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1．はじめに

　本研究では決算発表日の前後30日（61日間）
における投資家の期待修正に着目する。本研究
のリサーチクエスチョンは，決算発表以降だけ
ではなく決算発表前の期間においても投資家が
合理的かつ事前調整的な期待修正をしているの
ではないかという点にある。加えて，そうした
事前調整的な株価変化の要因は何かを探ろうと
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するものである。より具体的に本研究は，市場
の情報効率性について確認したうえで，決算発
表前の期間に投資家の期待修正が達成される
EarlyBirds という現象が，利益情報の予測性
に対する反応ではないか，他の情報イベント
（修正開示や他社開示など）の影響によるもの
ではないかを仮説として検証するものである。
　決算発表期間における市場の反応は，多くの
先行研究が示すとおり発表前後の数日間にわた
り観測され，半強度の効率的市場仮説が想定す

『証券経済学会年報』第48号　2013年７月

決算発表前の事前調整的な期待修正（EarlyBirds）
と株価変化＊

村　上　敏　也
慶應義塾大学大学院経営管理研究科博士課程

＊　本研究にあたり太田康広氏から多くのご指導を頂いた。また伊藤邦雄氏の研究会および第76回証券経済学会全国大会，日本ディ
スクロージャー研究学会第４回研究大会における多くの方々はじめ，匿名のレフェリーの方々から大変貴重なコメントを頂いた。
ここに感謝いたします，ありがとうございました。無論，残る誤りはすべて筆者の責によるものである。



36　　証券経済学会年報第48号／研究論文

るほど迅速ではない。しかし一方で，考えられ
ていたよりも早くすでに決算発表前の期間にお
いて株価変化として現れることがある。後に
データで示すとおり，2000～2010年の日本にお
ける東証上場企業のうち，決算発表期に累積異
常リターン（CAR：cumulative abnormal re-
turn）が観測され，かつ決算発表「前」の期間
内に投資家の期待修正が完了していると思われ
る企業（EarlyBirds）が，毎期平均16％（約
170社）～35％（約370社）の割合で安定的に存
在することが明らかになった。
　さらに，検証の結果，利益情報の（変動性が
小さく）予測性が高いほど投資家の事前調整的
な期待修正が促されるとともに，経常利益およ
び営業キャッシュフローの変動性がともに大き
い場合にも EarlyBirds である確率が高くなる
ことが確認された。利益情報の安定性が投資家
の期待修正のタイミングに影響を与えるという
結 果 は，Dichev and Tang 〔2009〕， 海 老 原
〔2010〕など先行研究における利益の変動性と
予測性の議論とも整合的であり，利益の予測性
が実際に投資家の意思決定に影響を与えること
を実証的に示した点で，会計情報の意思決定有
用性の観点からも本稿の新しい貢献が期待され
る。また，投資家の期待修正タイミングを定量
的に識別する簡便な手法を提案している点にも
本研究の独自性がある。
　確かに，決算発表前の期間において投資家の
期待修正が観測されるのは，経営者予想の修正
開 示 や 産 業 内 で の 情 報 伝 達（information 
transfer）効果など多くの研究のとおり既知の
事実である。また株価は会計利益をリードする
と言われるとおり（Kothari〔2001〕），決算発
表に含まれる情報内容の多くは決算発表前にす
でに株価に織り込まれているかもしれない。し
かしながら，決算発表日に開示される内容が増
分情報量をもたず，投資家の意思決定をもはや
促さなくなる状況が存在するということは，事
前の期間において単に異常リターン（AR：
abnormal return）が観測される可能性がある
というこれらの議論とは全く論点が異なるもの
である。決算発表を目前に投資家の期待修正が

収束するという EarlyBirds 現象について，そ
のメカニズムは決して自明ではない。投資家に
よる事前調整的な期待修正の傾向は，決算発表
前の期間において単に AR が観測されるという
事実だけではなく，本研究のように決算発表前
後の期間を区別して CAR を比較することでは
じめて識別できる現象である。ここに本研究の
意義はある。

（１）決算発表前の期間

　決算発表によって公表される財務情報が，将
来キャッシュフローに対する投資家の期待修正
に影響を与えるとき，その影響は決算発表期間
における株価の変化となって現れる（Beaver
〔1968〕，Fama et al.〔1969〕）。決算発表期間
における株価変化を観測することにより，公開
される財務情報と直接観測することが困難な投
資家の期待修正との関係を分析する研究手法は
一般にイベントスタディと呼ばれる。特に決算
発表などの利益公表と市場反応を分析するイベ
ントスタディにおいては，期待修正の大きさを
示す代理変数として，事象期間（event win-
dow）内で観測された株価変化を市場のシステ
マティックなリスクによって調整し合算した
CAR（累積異常リターン）を用いる。そして，
この CAR の測定においては，たとえば決算発
表日を中心としてその前後の日数を事象期間に
ふくむことが多い。
　研究者が設定するイベント期間の日数は分析
目的などによって様々である。研究者がイベン
ト前後の日にまで分析対象を広げる動機として
は，次のような理由がある；効率的市場が数日
早く情報を知った可能性がある，市場に情報が
浸透するのに時間を要する可能性がある，また
公表日データが厳密には正確でない可能性
（Scott〔2006〕，Berkman and Truong〔2009〕）
がある。イベントに対する市場の反応を的確に
捕捉するため，研究者はイベント日のみを分析
対象とするのではなく，イベント前後の日にま
で事象期間を拡張し CAR を検証する動機
（Scott〔2006〕）をもつ。
　しかし，決算発表の後と前ではイベント期間
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にふくむ日数がもつ意味は大きく異なる。決算
発表日から「後」の日数は，公表された情報を
「解釈」（Chen et al.〔2010〕）し株価に反映さ
せる期間を考慮する。これに対して決算発表
「前」の日数は，アナリストや投資家による未
公 表 の 私 的 な 情 報 の「 探 索 」（Chen et 
al.〔2010〕）とその情報に基づく取引を考慮す
るものといえる。決算発表日前の取引は，決算
発表にふくまれる将来キャッシュフローのシグ
ナルに対する投資家間の期待値の差違に起因す
る（Morse〔1981〕）と考えられる。すなわち，
決算発表前の日数はインサイダーや漏洩による
偶発的な取引に加え，探索された何らかのシグ
ナルまたはその手がかりから形成した期待によ
り売買ポジションを取る投資家の合理的な取引
を考慮していることになる。
　一般にイベントスタディは投資家の期待修正
に対する発表情報の影響を分析することを目的
とする。この目的に反し，決算発表前の期間に
観測される事前取引の現象は，事前情報や私的
情報など経営者とアナリスト，投資家および投
資家間での情報の非対称性，発表される価値関
連的な情報の予測性などの影響を受け，むしろ
発表情報の影響に対する解釈を一層複雑にする
ものである。しかしながら，多くの研究者が
様々な動機により決算発表前の事象期間を広く
設定する傾向にある。事実，桜井・後藤〔1992〕
などいくつかの研究においても，決算発表より
も２週間程度早い時期に共通して何らかの事前
調整的な傾向が記録されることがあるものの，
その点が主要な分析対象とされることはない。

（２）インサイダー取引規制

　従来の研究では，決算発表前の株価変化はイ
ンサイダーなど私的な情報をもつ一部の投資家
による取引が主な原因であると説明されてき
た。 実 際，Acharya and Johnson〔2010〕 は
2000～2006年における企業買収合併の調査に
よって，内部関係者の数が増加することで内部
関係者による事前取引が増加する証拠を提示し
た。彼らによれば内部者による事前取引の増加
は情報シンジケートの拡大を背景としている。

しかし一方で決算発表前の私的な情報に基づく
取引のうち，特にインサイダーによる取引は公
正取引の観点から厳しく規制されている。たと
えば Morse〔1980，1981〕，Noe〔1999〕では，
経営者などの私的情報をふくむインサイダー取
引が米国において決算発表前に有意に観測され
ないことを明らかにした。日本においても2004
年の金融商品取引法の改正後に，東証が2005年
７月に「適時開示体制の整備の手引きと宣誓書
の記載上の留意点」にて公表プロセスの「公平
性」の確保を上場企業に要請した。企業側でも
沈黙期間（quiet period）を設けるなど自主規
制がすすんだ。日本インベスター・リレーショ
ンズ協会の「IR 活動の実態調査」によれば
2006年時点で，回答企業のうち58％が決算期末
から決算発表の前日（53％），３週間前（16％），
２週間前（14％）のいずれかの期間において既
に沈黙期間を設定していると報告されている。
これらの自主規制が内部者取引の牽制にどれほ
どの効果をもつものかは定かでないが，少なく
とも内部関係者による情報優位性の乱用を牽制
し市場取引への影響を局所化する効果はもって
いるものと想定した。すなわち，インサイダー
など局所的で偶発的な取引による影響という観
点だけでは，過去11年間にわたり安定的に観測
される EarlyBirds という現象を説明するのに
は不足があり，他の要因の存在が仮定されるの
である。
　以下，本稿は次のように構成される。続く第
２節ではイベントスタディにより決算発表に対
する投資家の期待修正を AR として観測し，市
場の情報効率性を確認する。その上で決算発表
日の前後で CAR を比較し EarlyBirds を識別
する。第３節では事前調整的な期待修正の要因
を 関 連 研 究 な ど か ら 整 理 す る と と も に，
EarlyBirds 現象の生起モデルについて検証可
能な仮説を導出し，ロジット分析により仮説を
検証する。第４節は結論である。

2．市場の情報効率性

　本研究はまず決算発表で公表される情報に対
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して市場が効率的であるかをイベントスタディ
により再確認することから始める。情報効率的
な市場においては，投資家は将来の企業価値に
関連する情報により企業価値に関する期待を合
理的に改訂し，それが株価の変化となってあら
われる。したがって，もし市場が効率的でない
ならば決算発表前に何らかの AR が観測された
としてもその反応は投資家の合理的な行動の結
果とは言えない。一方で市場が効率的であるな
らば決算発表前に観測される AR は何らかの情
報が決算発表前にもたらされていることを示唆
するものである。さらに，累計した CAR を決
算発表の前後の期間で比較すれば，どちらの期
間において投資家が主要な期待修正を行ったか
識別することができる。以下ではイベントスタ
ディによる市場の情報効率性の確認と，投資家
の事前調整的な傾向を観測する方法についてリ
サーチデザインとデータを記述する。

（１）リサーチデザイン

　投資家の事前調整的な傾向を観測するにあた
り，３ファクターモデルでのイベントスタディ
により決算発表日を中心とした暦どおり（休日
等をふくむ）の前後30日の事象期間（61日間）
において発生した日次リターンベースの AR を
算出する。ノーマルリターンを評価する推計期
間は決算発表前の－300日から決算発表後60日
（361日間，うち事象期間は除外）である。AR
はイベント・パラメータ・アプローチ（Malat-
esta〔1986〕）により事象期間の各日に対応す
るダミー変数の係数として推計し，その t 値に
より有意水準を評価する。また，ダミー変数の
係数（すなわち AR）を０とする帰無仮説に対
して，有意水準10％未満で棄却されたものを
AR として採用し，帰無仮説が棄却されなかっ
たものは AR をゼロとして扱う。
　次に投資家の事前調整的な期待修正を観測す
るため，事象期間初日（－30）から末日（＋30）
まで各日の CAR を各企業年度について計測
し，これを用いて新たに指標「TIME」を定義
する。すなわち，企業 i の年度 t における，
TIMEit は次の式にしたがう：

　　TIMEit＝min｛Tit￨（CARTit/CARit） 
　　　　　　　≧達成基準｝，－30≦Tit≦30

達成基準は，決算発表日周辺における投資家の
期待修正について，CAR の何割に到達する時
点をもって主要な意思決定が完了したと識別す
べきかを決める閾値である。期待修正の完了を
識別するための最適な閾値は今後の詳細な議論
を必要とする。本研究では主に75％を達成基準
に採用し，必要に応じて25％，50％での結果も
併記する。ここで TIME の値が負（０日未満）
であった企業年度を，決算発表日に対して投資
家の意思決定が早期に行われているという意味
において「EarlyBirds」として定義する。一般
に early bird とは早起きの人あるいは定刻より
前に来る人の意から転じて，催事への事前申込
やアーリーステージで投資するベンチャーファ
ンドなどを意味し，早期の（投資）意思決定を
含意する用語である。本来 EarlyBirds は「投
資家」の事前調整的な期待修正傾向を指すもの
であるが，説明の都合上，以下では投資家の期
待修正が事前調整的であった「企業年度」につ
いても単に EarlyBirds と略記することがある。

（２）データ

　データは日経 NEEDS データベースから，日
次の株価および TOPIX データ（終値），決算
発表日，日経業種33中分類データ等を取得して
分析に用いる。株価の日次リターンは株式分
割・減資の影響を考慮して分割日当日または当
日に取引がない場合には分割日以降直近の取引
日のリターンを分割比率で調整して利用する。
業 績 予 想 お よ び 修 正 開 示 デ ー タ は 日 経
NEEDS-Financial QUEST を用いる。３ファ
クターモデルにおける SMB および HML ファ
クターは，久保田・竹原〔2007〕に従って算出
された日経メディアマーケティング「日本市場
における Fama-French ベンチマーク関連」金
融除く日次データを用いる。
　分析の対象とした企業は，東証第１部，第２
部，マザーズに2000年～2010年の間のいずれか
または全期間において上場しており，３月期決
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算で期中に決算期の変更がなく，会計期間12ヶ
月で必要な財務データ等が取得可能な企業であ
る。銀行（証券金融），証券，保険の各業種に
おいては日経 NEEDS でこれら企業の決算発表
日データが取得できないため分析の対象外とし
た。安定して営業キャッシュフローのデータが
取得できる2000年３月期以降を分析対象とし
た。AR の測定において十分な終値データがな
い，あるいは３ファクターモデルの F 検定が
１％水準で有意とならなかった企業年度を除外
した。連結ベースの決算発表を分析対象とし，
なければ単体，また単体と連結の決算発表日が
異なる企業については分析から除外した（416
件）。この結果，全期間中の決算期間12ヶ月，
３月決算，決算発表日データ取得可能，金融業
等除く17,681企業年度のうち分析対象は11,568
（65.4％）企業年度となった。またロジット分
析でも同じく本項のデータを用いるが，修正開
示データが2003年度から利用可能であること，
また外れ値となる企業年度を除外することなど
から分析対象となるサンプルサイズは更に限定
され8,801企業年度である。

（３）実証結果

　表１は決算発表前後30日の期間において観測

された日次リターンにおける AR の回数（すな
わち AR が観測された日数）を集計したもので
ある。決算発表の前後の期間を通じて平均４日
前後にわたり最大で26回もの AR が観測されて
いる。AR は投資家の期待修正がそのタイミン
グで行われたことを示唆している。この結果は
一見，極めて短時間で情報が株価に反映される
という半強度の情報効率的な市場の性質に反す
るものである。むしろ市場のマイクロストラク
チャーにおける現象のように，市場にもたらさ
れ る 新 た な 情 報 が 試 行 錯 誤 的（Biais et al.
〔1999〕）に調整されていく状況に近く，決算
発表の前後30日の期間において断続的に AR が
観測されるものと解釈できる。
　さらに図１は決算発表期間に観測された AR
の日数をヒストグラムにしたものである。10％
水準で有意な AR が観測されなかった企業年度
は除外されるため０回（日）には観測値が存在
しない。決算発表日を中心とする期間において
４回を超えて繰り返し期待修正が観測される企
業も多く，観測値がプラス方向に偏って裾が厚
く 分 布 し て い る。 こ の 結 果 は，Biais et 
al.〔1999〕の試行錯誤的に情報が緩やかに株
価に吸収されていく過程や，私的情報が示唆す
る価格に至るまで複数の日数にわたり取引が繰

表 １　決算発表期に観測される期待修正の規模と回数

Year 規模（CAR） 規模（|CAR|） Mean Median Std. Dev. Min Max

2000 14.61 37.89 4.55 4.00 2.76 1 19
2001 8.26 23.73 3.93 3.00 2.53 1 18
2002 8.47 19.44 2.94 2.00 2.04 1 13
2003 10.32 31.18 4.57 4.00 2.92 1 24
2004 6.90 23.63 4.44 4.00 2.84 1 23
2005 4.64 18.53 4.49 4.00 2.87 1 26
2006 3.60 19.30 4.09 4.00 2.63 1 20
2007 3.14 21.14 4.70 4.00 2.82 1 18
2008 5.97 24.61 4.34 4.00 2.64 1 24
2009 13.22 25.80 3.06 2.00 2.25 1 20
2010 6.84 22.79 4.35 4.00 2.68 1 20

（Pool） （7.24） （23.59） （4.16） 歪度（1.44）尖度（6.58）

　（注） 　期待修正の規模は CAR（累積異常リターン），|CAR| は AR を絶対値で累積（ともに平均，単位％）。Mean～Max
は決算発表期間（－30～＋30）に観測された10％水準で有意な AR の回数（日次のため日数）の平均値等。歪度・尖
度は全企業年度の分布。2000年～2010年の東証上場企業（除く金融・証券・保険），各年平均，Pool は全企業年度
11,568件の平均。
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り返されるという Morse〔1980〕の指摘とも
整合的である。また私的情報をもった市場参加
者には自らの情報優位性を保つ動機があり，私
的情報の内容が悟られないように徐々に取引が
行われる（Noe〔1999〕）という状況にも合致
する。
　しかし一方で，Morse〔1980〕の指摘した決
算発表前の「私的情報」に基づいた思惑による
ポジション形成のための取引と，発表後の私的
情報が示唆する価格との比較によるポジション
調整のための取引との２つのタイミングの異な
る取引動機にも見られるように，観測される
AR は決算発表の前後で生じる様々な情報への
反応をも当然に捕捉しているものと考えられ
る。したがって表１や図１の結果からだけでは
必ずしも市場が非効率的であるとは言えない。
　次に，TIME 指標により投資家の期待修正タ
イミングを分析した結果が図２である。決算発
表日を中心とする前後30日の各日において，投
資家の期待修正が完了した企業年度の度数を示
している。期待修正の完了を識別する CAR 達
成基準として25，50，75％の閾値を用いて，各
基準で判別した達成日での企業年度の数を積み
上げている。期間中に生じる CAR の25％の多
くは決算発表の前に，一方で75％は決算発表の
後に生じている。
　注目すべきは全ての達成基準において，決算
発表当日を示す０日に加えて翌１日目と３日目

の度数が顕著な点である。これら３日分を合計
すると突出した最頻値をなす。当日の取引時間
後に公表された情報は翌日の取引で反映され，
同様に金曜日の取引時間後に公表された情報は
３日後の取引で反映される。すなわち，決算発
表タイミングの定式化の不適切さによる誤差
（Morse〔1981〕）を考慮すれば，決算発表期
における投資家の期待修正のほとんどは決算発
表の当日（または翌取引日）に集中する。この
結果は決算発表によって公表される情報内容が
決算発表期において最も影響をもつばかりでな
く，全体的な傾向からすれば（最頻値におい
て）市場が情報効率的であることを示唆するも
のである。決算発表期における決算発表以外の
事象をコントロールしたうえでのこうした傾向
は，Morse〔1981〕における「決算発表の前に
は決算発表に関係した一切の活動が見られな
かった（中略）この結果は株式市場において決
算発表を予期した活動が明らかに存在しないこ
とを示唆している」という半強度の効率的市場
仮説を支持する結論とも整合的である。
　ここまでの結果，過去11年間における「平均
的な企業年度」の傾向として，決算発表前後の
投資家が決算発表に関連する主要な期待修正を
数度あるいは集中的に行うため，決算発表期に
断続的に AR が観測されつつも，決算発表当日
を中心とする限られた期間に主要な期待修正が
集中することが明らかになった。これらの結果
から，決算発表日に市場にもたらされる情報に
対して市場は効率的であり，同様に決算発表の
前の期間に観測される AR についても何らかの
情報に基づく投資家の合理的な期待修正の結果
である可能性が高まった。
　決算発表日に対して投資家の意思決定が早期
に行われている EarlyBirds は，図２において
０日未満の各日（－30～－１）で達成基準に
至った企業年度に該当する。また表２は2000年
～2010年の東証上場企業を対象に集計した投資
家の期待修正が決算発表日に対して事前調整的
であった企業の数である。決算発表期間に10％
水準で有意な AR が観測された企業全体での平
均は決算発表日後の９日目（50％基準では決算
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図 １　決算発表期間における期待修正の頻度

　（注） 　決算発表期間（－30～＋30）に観測された10％水準
で有意な AR の回数（日次のため日数）。2000年～
2010年の東証上場企業（除く金融・証券・保険），
11,568件。
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発表翌日を示す１日目）であった。これに対し
て，事前調整的な企業年度（EarlyBirds）にお
ける平均は約２週間前を示す－12日目であっ
た。決算発表日とそれ以前の期間とで明確に異
なる意思決定タイミングが毎年安定して存在す
ることが確認された。また EarlyBirds の割合
は平均で16％（50％基準では35％），各年度で
およそ100～280社（同基準で平均約370社）あ
まりに及び一定水準で存在しており，決算発表
前の期間において投資家の意思決定が事前調整

的となる EarlyBirds が偶発的な事象ではなく，
何らかの経済的要因を根拠とする投資家の合理
的な行動の帰結として生じる現象であることが
強く推測される。
　なお決算発表期間は暦どおりの日数を使用
し，表２の日数には休日や値付かずとなった非
取引日がふくまれる。TIME 値は決算発表日を
０日とした－30日からの経過日数であり，
TIME 値の大きさは必ずしも市場の非効率性を
示さない。一方，市場における情報の非対称性

図 ２　決算発表期間における期待修正タイミング

　（注） 　決算発表日を０とした相対日数（－30，…，０，…，＋30）。CAR の達成基準（色の濃い下側から25，50，75％基準）に
至った時点を期待修正完了タイミングとして計測した累積（2000年～2010年）企業年度数の積み上げグラフ。
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表 ２　投資家の期待修正が事前調整的であった企業数

Year EarlyBirds （25％） （50％） Average Total Total 
Average （50％） EarlyBirds 

Ratio （50％）

2000 114 367 247 －14.1 500 7.0 －3.0 22.8％ 49.4％
2001 157 494 313 －12.2 712 7.8 －0.7 22.1％ 44.0％
2002 165 451 306 －12.0 764 7.5 0.1 21.6％ 40.1％
2003 182 683 416 －12.3 989 9.3 0.3 18.4％ 42.1％
2004 266 879 566 －9.4 1,199 7.1 －0.8 22.2％ 47.2％
2005 155 636 341 －11.0 1,072 10.0 1.5 14.5％ 31.8％
2006 123 629 297 －12.8 1,382 13.6 5.7 8.9％ 21.5％
2007 120 705 334 －10.4 1,317 11.2 2.4 9.1％ 25.4％
2008 182 849 442 －11.7 1,343 8.7 0.4 13.6％ 32.9％
2009 283 686 472 －14.6 1,133 6.4 －0.7 25.0％ 41.7％
2010 104 648 317 －10.6 1,157 10.2 2.1 9.0％ 27.4％

（Pool） （－11.9） （9.3） （1.1） （16.0％）（35.0％）

　（注） 　EarlyBirds は事前調整的な傾向が観測された企業数。Average は決算発表日を０とした平均相対（－30，…，０，…，
＋30）日数。Total は EarlyBirds をふくめ有意な AR が観測された全企業数。Total Average は全企業での平均相対日数。
EarlyBirds Ratio は全企業数に占める EarlyBirds の割合。CAR の75％（25％，50％）達成基準。Pool は企業年度全体。
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が速やかに消化されないとき，決算発表前後の
長期にわたり株価は収束せずに繰り返し AR が
観測され結果的に TIME 値は大きくなる。

3．事前調整的な期待修正の要因

（１）関連研究

　決算発表前の期間におけるインサイダーによ
る取引の可能性が低いと考えられる一方で，一
部の探索的な情報に基づく事前取引の可能性は
否定されない。むしろ，Morse〔1980〕は情報
の取得・処理コストが投資家または直面する情
報環境によって異なる限り公表される情報の他
にも私的な情報が常に存在するとして，情報コ
ストの低い投資家が私的な情報によって取引し
株価を変化させる動機があることを示唆してい
る。さらに Trueman et al.〔2003〕では，1990
年代末のインターネット関連企業に関する研究
において決算発表前に観測された株価変化が情
報漏洩によるものではなく，投資家の高い業績
期待による価格圧力（price pressure）が原因
の一部であったと指摘している。こうした投資
家の期待は期待外利益などファンダメンタルな
価値からも乖離（Trueman et al.〔2003〕）し
ており，おそらくは非公式の探索的な情報
（Bagnoli et al.〔1999〕，Bommel〔2003〕） に
基づいて形成されるものである。未だ確定され
た情報が公表されていない決算発表前の期間に
おいて観測される AR は，企業の情報環境に影
響を与えると思われるアナリスト，機関投資
家，インサイダーなど情報優位にある投資家
（Piotroski and Roulstone〔2004〕）が発する
探索的あるいは私的な情報に基づいて投資家が
期待形成または修正する結果であると考えられ
る。
　また，一部の投資家だけで共有される私的ま
たは探索的な情報が増えるほど情報の分布の非
対称性（Morse〔1981〕）により投資家間にお
ける期待値の不均一性が拡大する。Kothari
〔2001〕は，決算発表前の期間では，期待値の
不均一性が事前の期待値によってポジションを

取った投資家の取引によって縮小することを指
摘するとともに，発表により不確実性が緩和さ
れ投資家間における期待値の不均一性が縮小す
るとしている。反対に Bamber et al.〔1999〕
は決算発表などのイベントによりむしろ期待値
の不均一性が高まることもあると指摘する。価
格形成に寄与すると思われる情報やその正確性
に対する理解が投資家間で異なるとき，それぞ
れの投資家が認識するコンセンサスに差が生じ
決算発表の前の期間における思惑によるポジ
ションの違いをもたらす（Bamber et al.〔1999〕）。
この結果，投資家間での方向性の異なるコンセ
ンサスが市場での株価変化や期待修正タイミン
グの差異をもたらす。こうした理論は，決算発
表の内容を予期した思惑によるポジション
（speculative position）によって決算発表前の
取引が生じるとする Morse〔1981〕の指摘と
も整合的である。また決算発表期においては投
資家間で共有されるセンチメントすなわち株価
や出来高のパターン，投機的なモデルあるいは
専門筋による予測情報などの疑似シグナル
（pseudo-signals）がノイズ取引を誘発するこ
とで形成される「同時期に相当規模の投資家群
に影響を与える共通の選好または期待」（Lee
〔2001〕）も期待修正に影響を及ぼす。
　図３は，投資家の期待修正が事前調整的にな
る傾向，すなわち EarlyBirds の区分について
図示したものである。注意すべきは，事前的な
株価反応のみが生じて事後的な反応がない場合
において EarlyBirds と判断されるのは勿論の

図 ３　投資家の事前調整的な傾向（EarlyBirds）の区分

　（注） 　EarlyBirds では，事前的な株価変化が観測され，
決算発表日以降に株価変化がみられない（黒地に白文
字の箇所）。また，決算発表日以降に株価変化が観測
された場合でも，事前的な株価変化が相対的に大きい
とき（濃灰色）EarlyBirds として区分される。
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こと，加えてこうした直観的な EarlyBirds の
理解と相違し，事前・事後の双方で株価変化が
生じる場合にも EarlyBirds の基準により「相
対的」に事前調整的として識別されるという点
である。すなわち，決算発表日前の事前期間で
のみ AR が観測される場合だけでなく，事前期
間の CAR が事後期間の CAR よりも相対的に
大きい場合でも事前調整的な傾向が観測され得
るのである。投資家による事前調整的な期待修
正の傾向は，決算発表前の期間において単に
AR が観測されるという事実だけではなく，決
算発表前後の期間を区別して CAR を比較する
ことではじめて識別できる現象なのである。

（２）検証可能な仮説の導出

　先行研究のレビューによって以下に検証可能
な３つの要因，すなわち利益情報の予測性，事
前の情報発生と市場の質，決算発表タイミング
とサプライズに関わる仮説を導出する。

（ａ）利益情報の予測性

　　Ｈ１： 経常利益および営業キャッシュフ
ローの変動性は投資家の事前調整的
な期待修正に影響を与える。

　数日後の決算発表日を待たずして投資家が企
業の将来キャッシュフローに対して事前調整的
な期待修正を行うとした場合，彼らが関心をも
つ情報としては「報告利益」や「営業キャッ
シュフロー」などの情報が直観的また直接的で
あり，これらの会計数値は利益情報の中でもと
くに価値関連性が高く最も株価変化を伴いうる
情報であることが期待される。したがって，利
益情報の予測性を検証するうえで，報告利益と
営業キャッシュフローの２つの会計数値に着目
する。特に報告利益としては一時的な収益・費
用の影響を受けない経常利益を用いる。経常利
益は経営者の業績予想や修正開示など決算発表
前の期間においても関連する情報が多く，決算
発表において初めて開示される営業キャッシュ
フローとでは投資家が利用できるタイミングが
異なる。また発生主義会計に基づく経常利益

は，経営者による利益調整余地を残すため，営
業キャッシュフローよりも多くの不確実性をふ
くんでいると考えられる。こうした開示タイミ
ングや不確実性の違いは，利益情報の予測性に
おいても相互に増分説明力を持ち，投資家の事
前調整的な行動の差違となって現れてくるもの
と予想される。
　報告利益と営業キャッシュフローは会計研究
においてもその性質や役割の差違について頻繁
に対比される。たとえば Dechow〔1994〕など
利益の質に関連するアクルーアル研究において
は，費用収益の期間対応を考慮せず一時的な取
引の影響を受けやすい営業キャッシュフローは
将来キャッシュフローについてノイズの多い業
績指標であり，経営者の裁量性をふくむ報告利
益の方がアクルーアル処理を通じて適時に業績
を反映するものとされる。Dechow〔1994〕
は，業績評価が短期間ベースで運転資本の変動
が大きく投資・財務活動が活発，あるいは操業
サイクルが長期である場合に営業キャッシュフ
ローは業績を反映しない傾向があり，逆に運転
資本・投資・財務活動が安定した企業では営業
キャッシュフローが相対的に業績を反映するこ
とを指摘した。反対に，Sloan〔1996〕はアク
ルーアルの影響が将来の期に反転する点と，今
期の報告利益と前期の営業キャッシュフローと
の相関が高い点とに着目し，アクルーアルの影
響を受ける報告利益よりもむしろ経営者の裁量
性が低い営業キャッシュフローの方が持続的な
業績を反映すると指摘している。
　一方で Sloan〔1996〕は，利益情報に対する
市場の反応について，市場がアクルーアルより
もキャッシュフローに強く反応する証拠はな
かったとしたうえで，市場は報告利益を構成す
るアクルーアルとキャッシュフローを区別して
いない可能性があると報告している。また，保
守 主 義 会 計 に 関 連 す る 研 究 に お い て Basu
〔1997〕は，キャッシュフローの未実現の「増
加」は営業キャッシュフローや報告利益に影響
を与えないものの，未実現の「減少」は報告利
益にのみ早期（非対称）に織り込まれるため，
報告利益が反映する将来業績は保守主義会計の
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影響で非対称に偏っており市場も報告利益に対
して負の反応が増加していると指摘している。
市場は営業キャッシュフローの情報よりも報告
利益とりわけその変動の大きさに対して反応し
ている可能性がある一方で，報告利益の変動の
大小は経営者の裁量的な選択によってもたらさ
れるため，報告利益の変動が小さいおよび大き
い時の両方で情報の非対称性が拡大し利益情報
の予測性が低下する可能性がある。
　利益情報に対する予測性は，経営者と投資家
の間における情報の非対称性が低いほど高いと
考えられ，会計研究では利益の質の観点から議
論 さ れ る（Dechow and Dichev〔2002〕）。 利
益の質の尺度としては利益の持続性が用いら
れ，利益の持続性が高ければ投資家は今期の企
業業績から将来の業績をより推測しやすくなる
ため，利益の質は高く，利益情報に対する市場
の反応も大きくなることが予想される（Scott
〔2006〕）。一方で，Dichev and Tang〔2009〕
および海老原〔2010〕では利益の予測性が利益
のボラティリティ（変動性）と関連することを
議論しており，実際に日米の証券市場におい
て，利益の変動性が高いとき，利益の持続性が
低く，また利益の予測性も低いことが報告され
ている。Dichev and Tang〔2009〕と海老原
〔2010〕では，利益について一階の自己回帰モ
デルが仮定され，モデル上の残差と利益の分散
をそれぞれ予測性と変動性の代理変数として定
義している。しかしこれらの研究は，利益の予
測性と変動性を間接的な定式化によって会計情
報の意思決定有用性の観点から議論するもので
あり，利益の予測性が投資家の意思決定に実際
に影響を与えるかどうかを実証的に示すもので
はない。この点，本稿は投資家の意思決定が前
倒しされるという EarlyBirds 現象を分析対象
とすることにより，利益の予測性が投資家の行
動に直接的に影響を与えるかどうかを検証でき
るものと期待される。

（ｂ）事前の情報発生と市場の質

　　Ｈ２： 業績予想の修正開示および市場の
質，情報伝達効果，情報伝染効果は

投資家の事前調整的な期待修正に影
響を与える。

　これまでの研究の蓄積により経営者による業
績予想の修正開示に対して株価は有意に反応す
ることが確認されている（桜井・後藤〔1992〕，
太田〔2006〕）。たとえば河〔1998〕は業績予想
の修正が決算発表期に集中することに注目して
上場部別の影響を株価と出来高によって分析
し，第２部上場企業への影響がより大きいとい
う市場の質についての興味深い証拠を見出して
いる。また円谷〔2008〕では決算発表の直前に
開示される「駆け込み修正」が多数存在する現
象について，中でも決算発表と同じ数値を事前
に修正開示する企業に注目して分析し，これら
同値発表企業には中小型株の割合が多いことを
報告している。特筆すべきは修正開示と決算発
表において市場の反応が修正方向と来期予想の
組合せによって異なる点にある（円谷〔2008〕）。
すなわち決算発表日の前後において修正開示が
投資家の期待修正に単に影響しているばかりで
なく，その情報内容によっても期待修正の大き
さについて差異を生み出している可能性があ
る。たとえば事前期間に上方修正した企業がそ
の後の決算発表において来期増益の予想をした
場合，事前期間よりも決算発表以降に大きく株
価は反応する。逆に下方修正した企業が来期減
益の予想をした場合，前後両方のタイミングで
市場は反応し株価が下落するものの，その反応
の程度は明らかに事前期間の方が大きくなる。
後者の場合，決算発表の前と後の期間において
「比較的」に事前の期待修正の度合いは大き
く，結果的に投資家の期待修正が事前調整的で
あったと考えることができる。
　しかしながら，経営者予想およびその修正開
示に関しては経営者の予想それ自身がマクロ経
済的影響を受けているとともに，予想の精度や
方向は業種や企業規模の影響を受けることが知
られている（太田〔2006〕）。また同時に経営者
予想の数値は，経営者による利益マネジメント
や期待マネジメント（浅野〔2007〕）における
操作変数としての性質も持ち，期待外利益・損
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失（サプライズ，予測誤差）の源泉ともなる。
決算発表期の投資家行動を説明する単独の事象
として業績予想の修正開示のみを切り離して議
論するのは難しい。むしろ，こうした業績予想
の修正開示に関する実証研究が示唆する最大の
含意は，投資家による企業の将来キャッシュフ
ローに対する期待形成において業績予想や修正
開示で公表される売上高，営業利益，経常利
益，当期純利益など財務諸表上の極めて一部の
会計数値だけが重要な役割を担っている可能性
があるという点にある。もし業績予想の修正開
示のみで投資家が主要な期待修正を達成してお
り決算発表ではさほど反応を示さないならば，
投資家はその企業について公表される決算発表
の内容をほとんど参考にしていないことにな
る。この意味では事前に予想値が存在する経常
利益等と，決算発表によって初めて開示される
営業キャッシュフローとでは，同じ利益情報で
も期待修正タイミングに与える影響は異なって
くるものと考えられる。
　一方で情報伝達（information transfer）効
果について Firth〔1976〕は，投資家が他の情
報を利用して決算発表の前に財務業績を予測し
ている点に注目し，中でもその企業の半期実績
や関連記事は投資家にとって主要な情報源であ
り，加えて類似企業（similar type firms）の
財務実績が意思決定に影響を与えることを実証
した。また Foster〔1981〕は企業業績が影響
を受ける要因を主に⒜経済，⒝産業，⒞企業固
有の３つに分類し，業種区分の基準について
SIC コード，事業内容の類似性，独占企業ある
いは規模など複数の分類方法を比較して産業内
における情報伝達（intra industry information 
transfer）の存在を確認している。さらに，開
示タイミングと市場反応の関係は未だ仮説であ
るとしつつ，情報伝達により事前に調整される
分だけ，あとに発表する企業への反応は小さく
なるはずであると予測した（タイミング仮説）。
　他社の開示情報は産業内だけでなく類似の規
模やリスクなど属性を同じくする企業を通じて
市場全体にも影響を及ぼす可能性がある。これ
を情報伝染（information contagion）効果とし

た場合，決算発表の時期すなわち決算期末から
の経過日数が遅くなるほど，先行する他社の開
示情報の影響を受ける可能性が高まる。よっ
て，決算期末からの経過日数を用いて他社の開
示情報の累積的な影響すなわち情報伝染効果を
検証する方法が考えられる。もっとも決算発表
の時期については，決算発表を行う順番が業種
内で固定的であり，こうした傾向が慣習など観
測不可能な要因の影響を強く受けていることが
指摘されている（Givoly and Palmon〔1982〕）。
またこうした傾向は企業規模または事前情報量
など企業固有の属性によっても一部説明され，
規模が大きな企業では決算発表が業界内でも早
く，また決算期末から発表日までの経過日数も
小さい。さらに Givoly and Palmon〔1982〕は
発表までの期間が短い企業で決算発表前の AR
が多く観測される傾向にあることを実証し，特
に決算発表日より14～21日前の期間でこの傾向
が顕著であることが掲載図表から分かる。
　Givoly and Palmon〔1982〕の含意は重要で
ある。事前情報量（企業規模）が大きいとき投
資家の意思決定が前倒しされる可能性を示唆し
ている。事前情報量の多さは投資家の早期の期
待修正を促し，決算発表前の期間においてより
多くの AR を生じさせると考えられる。実際，
企業規模など７つの変数により事前情報量の多
さを代替した実証において，Shores〔1990〕
は事前情報量が多い場合，決算発表前により多
くの AR が生じることを示している。逆に豊富
な事前情報が既に株価に反映されるため，決算
発表日に公表される内容にはもはや価値関連的
な追加情報がなく，わずかな AR しか生じない
状況も予想される。事実，企業規模が事前情報
量を代替すると考えた場合に企業規模と AR に
負の相関があることが知られている（Atiase

〔1985〕，Shores〔1990〕，Botosan et al.〔2004〕）。
しかしながら，企業規模が事前情報量（interim 
information）の多さを正しく表していない可
能性もあり（Shores〔1990〕），事前情報量と
投資家の意思決定タイミングとの関係は明らか
ではない。
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（ｃ）決算発表タイミングとサプライズ

　　Ｈ３： 決算発表日タイミングの遅延，決算
発表の集中日，期待外損益によるサ
プライズは投資家の事前調整的な期
待修正に影響を与える。

　多くの先行研究が示すとおり決算発表のタイ
ミングと集中化は投資家の意思決定に影響を及
ぼす。投資家は決算発表が行われる日を考慮ま
たは予測して意思決定するうえで，過去の発表
時期との乖離を何らかのメッセージとして解釈
する可能性がある。たとえば，決算発表日が想
定より早まることは将来キャッシュフローに対
して良いニュースをふくんでいる可能性が高ま
り（Cohen et al.〔2007〕），投資家にとって望
ましい状況であることが期待される。これとは
逆に，決算発表のタイミングが前期よりも大き
く遅れる場合は悪いニュースを示唆する可能性
が高まり，投資家は決算発表により詳細を確認
する姿勢を強め事後調整的になるものと考えら
れる。
　決算発表の集中化については，決算の集中日
においては比較検討すべき情報の量が増えるこ
とから，意思決定の先送りが行われる可能性が
指摘される。梅澤〔2003〕では，情報量と意思
決定の質が逆 U 字型となる情報オーバーロー
ド（information overload）の概念モデルによっ
て出来高の変化を分析し，決算発表の集中日以
降にも反応が生じることを報告している。決算
発表の集中度が高いときもまた，投資家は事後
調整的になることが予想される。実際，決算発
表翌日に投資家の期待修正が完了する（すなわ
ち市場の取引時間後に決算発表を行う）企業数
は2008年度をピークに減少傾向にある１）。一方
で金曜日に決算発表を行う企業の数は11年間を
通じて一定した増加傾向にある２）。決算発表期
の週末が限られることから金曜夕方の情報開示
は決算発表日を集中させ投資家の意思決定タイ
ミングに影響を与える一因となっている。
　また，直近の経営者予想と決算発表の実績値
との差異が大きい場合，決算発表のタイミング

で市場にもたらされた期待外損益に関するサプ
ライズは決算発表以降で大きな株価変化を生じ
させる。一方で経営者予想の情報が古い（たと
えば直近四半期前後より前の）ものであれば実
績値との差異は期待外のものではなく，むしろ
企業の業績予測能力の精度を示す予測誤差（浅
野〔2007〕）であると考えられる。このため期
待外損益によるサプライズが事前調整的な期待
修正に及ぼす影響を検証するうえで，予想誤差
の影響についてもコントロールを行う。

（３）ロジットモデルによる事前調整傾向の 
　　　　分析

　これまでの議論および検証可能な仮説を踏ま
え，次の変数を用いて，投資家の事前調整的な
期待修正に対する影響について最尤法（MLE）
によるロジットモデルで分析を行う。

被説明変数：
　EarlyBirds ＝１ （投資家の事前調整的な期

待修正，その他＝０）

説明変数：
　　　　　　　　　 経常利益，営業 CF（ｔ～

ｔ－２の３期間の標準偏差
による10分位）および交差
項（利益情報の変動性につ
いての相互作用の確認）

　 　
　　　　　　　　　 決算発表の30日前までに経

営者予想の修正開示あり＝
１（ダミー変数）

　・２部・マザーズ　市場の質，２部またはマ
ザーズ上場企業＝１（ダ
ミー変数）

　・先行開示　　　 同業種内での先行開示あり
＝１（ダミー変数），産業
内での「情報伝達（infor-
mation transfer）」効果の
確認

　　　　　　　　　 「 情 報 伝 染（information 
contagion）」効果の確認

・利益の変動性
　（情報の予測性）

・業績修正開示
　の有無

・決算期末から
　の経過日数
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　　　　　　　　　 決算期末からの経過日数の

対前年度差異（ラグ）
　・決算集中日　　 同日に他社発表あり＝１

（ダミー変数）
　　　　　　　　　 当期純利益の直近業績予想

値に対する差異（規模効果
の影響を考慮し変化率を用
いる）

　・予測誤差　　　 経営者による業績予想が古
い（130日以上前の）もの
である＝１（ダミー変数）

株価変化のコントロール変数：
　・ 該当する業種・年度＝１（それぞれダミー

変数）
　・ 新規上場，上場廃止，株式分割・減資の実

施年度＝１（それぞれダミー変数）
　・ 前期末総資産の自然対数（規模・事前情報

量の調整）
　・ 当期純利益・経常・営業 CF の赤字＝１

（ダミー変数）
　・ 決算発表期における株価変動量（CAR た

だし絶対値で累計）および２次項

　経常利益および営業キャッシュフローの変動
性はともに小さいほど投資家にとって利益情報
の予測性が高いものと考えられる。一方で先行
研究でも考察したとおり，経常利益の変動の大
小は経営者の裁量性の影響を受けるため，変動
性が小さいおよび大きい時の両方で情報の非対
称性が拡大し利益情報の予測性が低下する可能
性がある。もっとも Sloan〔1996〕の指摘のと
おり，市場は経常利益を構成するアクルーアル
とキャッシュフローを区別せず両方の利益情報
に同様に反応する可能性もある。また両方の利
益情報についてともに変動性が大きい場合は，
報告利益の大きな変動がキャッシュフローの増
減に裏付けられていることが示唆される。たと
えばこうした企業年度においては，決算発表前
の事前期間に生じた情報の質が高ければ，利益
情報の大きな変動性に伴うリスクを抑える一方

・決算発表タイ
　ミングの遅延

・期待外損益によ
　るサプライズ

で大きなリターンが期待でき，投資家の期待修
正が事前調整的になる可能性がある。こうした
利益情報の予測性に対する複雑な効果を検証す
るため，経常利益および営業キャッシュフロー
の変動性については交差項を分析に加える。な
お両変数は t 期をふくむ過去３期間での標準偏
差を t 期までの変動性としてクロスセクション
により順位付けし，それぞれ10分位の数値に置
き換えた指標を用いる。
　産業の枠を超えて他社の開示情報がもたらす
情報伝染効果については，決算期末からの経過
日数を用いて他社の開示情報の累積的な影響を
検証する。決算発表の時期すなわち決算期末か
らの経過日数が遅くなるほど，先行する他社の
開示情報の影響を受ける可能性が高まるため，
決算発表前の期間における CAR が大きくなり
EarlyBirds である確率が高くなると予想され
る。しかし一方で決算発表の時期は，Givoly 
and Palmon〔1982〕の指摘するように決算処
理の組織能力など企業固有の属性を反映して固
定的に決まっている可能性もある。この場合，
発表までの期間が短いすなわち決算期末からの
経過日数が早くなるほど，情報伝染効果とは反
対に，むしろ EarlyBirds である確率が高まる
ことが予想される。
　新規上場，上場廃止，株式分割・減資の実施
年度においては株価変化が通常期と異なる可能
性がある。また，株価変化は企業規模や事前情
報量，あるいは損失計上の影響を受ける可能性
がある。これらの要因による株価変化を調整す
るためコントロール変数としてモデルに加え
る。株価変動量についてはリターンの符号にか
かわらず変化した量に関心があるため絶対値で
計測する。また観測される株価変動量は，決算
発表前の期間でのみ AR が生じた場合と，決算
発表の前後でともに AR が生じた場合とが考え
られる。事後的な AR が生じない場合と比べ
て，決算発表の前後で AR が生じたものの
CAR（絶対値）の比較から相対的に EarlyBirds
であった場合では，決算発表期の株価変動量は
大きいことが予想される。すなわち，株価変動
量が小さいおよび大きい場合の両方において
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EarlyBirds となる確率が高くなる可能性があ
る。こうした株価変動量と EarlyBirds との非
線形な関係性を確認するため株価変動量につい
ては２次の項を加える。

（４）検証結果

　表３に記述統計と CAR 達成基準75％で測定
した投資家の事前調整的な期待修正に対する回
帰結果を示す。EarlyBirds 変数はある企業年
度において決算発表日に対して投資家の期待修
正が事前調整的であった場合に１の値をとる。
このため表３の係数が正（＋）のとき，その要
因の増加はある企業年度において投資家が
EarlyBirds であった確率を増加させ，逆に負
（－）のときに確率を低下させる。表中に各変
数の１単位（および１標準偏差）の変化に対す
るオッズの感応度を示した。１単位ベースでの
変化割合からみる影響度の大きさは業績予想の
修正開示をしているかどうかに加えて，上場市
場が第２部・マザーズであるか，上場廃止ある
いは株式分割・減資をした年度であるかどうか
が大きな影響をもつことが示された。
　一方でこうした企業側が置かれた状況を所与
としたうえでも，利益数値のボラティリティで
評価した業績の変動性は事前調整的な意思決定
の傾向に対してマイナスに影響することが示さ
れた。仮説Ｈ１の「経常利益および営業キャッ
シュフローの変動性」は交差項をふくめて全て
有意であり，利益情報の変動性が小さい（すな
わち予測可能性が高い）ほど投資家の事前調整
的な期待修正が促され，EarlyBirds である確
率が高くなることが確認された。この結果は利
益の質の観点から報告利益とキャッシュフロー
がともに意思決定有用性をもつことを示してい
る。少なくとも決算発表日までの短期的な意思
決定において，投資家にとって経常利益および
営業キャッシュフローの変動性は相互に増分情
報をもち，期待修正のタイミングに対して同様
の効果を持っているものと考えられる。これら
利益情報の予測性がもつ効果は経済的に十分大
きく，両変数が１標準偏差あたり EarlyBirds
である確率をそれぞれ22.5％，16.7％変化させ

る影響力をもつ。なお，利益情報の変動性が投
資家の期待修正に影響を与えるという結果は，
Dichev and Tang〔2009〕や海老原〔2010〕な
どの先行研究における利益の変動性と予測性の
議論とも整合的である。さらにこれらの議論に
おける予測性が意思決定有用性を高めるという
間接的な仮定に対して，上記の結果は利益の予
測性が投資家の意思決定に直接的に影響を与え
ることを実証的に示すものである。
　また交差項の係数は正（＋）であり，交差項
の平均42.64から１標準偏差（30.81）増加する
と EarlyBirds である確率が54.3％増加し効果
も大きい。経常利益および営業キャッシュフ
ローの変動性が共に大きく，高いリターンが期
待される場合においても EarlyBirds である確
率が高くなることが確認された。なお交差項の
解釈について，利益の変動性が高い状況で事前
調整的な期待修正が行われる事実から，決算発
表前の期間におけるこうした取引の背景に信頼
度の高い情報が存在する可能性も仮定される。
こうした情報にはインサイダーに類する私的情
報もふくまれるかもしれない。あるいはファン
ダメンタルな価値からは離れ，単に変動性に起
因するモメンタムなどテクニカルな指標に基づ
く取引である可能性も仮説として考えられる。
　仮説Ｈ２の「業績予想の修正開示および市場
の質，情報伝達効果，情報伝染効果」は情報伝
達を除いて有意であった。修正開示が行われる
場合，また第２部・マザーズに上場している場
合において，投資家が事前調整的な期待修正を
行う傾向があることが示された。これら要因の
効果は大きく，修正開示を行っていない企業お
よび第１部上場の企業と比較してそれぞれ
66.1％，57.1％も EarlyBirds である確率が増加
する。なお市場の質についての結果は，事前情
報量の少ない第２部上場企業にとって修正開示
がより大きな影響を与えるとする河〔1998〕の
結果とも整合的である。このことから業績予想
の修正開示によって情報の非対称性が効果的に
改善される企業年度において，投資家は業績予
想の修正で開示される経常利益など一部の会計
数値のみを手がかりとして期待修正を達成する
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と考えられる。加えて，こうした企業年度では
投資家の事後的な期待修正の度合が低いことか
ら，決算発表で開示される内容が増分情報量を
もっていない可能性がある。
　一方，同業種内における先行開示企業の有意
な影響は観測されなかったが，決算期末からの
経過日数で測定した情報伝染効果は係数の符号
が負（－）に有意であった。決算期末からの経
過日数において平均41.24日よりも９日間（１
標準偏差）決算発表が早い企業は EarlyBirds
である確率が12.6％増加する。この結果は他社

開示が産業外にも影響を及ぼし投資家の事前調
整的傾向を促進するという情報伝染効果を否定
するものである。一方でこの結果は，Givoly 
and Palmon〔1982〕の指摘と整合的である。
すなわち，決算発表の時期が決算処理の組織能
力など企業固有の属性を反映して決まってお
り，決算期末から発表までの期間が短いほど，
組織能力の高さや不確実性の低さなど企業属性
を反映して EarlyBirds である確率が高まると
考えられる。
　仮説Ｈ３の「決算発表日タイミングの遅延，

表 ３　ロジットモデルによる事前調整的な傾向の分析

変数 係数 p 値 Exp（b） ％ ％StdX Mean Std. Dev. Min Max

EarlyBirds（75％） 0.15 0.35 0 1

変動性（経常） －0.094 0.005 0.910 －9.0 －22.5 6.16 2.72 1 10
変動性（営業 CF） －0.068 0.044 0.934 －6.6 －16.7 6.09 2.70 1 10

（上記交差項） 0.014 0.004 1.014 1.4 54.3 42.64 30.81 1 100

予想修正開示 0.507 0.000 1.661 66.1 26.4 0.31 0.46 0 1
第 ２部・マザ 0.452 0.000 1.571 57.1 16.6 0.13 0.34 0 1

情報伝達 0.050 0.794 1.051 5.1 0.9 0.03 0.17 0 1
情報伝染 －0.015 0.002 0.985 －1.5 －12.6 41.24 8.76 1 87

発表日ラグ 0.005 0.505 1.006 0.5 2.2 －1.08 3.90 －51 35
決算集中日 －0.039 0.634 0.962 －3.8 －1.9 0.48 0.50 0 1
期待外損益 0.108 0.488 1.114 11.4 2.5 0.02 0.23 －4.41 2.38

予測誤差 －0.033 0.778 0.968 －3.2 －1.0 0.10 0.30 0 1

業種 （略） 1 71
年度 （略） 2003 2010

新規上場年 －1.423 0.167 0.241 －75.9 －7.8 0.00 0.06 0 1
上場廃止年 1.034 0.000 2.813 181.3 10.5 0.01 0.10 0 1

株式分割・減資 －0.514 0.088 0.598 －40.2 －6.8 0.02 0.14 0 1
総資産（対数） －0.091 0.054 0.913 －8.7 －12.2 11.53 1.43 7.79 15.69

赤字（経常） 0.425 0.004 1.530 53.0 12.7 0.09 0.28 0 1
赤字（営業 CF） 0.085 0.420 1.089 8.9 2.8 0.12 0.32 0 1
赤字（当期純） －0.181 0.137 0.835 －16.5 －6.3 0.16 0.36 0 1

株価変化量 －0.080 0.000 0.923 －7.7 －74.8 21.19 17.15 2.47 124.25
（上記 ２次項） 0.001 0.000 1.001 0.1 168.8 743.05 1433.22 6.10 15437.85

切片 1.620 0.007
観測数　8,801 Chi2（687.26） Prob＞Chi2（0.00） R２_p ＝0.0938

　（注） 　2003年～2010年，３月決算で東証第１部，第２部，マザーズ上場の企業，金融等を除く。Exp（b）はオッズ。％は説明変
数１単位により変化するオッズの割合（感応度）。％StdX は説明変数の１標準偏差により変化するオッズの割合（感応度）。
Chi2は likelihood ratio 検定 chi-square 値。R２_p は McFaddenʼs pseudo r-squared 値。期待外損益，前期末総資産，株価変
動量の２次項については外れ値として上下１％，および利益情報が０のデータは除外。変数の相関の影響を確認するため
OLS での線型確率モデルによる推計を行い同様の結果を確認するとともに，総資産，交差項，２次項で相関が高いものの平
均 VIF は2.56であった。主要な結論については他の達成基準（50％，25％）による分析および修正開示企業を除いた分析で
も同様の結果を得た。
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決算発表の集中日，期待外損益によるサプライ
ズ」の要因の効果はいずれも有意ではなかっ
た。なお，決算発表期間全体で観測される AR
の株価変化量とその２次項はともに有意であ
り，EarlyBirds に対して非線形な関係が示さ
れた。株価変化量は EarlyBirds となる確率に
対して凸であり58.16を頂点として株価変化量
が小さくなる場合，および大きくなる場合の両
方において EarlyBirds である確率が高くなる
ことが確認された。
　なお業種と年度の要因について，特定の業種
が有意に事前調整的であるか事後調整的である
かは年度によっても様々であったが，詳細な分
析は本稿の範囲を超えるため今後の研究課題と
したい。一方で年度の要因のうち，特定の年度
において事後的である傾向が観測された。すな
わち，表１から CAR の値は全体で7.24％と各
年度を通じても平均はプラスであったが，2006
年と2007年の前後では減少している。両年度は
絶対値で AR を累積し反応の程度を計測した場
合でも全体平均以下であり，必ずしも株価下落
の影響とはいえない。一方で表２からは両年度
で AR が観測された企業数は他年度より多く，
特に2006年では期待修正完了までの期間が平均
で決算発表後13.6日とかなり延び，EarlyBirds
の割合も大きく減少した。表３（各年度の結果
は省略）の分析結果では他の要因をコントロー
ルしても2010年（－1.31）に次いで2006年（－
1.24）と2007年（－1.09）は，2005年（－0.67），
2008年（－0.56）とともに EarlyBirds である
確率が他年度よりも大きく低下する（括弧内は
係数，１％水準で有意）傾向が確認された。こ
れらの結果，何らかの理由により2006年と2007
年では多くの企業で小規模かつ事後的な期待修
正が行われる傾向にあったものと考えられる。

　1）　2000年～2010年の推移は，27（34），60（61），43（56），
53（91），99（98），75（130），69（142），100（214），156

（209），92（91），86（134） 社。 達 成 基 準 CAR は75 ％
（50％）。ただし，東証第１部・第２部・マザーズ上場の
３月期決算の企業（金融等除く）のうち，決算発表期に
有意な AR が観測されたものを対象に集計（次の金曜日
発表も同様）。

　2）　2000年 ～ 2010年 の 推 移 は，434，468，510，538，

536，444，548，534，406，580，698社。

4．結　論

　本稿ではまず市場の情報効率性について確認
し，決算発表期に断続的に AR が観測されつつ
も，決算発表当日を中心とする限られた期間に
主要な期待修正が集中することを明らかにし
た。この結果は決算発表によって公表される情
報内容が決算発表期において最も影響をもつば
かりでなく，全体的な傾向からすれば（最頻値
において）市場が情報効率的であることを示唆
するものである。決算発表日に市場にもたらさ
れる情報に対して市場は効率的であり，同様に
決算発表の前の期間に観測される AR について
も何らかの情報に基づく投資家の合理的な期待
修正の結果であると考えられる。事実，決算発
表日を中心としたイベントスタディにおいて，
決算発表に対する市場の反応は半強度の効率的
市場仮説が想定するほどは迅速ではなく，一方
で考えられていたよりも早く株価変化として現
れる。本研究の結果，2000～2010年の東証上場
企業のうち決算発表「前」の期間に投資家の期
待修正が達成された企業（EarlyBirds）が，多
数かつ安定的に存在することが明らかになっ
た。過去11年間にわたって安定的に観測される
事実からも，EarlyBirds という現象は確率的
なノイズトレーディングやインサイダーをふく
む私的情報に基づく偶発的な取引によるもので
はなく，システマティックな投資家の行動を根
拠としていることが示唆される。
　確かに決算発表前の期間において投資家の期
待修正が観測されるのは既知の事実である。し
かし決算発表日に開示される内容が増分情報量
をもたずに投資家の意思決定をもはや促さなく
なる状況が存在することは，事前の期間におい
て単に AR が観測される可能性があるという議
論とは全く論点が異なるものである。投資家に
よる事前調整的な期待修正の傾向は，決算発表
前の期間において単に AR が観測され得るとい
う事実だけではなく，本研究のように決算発表
前後の期間を区別して CAR を比較することで
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はじめて識別できる現象である。ここに本研究
の意義はある。さらに決算発表期の情報に基づ
く投資家の期待修正行動は，これまで様々な要
因が個別に議論されてきた。しかし決算発表前
の期間に注目しこれら要因の影響を相互作用ま
でふくめて総合的に確認しようとする試みは少
ない。特に決算発表前後の期間を比較して投資
家の期待修正がより事前調整的な企業群（Ear-
lyBirds）を定量的に識別し，その現象が生起
するメカニズム解明への足がかりを提供したこ
とに本研究の貢献はある。
　検証の結果，投資家の事前調整的な期待修正
は，利益情報の（変動性が小さく）予測性が高
いほど投資家の事前調整的な期待修正が促され
るとともに，経常利益および営業キャッシュフ
ローの変動性がともに大きい場合にも Early-
Birds である確率が高くなることが確認され
た。利益情報の安定性が投資家の期待修正のタ
イ ミ ン グ に 影 響 を 与 え る と い う 結 果 は，
Dichev and Tang〔2009〕，海老原〔2010〕な
どの先行研究における利益の変動性と予測性の
議論とも整合的であり，利益の予測性が実際に
投資家の意思決定に影響を与えることを実証的
に示した点で，会計情報の意思決定有用性の観
点からも本稿の貢献が期待される。またこの結
果は，業績予想の修正開示をしているかどう
か，上場市場が第２部・マザーズであるか，上
場廃止あるいは株式分割・減資をした年度であ
るかどうかなど投資家の期待修正に影響しうる
決算発表期特有の事象や企業側が置かれた状況
をコントロールしたうえでも頑健であった。な
お業種・年度の要因についても一部の業種・年
度においてそれぞれ有意な傾向があることが確
認された。また2006年や2007年など特定の年度
では，多くの企業で小規模かつ事後的な期待修
正が行われた可能性が推測され，AR の観測さ
れた企業数が増加する一方で期待修正完了まで
の期間が延びて EarlyBirds の割合が大きく減
少する傾向が観測された。
　こうした決算発表期間における投資家の意思
決定行動を知ることは，情報を提供する側に
とっても利用者に最大限有効に情報を活用して

もらううえで重要である。情報開示により企業
価値を正しく評価してもらうためには投資家の
意思決定タイミングを理解し最適なタイミング
で情報を提供する必要がある。投資家が事前調
整的となる要因については投資主体別の分析や
具体的な質的研究を通じても一層の成果が期待
される。本研究はまだまだ始まったばかりであ
り，研究の手法としても内容としても益々の精
緻化と改善の議論を要するが，今後の成果と情
報開示の最適タイミングなどへの応用が期待さ
れる。
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EarlyBirds　　Not Speedy but Early Stock Price Movements

Toshiya Murakami
Graduate School of Business Administration, Keio University

Abstract:
In an event study, we found that stock price movements did not occur as rapidly as predicted by 
the efficient market hypothesis, but were captured even much earlier than expected around earn-
ings announcements. A central issue in this paper is why stock prices move earlier than firmsʼ 
earnings announcements. This paper investigates the phenomenon called “EarlyBirds” where in-
vestors change most of their expectations for future performance during a period before earnings 
announcements for firms that investors expect to announce performance revisions. Research pre-
sented here demonstrates evidence of the long-term and stable existence of “EarlyBirds” compa-
nies during the period from 2000 to 2010 at Tokyo Stock Exchange market in Japan. Some fac-
tors that have an effect on the timing of changes in investor expectations are also examined.

Keywords:
event study, efficient market hypothesis, period before earnings announcement, changes in inves-
tor expectations




