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１．研究目的 
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関連当事者取引は、企業にとってプラス・マイナスの両側面があり、どちらが現実と整合的かは実証的な問題 

国内非上場企業が新規上場に際して関連当事者取引を解消することが、 

企業パフォーマンスに及ぼす影響を検証すること 

 問題意識 

 研究目的 

プラス面 

• 情報フローの向上による経営効率の改善
（Ryngaert and Thomas（2011）） 

 

• 経営資源の有効な活用と最適な配分による
競争力向上（Yeh, Shu, and Su
（2012）） 

マイナス面 

• 経営者と投資家の間に情報の非対称性が生
じる時、経営者が関連者取引を濫用して自
己の利益を追求（Jensen, M. C. and 
Meckling, W. H.（1976）; Gordon, 
Henry, and Palia（2004）） 



２．関連当事者取引に関する先行研究 

 少数株主の利益搾取 

Cheung, Rau, and 
Stouraitis（2006） 

少数株主からの利益搾取の可能性がある関連当事者取引を行った場合、取引に関するア
ナウンスメント後、株価がネガティブに反応。 

Berkman, Cole, and Fu
（2009） 

関連当事者に対する債務保証契約を行った企業は、トービンのQ、ROA及び配当利回りは
低く、レバレッジが上昇。 

Jiang, Lee, and Yue 
（2010） 

関連当事者に対するローン取引について、総資産に対するローン取引金額の割合が高い程、
ローン取引以降のROAが低下。 

Gordon, Henry, and 
Palia（2004） 

関連当事者取引を行った企業の株価パフォーマンスが低下。 

 少数株主の利益搾取と株主価値向上の両側面 
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Cheunga, et al (2009） 
関連当事者取引には、少数株主からの利益搾取に繋がる可能性のある取引と株主への利
益提供に繋がる可能性のある取引が存在。 

Peng, Wei, and Yang
（2010) 

財務状態が不良な企業が行う関連当事者取引には、proppingを目的とするものが多い。 

Yeh, Shu, and Su
（2012） 

コーポレートガバナンスの健全性が関連当事者取引の性質に関連。 

Ryngaert and Thomas
（2012） 

取引相手が関連当事者になった後に行われた取引は、企業の収益性と負の相関があり、取
引発表時に株価が下落 



３．仮説設定 
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仮説２ 
有利子負債比率の高い非上場企業が行う関連当事者取引の解消は、企業パフ

ォーマンスを低下させる、少なくともその向上は限定的である。 

仮説１ 非上場企業が行う関連当事者取引の解消は、企業パフォーマンスを向上させる。 

仮説３ 
無形固定資産比率の高い非上場企業が行う関連当事者取引の解消は、企業パ

フォーマンスを低下させる、少なくともその向上は限定的である。 



４．データ －本研究における関連当事者取引－ 

 2004年1月から2007年12月に新規上場した企業について、新規上場時に財務局に提出した有価証券届出書
をもとに手集計で、 上場前5事業年度における関連当事者取引についてデータ化。 

 取引対象者の範囲： 財務諸表作成会社の役員及びその近親者、及びそれらの者が議決権の過半数を自己の
 計算において所有している会社及びその子会社 

 取引内容の範囲   ： 業務に関連する取引（仕入、販売、業務委託・受託取引等）及び不動産取引（不動
 産賃貸借・売買取引） 

 

 例：有価証券届出書（抜粋）  
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 関連当事者取引解消の年度別・種類別件数 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

 

 関連当事者取引（業務関連・不動産関連）の解消時期 

 

 

 

新規上場年 
新規上場 
企業数 

（REIT,金融除く） 

業務関連取引 
解消企業数 

業務関連・不動産 
取引解消企業数 

関連者取引解消 
(その他取引含) 

2004年* 83 19 27 45 

2005年 150 36 49 93 

2006年 180 42 60 107 

2007年 114 38 48 66 

合計 527 135 184 311 

連取引解消年度 上場期 上場‐1期  上場‐2期  上場‐3期  上場‐4期  上場‐5期  合計 

業務関連・不動産取引 
解消企業数  

26 43 46 45 16 8 184 
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４．データ －関連当事者取引解消の概要－ 

 *2004年は新規上場の5年度前が1999年4月1日以降に開始した企業のみを対象 



関連当事者取引データ 有価証券届出書 プロネクサスEOL 

新規上場時の株式所有データ・
役員データ 

有価証券届出書 プロネクサスEOL 

その他財務データ 新規上場申請のための有価証券
報告書データ主要項目版 

金融データソリュー
ションズ 

対象企業 日本国内の証券取引所に新規上場した企業 
（REIT、金融業を除く） 

対象期間 2004年～2007年 

■ データソース 

■ データ概要 
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４．データ －データソース－ 



■ トリートメント群とコントロール群 
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 望ましいマッチング 

 トリートメント群：関連当事者取引を解消した企業群 

 コントロール群-：関連当事者取引を解消しなかった企業群   

 

 困難性 

企業と経営者等との関連当事者取引については、原則として新規上場前に解消することが
要請されているため、関連当事者取引を解消しなかった企業群のデータは極少数に限定。 

 トリートメント群：新規上場前５事業年度において関連当事者取引を行っていて解消した企業群 

 コントロール群   ：新規上場前５事業年度において関連当事者取引を行っていない企業群 

５. 仮説１: リサーチデザイン －プロペンシティスコアマッチングによるDiD－ 



Prob (関連者取引解消ダミーi,t =1) = 

   F（β
0

 + β
1 
総資産(ln)i,t+1 + β

2 
売上高(ln)i,t+1 + β

3 
営業利益率 i,t+1 + β

4 
Adjusted ROA i,t+1  

     + β
5 
有利子負債比率 i,t+1 + β

6 
無形固定資産比率 i,t+1 + β

7 
親会社等持株比率 i,ipo + β

8 
役員等 

    持株比率 i,ipo + β
9 
社外取締役比率 i,ipo + β

10
 社歴 i,t+1+ β

11 
業種ダミー） 

■ マッチング 

 プロペンシティスコア算出モデル  
 
 
 
 
 
  
F＝ロジスティック関数 t=取引解消期、ipo=新規上場期 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
   (注1) LogitモデルはYan-Leung Cheung et al.に倣った 

 (注1) 

平均の差
（median） 

t-stat 

総資産(ln) -0.021  -0.264  

売上高(ln) 0.005  0.065  

営業利益率 -0.019  -1.581  

Adjusted ROA -0.004  -0.710  

有利子負債比率 -0.012  -1.445  

無形固定資産比率 0.007  0.973  

親会社等持株比率 -0.004  -0.424  

役員等持株比率 -0.010  -0.866  

社外取締役比率 -0.009  -1.867  

社歴 -0.063  -1.388  

業種ダミー -0.012  -0.851  

 関連当事者取引を行っていない状態に条件を揃えるた
め、関連当事者取引解消翌期の値を使用して、プロペ
ンシティスコアを算出。 

 

 マッチング後、各共変量について両群の間の平均に統
計的に有意な差異があるかを検証。社外取締役比率
を除く共変量については両群の間に統計的に有意な差
異はみられなかった。 

表１．マッチング後の共変量のバランス評価 
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５. 仮説１: リサーチデザイン －プロペンシティスコアマッチングによるDiD－ 



■ DiD (Difference in Difference) 

 トリートメント群とコントロール群の取引解消前後におけるAdjusted ROAの差分を比較し、両群の間で
統計的に有意な差異があるかどうかを検証 

  Adjusted ROAの差分 

  (1) [Adj ROA (取引解消期+1期)]–[Adj ROA(取引解消期－1期)] 

  (2) [{Adj ROA (取引解消期+1期)＋Adj ROA (取引解消期+2期)}／２] – [Adj ROA(取引解消期－1期)] 
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時間経過による効果 

DiD 
関連当事者取引 
解消による効果 

関連当事者取引を解消した企業群 
（トリートメント群） 

関連当事者取引を行っていない企業群 
（コントロール群） 

処置（取引解消） Adjusted 
ROA 

時間の経過 

５. 仮説１: リサーチデザイン －プロペンシティスコアマッチングによるDiD－ 

時間経過による効果 



  
トリートメント群の 

差分 
コントロール群 

の差分 
DiD t-stat 

(1) [Adj ROA (取引解消期+1期)] 
     – [Adj ROA(取引解消期－1期] 

0.041 0.017 0.024 4.758*** 

            

 (2)  [{Adj ROA (取引解消期+1期)＋  
        Adj ROA (取引解消期+2期)}／２]  
     – [Adj ROA(取引解消期－1期)] 

0.036 0.009 0.026 5.084*** 

 有意水準１％で統計的に有意に正の差異がみられた。 

 関連当事者取引を解消した企業は、関連当事者取引を行っていない企業に比べて、取引解消前
後でAdjusted ROAの上昇が大きくなるという結果が得られ、仮説１を支持する結果となった。 
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５. 仮説１: 検証結果 

■ Adjusted ROAの差分に関するDiD 



  
取引解消年企業群 

の差異 
取引未解消企業群 

の差異 
DiD t-stat 

(1) [Adj ROA (取引解消期+1期)] 
     – [Adj ROA(取引解消期－1期] 

0.051 0.025 0.025 1.658* 

            

 (2)  [{Adj ROA (取引解消期+1期)＋  
        Adj ROA (取引解消期+2期)}／２]  
     – [Adj ROA(取引解消期－1期)] 

0.055 0.024 0.031 2.008** 

 関連当事者取引を解消した企業は、関連当事者取引を行い取引を解消していない企業に比べて、

取引解消前後でAdjusted ROAの上昇が大きくなるということが示され、前述のプロペンシティスコア

マッチングによるDIDの検証結果を支持する結果となった。 
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■ 取引解消年企業群と取引未解消企業群に関する、取引解消前後のAdjusted ROAの差分に関するDiD
検定結果 

５. 仮説１: 頑健性の検証 



∆Adj ROA i,t ＝α＋ β1 (解消ダミーi,t)＋  β2 (有利子負債比率 i,t-1)＋ β3 (解消ダミーi,t*有利子負債比率 i,t-1) 

            ＋γ(コントロール変数 i,t-1)＋u i,t 

 関連当事者取引の解消によるAdjusted ROA上昇の程度が、有利子負債比率に依存するかについて、 

 重回帰分析により検証する。 

 

 重回帰モデル 

     
 

 

 

 従属変数 

  (1) [Adj ROA (取引解消期+1期)]–[Adj ROA(取引解消期－1期)] 

 (2) [{Adj ROA (取引解消期+1期)＋Adj ROA (取引解消期+2期)}／２] – [Adj ROA(取引解消期－1期)] 

 

 独立変数 

 取引解消ダミー 

 有利子負債比率 

 解消ダミーと有利子負債比率の交差項（解消ダミー*有利子負債比率）  
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６. 仮説2: リサーチデザイン －重回帰分析－ 



 有利子負債比率が関連当事者取引解消前後のAdjusted ROAの変化に与える影響 

  (1) (2) 

  
 [Adj ROA (解消+1期)] 

– [Adj ROA(解消－1期] 

  [{Adj ROA (解消+1期)＋

Adj ROA (解消+2期)}/２]  
– [Adj ROA(解消－1期)] 

取引解消ダミー 0.0133* 0.0133* 
  (1.850) (1.664) 
有利子負債比率 0.0770*** 0.0967*** 
  (6.870) (7.790) 
取引解消ダミー＊有利子負債比率 ‐0.0309* ‐0.0369** 
  (‐1.830) (‐1.975) 
Δln(総資産） ‐0.0365*** ‐0.0506*** 
  (‐6.668) (‐8.348) 
Δln(売上高） (0.001) (0.000) 
  (‐1.518) (‐0.163) 
Δ営業利益率 0.0205*** 0.0200*** 
  (3.043) (2.677) 
ΔAdj ROA 0.835*** 0.810*** 
  (40.450) (35.470) 
Δ有利子負債比率 0.126*** 0.163*** 
  (8.216) (9.636) 
Δ無形固定資産比率 0.0581*** 0.0727*** 
  (2.665) (3.014) 
Constant ‐0.0196*** ‐0.0314*** 
  (‐3.963) (‐5.730) 
Observations 1,835 1,830 
Adjusted R-squared 0.517  0.447  
t-statistics in parentheses*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 交差項[解消ダミー*有利子負債比
率]の係数は、統計的に有意に負と
なった。 

 

 有利子負債比率が高い場合の方が、
低い場合に比べ、関連当事者取引
解消後の企業パフォーマンスの改善
度合いが限定的であることを示してお
り、仮説２を支持する結果となった。 
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６. 仮説2: 分析結果 



∆Adj ROA i,t ＝α＋ β1 (解消ダミーi,t)＋  β2 (無形固定資産比率 i,t-1)＋ β3 (解消ダミーi,t*無形固定資産比率 i,t-1) 

            ＋γ(コントロール変数 i,t-1)＋u i,t 
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7. 仮説3: リサーチデザイン －重回帰分析－ 

 関連当事者取引の解消によるAdjusted ROA上昇の程度が、無形固定資産比率に依存するかについて、 

 重回帰分析により検証する。 

 

 重回帰モデル 

     
 

 

 

 従属変数 

  (1) [Adj ROA (取引解消期+1期)]–[Adj ROA(取引解消期－1期)] 

 (2) [{Adj ROA (取引解消期+1期)＋Adj ROA (取引解消期+2期)}／２] – [Adj ROA(取引解消期－1期)] 

 

 独立変数 

 取引解消ダミー 

 無形固定資産比率 

 解消ダミーと無形固定資産比率の交差項（解消ダミー*無形固定資産比率）  



 無形固定資産比率が関連当事者取引解消前後のAdjusted ROAの変化に与える影響 

  (1) (2) 

  
 [Adj ROA (解消+1期)] 

– [Adj ROA(解消－1期] 

  [{Adj ROA (解消+1期)＋

Adj ROA (解消+2期)}/２]  
– [Adj ROA(解消－1期)] 

取引解消ダミー 0.007  0.006  
  (1.526) (1.102) 
有利子負債比率 0.0229* 0.014  
  (1.704) (0.888) 
取引解消ダミー＊無形固定資産比率 -0.0680*** -0.0670** 
  (-2.954) (-2.541) 
Δln(総資産） -0.0441*** -0.0533*** 
  (-8.726) (-9.216) 
Δln(売上高） (0.001) 0.000  
  (-1.167) (0.234) 
Δ営業利益率 0.0125** 0.004  
  (2.174) (0.643) 
ΔAdj ROA 0.809*** 0.764*** 
  (38.160) (31.430) 
Δ有利子負債比率 0.0886*** 0.129*** 
  (5.446) (6.920) 
Δ無形固定資産比率 (0.003) (0.034) 
  (-0.118) (-1.268) 
Constant 0.00757** 0.003  
  (2.248) (0.835) 
Observations 1,784 1,779 
Adjusted R-squared 0.498  0.388  
t-statistics in parentheses*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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7. 仮説3: 分析結果 

 交差項[解消ダミー*無形固定資産
比率]の係数は、統計的に有意に負
となった。 

 

 無形固定資産比率が高い場合の方
が、低い場合に比べ、関連当事者取
引解消後の企業パフォーマンスの改
善度合いが限定的であることを示して
おり、仮説３を支持する結果となった。 

 



８．結論 

■研究目的 

 

 
 

■仮説 

 

 

 

 

 

 

■検証結果 
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国内非上場企業が新規上場に際して関連当事者取引を解消することが、企業パフォーマンスに及ぼ
す影響を検証する 

仮説１ 仮説２ 仮説３ 

非上場企業が行う関連当事者
取引の解消は、企業パフォーマン
スを向上させる。 

有利子負債比率の高い非上場
企業が行う関連当事者取引の
解消は、企業パフォーマンスを低
下させる、少なくともその向上は
限定的である。 

無形固定資産比率の高い非上
場企業が行う関連当事者取引
の解消は、企業パフォーマンスを
低下させる、少なくともその向上
は限定的である。 

仮説１、仮説２、仮説３の全ての仮説が支持された。 



9．結果のインプリケーション及び課題 

■ 結果のインプリケーション  
 

 仮説１：関連当事者取引は平均的に企業パフォーマンスに負の影響 

 仮説２：銀行からの有利子負債による規律付けと監視の下で形成された関連当事者取引は、
 効率的側面大 

 仮説３：無形固定資産比率の高い企業が行う関連当事者取引は、企業内部の経営資源を有
 効活用する手段として活用されており、効率的側面大 

 

 

 

 

 

■ 検証課題・今後の応用研究 

 サンプル企業数の充実による、分析の精緻性追求 

 関連当事者取引について内容の細分類 

 株価パフォーマンスの検証 

17 

非上場企業の出口戦略として、従来主流であった新規上場に加え、M&Aが選択肢として台頭してきた。 

本研究で明らかになったように、有利子負債や無形固定資産を多く抱える企業にとって、新規上場に際して関連当

事者取引を解消することが企業パフォーマンスにマイナスの影響を及ぼすことも、この背景の一つとして挙げられるので

はないだろうか。 
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