えた適時開示情報は僅かに４

件に過ぎず２２），TPTS 適用を契機とした情報開

示の頻度と提供される情報の質と量について一

般的に十分とは言えない。このことは非財務情

報の開示の在り方を検討する際の論点提供とし

て示唆に富むのかも知れない。

４．１．２財務数値の有意性について

TPTS 適用報道における投資家の反応につい

て，無形資産の有意性が加藤ほか［２０１５］に

よって示されているが，本研究と加藤ほか

［２０１５］の分析結果は整合しない。加藤ほか

［２０１５］によれば TPTS 適用報道について，

無形資産の保有額が多ければ投資家の失望が大

きくなるとの知見が示されており，このような

投資家反応の理由として「無形資産はその内容

についての解釈が難しいために，結果として外

部からの透明性が低くなる」ことを指摘してい

る。これに対して本研究による検証結果によれ

ば，３つの model で一貫して CARと無形資産

の多寡は正の関係性が認められる。このように

加藤ほか［２０１５］と本研究による検証結果の比

較から，変数符号が反転した原因として，２つ

の研究におけるサンプルの違いに注目してい

る。つまり前示の通り加藤ほか［２０１５］の分析

対象は平成２年以降同２４年までの TPTS 適用

５１事例であるが，本研究は平成１７年以降同２５

年までの５４事例である。そして後者５４事例に

おいては比較的多くの還付事例を含んでいる。

したがってサンプル構成の違いにより加藤ほか

［２０１５］の分析結果と異なる解釈を試みる必要

があり，無形資産の潜在的利益獲得能力に対し

て投資家が好意的評価を示したと考えるのが妥

当であろう。

次に DAは有意な変数とは言えなかった。

TPTS 適用の背景には，適用企業における租税

負担削減を最優先する税制選択の繰り返しを投

資家が予想するとしており，その背景には利益

調整行動の活発化による DAの高まりが予想

されると考えた。しかしこの仮説は支持されな

い。租税負担削減行動が利益調整行動と同時に

展開されるのかを実証的に検証した研究２３）もあ

るが，本研究における検証では，TPTS 適用法

人に対する評価に利益調整行動は無関係である

ことが明らかとなった２４）。

最後に当座比率の有意性について注目する

２２）更正税額の全額が還付された武田薬品工業に関
する案件について，TPTS適用後の適時開示情
報の公表の経緯をみてみる。当該事例では TPTS
適用情報は平成１８年６月２８日付けで適時開示さ
れ，翌日に新聞報道されたが，同社が相互協議
申請をするのは２年後（適時資料「移転価格税
制に基づく更正処分にかかる相互協議申請につ
いて（平成２０年７月８日付）」参照）であり，当
該相互協議が不成立で終了し，異議申し立てを
行うとの情報が提供されるのはさらに３年後
（同「移転価格税制に基づく更正処分にかかる
相互協議の終了と異議申し立て手続きの再開に
ついて（平成２３年１１月４日付）」参照）であっ
た。結果的に本件は翌年春（同「移転価格税制
に基づく更正処分にかかる異議決定について
（平成２４年４月６日付）」参照）に一部が還付決
定された後，全額の取消を求めて同社が審査請
求を行った（同「移転価格税制に基づく更正処
分にかかる審査請求について（平成２４年５月７
日付）」参照）。全額の還付が認められたのは最初
の更正通知を受領してから７年弱（同「移転価
格課税に関する国税不服審判所長の裁決書受領
について（平成２５年３月２５日付）」参照）を要す
る長丁場となった。

２３）本研究成果から，TPTS適用報道において裁量
的会計発生高の多寡が投資家の失望の原因とは
ならないことが明らかになった。海外への価格
移転取引による租税負担削減行動と裁量的会計
発生高によって観察される利益調整行動の関係
性について，これらを直接的に検討した論攷で
はないが，例えば大沼［２０１０, p．１１０］によれば，
一般的な傾向として「日本企業はアメリカ企業
と比較して租税回避行動と利益調整行動を同時
に進めるというよりも，どちらかに重点を置
き，結果一方が減少するという関係が示唆され
る」としている。

２４）なお，説明変数とした DAについては Dechow
et al .［１９９５］による修正ジョーンズモデルを用い
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が，当該変数は １％ 水準有意の非常に強い負

の関係性を model．１において示すのみであ

る。そしてその結果は同じく当座比率を説明変

数とした加藤ほか［２０１５］による分析結果と整

合する。TPTS の適用報道が資本市場に投入さ

れれば，投資家は当座比率の高い企業の TPTS

適用については強い失望を示すこととなるが，

この反応の解釈として考えられるのは以下の通

りである。つまり一般的に株主還元に資するこ

とが明確でないキャッシュの大量保有は，エー

ジェンシー問題を引き起こすと市場で認識され

る可能性がある。その様な背景から TPTS 適

用報道がトリガーとなって高い当座比率を誇る

企業に投資家は強いネガティブ反応を示したと

考える。つまり経営者の業務対価に見合わない

高額報酬の支給が行われれば投資家が失望する

のと同様に，課税庁によって強制的に徴収され

る更正税額も投資家にとっては自らの懐を潤す

ことのない無駄な支出である。このように観て

くると TPTS 適用により遅かれ早かれ遺失す

るであろう現金に対する失望の多寡が現れるの

ではないか。

４．１．３租税関連要因の有意性について

２つの租税関連要因はいずれも有意ではな

い。還付ダミーが有意でないとの分析結果は，

TPTS 適用報道に際し，更正事例であるか還付

事例であるかに関わらず，株価は無反応か反応

したとしてもネガティブ反応を示すとの本稿

２．３における結論を示したが，重回帰分析の結

果から，強いてどちらかと言えば無反応と解す

べきかも知れない。このことから TPTS 適用

報道における更正事例と還付事例の資本市場に

おける投資家の反応に関して本研究における２

度の異なる検証を経て２群に分類する必要性を

否定することになる。つまり還付事例において

投資家はポジティブ反応を示さないとの分析結

果を追認し，一層の頑健性を付与することに成

功したと言える。

また Current ETRは加藤ほか［２０１５］にお

いても検証変数として投入されているが，予測

符号が一貫せずに有意性を伴わない点は本分析

結果と整合する。本研究成果を導出するまでの

過程で Current ETRのほかに ETRも説明変

数として投入したものの，有意な変数ではな

かった。つまり低い租税負担率は海外取引にお

ける価格移転が奏功した結果であるとの仮説

や，租税負担率が高いために海外子会社取引に

おいて価格移転を試みるとの仮説を支持する検

証結果は導出されていない。尤もこの変数が有

意とならない理由として，法人税率の基本税率

が平成２４年に３０％ から２５．５％ に減少してい

るが，これによる納税額の減少を租税負担削減

行動の結果としての納税額の減少と区別できな

い可能性が認められる。この点を踏まえると，

Current ETRが有意な説明変数であると指摘

した加藤ほか［２０１５］の検証結果も含め，再度

の見直しが必要かと思われる。

４．２本研究の貢献と残された課題

４．２．１本研究の貢献

本研究成果から，TPTS 適用による資本市場

の反応は CG 構造が背景となる事実が判明し

た。とりわけ CAR (－3, 4)の検証において

は，（１）情報開示を積極的に行い，ウェブ上の

情報公開が充実していた企業で当座比率の高い

企業について，TPTS 適用報道が市場へ投入さ

れると投資家は強い失望を示すことが明らかと

なった。また（２）外国人持株比率が高く，常

務相当以上の取締役の人数が多い企業で，さら

に無形資産の保有が多い場合には TPTS 適用

によっても株価は上昇することが明らかとなっ

た。これらのファクト・ファインディングから

導出される含意とは，TPTS 適用のみならず，

その他に企業価値を毀損させる重大事故に対す

る資本市場の反応において，上述した CG 変数

による影響を受けて投資家が判断を行い得ると

たとしたが，Kasznik［１９９９］による CFO修 正
Jonesモデルを用いても有意な変数の発見には
至らなかったことを付言しておく。
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言うことである。

さて従来，CG の巧拙と企業価値を結びつけ

た実証研究は財務パフォーマンス・スタディが

中心であり，「社外取締役の導入や人数・比率

上昇が有意なパフォーマンス効果を持たない

（宮島・小川［２０１２，p．２０］）」などの所見が示

され２５），CG の向上とパフォーマンスの向上に

ついて，わが国においては正の関係性を有しな

いとの結論も少なくない。そこで本研究では財

務パフォーマンス・スタディに代えて ES を試

みることで短期株価のパフォーマンスを観測し

た。しかも社外取締役が選任された時点をイベ

ント日とするのではなく，むしろ企業にとって

CG の巧拙が露呈する重大事故の発生，とりわ

け TPTS 適用の公表日に注目している。

社外取締役の機能を踏まえれば，その起用の

効果が企業価値に与える影響は長期パフォーマ

ンスに現れると考えるのがこれまでの研究では

定石であり，故に分析手法としては財務パ

フォーマンス・スタディを採用する理由であっ

た。尤も三隅［２００６］が試みたように月次デー

タによる長期株価のパフォーマンスを被説明変

数とする回帰分析を試みた研究も存在するが，

その場合は多くのノイズやバイアスをかき集め

る可能性を警戒せねばならない。そこで本研究

では従来の分析アプローチに拘泥されず，発想

を逆転し，TPTS という企業不祥事によって企

業価値が崩壊する様を２１営業日のイベント・

ウィンドウを確保して，短期株価のパフォーマ

ンスを検証した。この結果，TPTS 適用に対す

る失望が観察されたが，反面，CG の巧拙に

よって投資家の抱く不安は異なることが明らか

となった。このように本研究は社外取締役導入

などの CG の向上によってもたらされる企業価

値の増加を直接検証したわけではないが，間接

的に CG 構成に寄せる投資家の期待の大きさを

検証した点も，貢献の１つと考える。

わが国における TPTS 適用法人の現状とし

て，かつての商製品による国際的価格移転取引

の活用が相対的に減少している点が挙げられ，

平成１６年頃からロイヤリティ収入の未徴収な

ど，知的財産の存在を背景とした租税負担削減

手法が現れてくる。これに呼応して国税側では

新たな独立企業間価格の算定方法を模索し，

TPTS 適用による係争を事前に緩和する制度の

浸透を試みている。それと同時に還付事例が発

生し，勢いづいた TPTS 適用が失速する側面

も見受けられた。さらに租税負担の削減行動の

動態を把握するために Current ETRを算出

し，説明変数としたが，分析対象となった TPTS

適用事例の租税負担の低下は平成２４年度の法

人税率の基本税率が引き下げられた影響を受け

た可能性があり，この点における疑問点は解明

することが出来なかった。本研究における分析

対象はこの様な時代背景からサンプリングして

いるため，加藤ほか［２０１５］における分析結果

の一部とは整合しておらず，また一部に加藤ほ

か［２０１５］と同様，解決せねばならない問題を

包含している。

加藤ほか［２０１５］においては平成２年を起点

として TPTS の適用５１事例を収集したが，他

方，本研究は平成１７年以降の４５事例によって

２５）宮島ら［２００３, p．１７３］によっても同様の目的で分
析が行われているが，その結果は「Q，ROAを被
説明変数としたいずれの場合においても，社外
取締役導入自体とパフォーマンスとの間には有
意な関係は認められなかった」としている。さ
らに関連して，三隅［２００６］はわが国における有
力な機関投資家である企業年金連合会に注目
し，当該機関の株主アクティビズム効果がわが
国企業の CG体制や経営パフォーマンスに与え
た影響を分析した。分析方法は企業年金連合会
により編成された「コーポレート・ガバナンス
ファンドは，長期的な株主利益を目指したもの
であることを考慮し」，「長期効果の存在を分析
対象」とすべく，月次ベースの株式超過収益率
を CAPMを踏まえて算出し，検証している（三
隅［２００６, p．２４］）。分析結果はガバナンスファン
ド と し て 組 み 入 れ た 銘 柄 に つ い て「株 式 パ
フォーマンスがすぐれているということは確認
されなかった」とあり，「ガバナンスファンドの
創設意図は必ずしも実現されてはいない」と結
論している（三隅［２００６, pp．３４‐３５］）。
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サンプルを構成した違いがある。結果的にこの

差が投資家による無形資産に対する評価の差と

なって現れた可能性がある。つまり TPTS 適

用に際し，当初は無形資産の保有は資産の不明

確さを表し，投資家による不安を惹起させた

が，次第に無形資産に対する評価が変わり，多

くの無形資産の保有は超過収益力の源泉と考え

るようになったのではないか。さらに TPTS

が適用されることで投資家にとっては潜在して

いる無形資産が顕在化したと捉えたかも知れな

い。その様に観てくると加藤ほか［２０１５］と本

研究における分析結果の相違が無理なく説明で

きる。

４．２．２残された課題

最後に本研究の残された課題について言及す

る。本研究では CG 変数として役員持株比率に

注目し，当該変数の多寡が TPTS 適用報道の

際に投資家が抱く不安を除去する作用があると

考え，正の関係性を期待したものの，有意な説

明変数ではなかった。Morck et al.［１９８８］や

首藤［２０１０］によると，役員持株比率が低率で

ある状態から上昇するとアライメント効果を発

現し，アライメント効果からエントレンチメン

ト効果へ切り替わる境目は議決権掌握の５０％

以上としている。更にそれ以降は役員持株比率

が高率になると再びアライメント効果を発現す

ると指摘する。つまり投資家の好意的評価や不

安は ARや CARに現れるが，これらと役員持

株比率は線形関係になく，２次や３次の非線形

関係によって説明される可能性がある。非線形

関係を前提にすると言うことは，上場企業にお

いてアライメント効果からエントレンチメント

効果の発現へと切り替わる役員持株比率につい

て，閾値（極値）の発見が可能と考えている。

当該問題は直接的な課税問題ではないため本稿

ではひとまず問題点の指摘に留めておくが，こ

の残された課題に対しては大沼・櫻田［２０１６］

にて検証を試みているので参照されたい。また

外国人投資家の持分比率とホームバイアスの関

係について TPTS 適用後，外国人投資家が

TPTS 適用事例の解析を終えて次第に彼らによ

る持株比率が下降した可能性もある。言い換え

ればホームバイアスの緩やかな解消が起きたの

かについても今後，検証の余地が残ることを付

言しておく。

［後記］本研究は公益財団法人・石井記念証券研究振興

財団による助成（平成２７年度グループ研究）と基盤研

究（C） 課題番号１６K０４００６による成果である。謝し

てここに記す。
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