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要旨 

  

国家の経済発展とともに成長した家族経営の企業が、株式公開するか、あるいは経

営を家族以外の専門経営者に任せるかという問題は、「市場の質」に大いに依存して

いる。そこで本稿は、韓国「財閥」を取り上げ、経済危機以後の韓国「財閥」の所有

構造を明らかにしたうえで、それと経営パフォーマンスの関係について分析を行った。

その結果、(1) 所有構造と経営パフォーマンスの関係は、経営パフォーマンスが所有

構造に影響を与えるのであって、その逆ではないことが明らかになった。また、(2) 支
配株主が存在する企業グループ傘下企業の所有構造と経営パフォーマンスの関係を

分析する際は、所有構造の変数として究極的所有権を採用するのが望ましく、支配権

を採用するのは適当でないことが示唆された。 
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Abstract  
 
This study examines a relationship between ownership structure and 

corporate performance of Korean Chaebols, coping with an endogeneity 
problem and calculating ultimate ownership rights under cross-shareholdings. 
The results show that corporate performance determines ownership structure but 
not vice versa, and suggest that, as a variable of ownership structure, ultimate 
ownership rights are more favorable than control rights in case of examining a 
relationship between ownership structure and corporate performance of 
group-affiliated companies which have a controlling shareholder. 
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要約 

 

本稿では、韓国「財閥」の所有構造と経営パフォーマンスに関しての分析を行った、Joh 

[2003]および Chang [2003]といった先行研究の課題を補完する意味から、韓国「財閥」の

株式持ち合い構造におけるオーナーの究極的所有権を計算した上で、所有構造と経営パフ

ォーマンスの内生性の問題に対処した回帰分析を行った。その結果、(1) 所有構造と経営パ

フォーマンスの関係は、経営パフォーマンスが所有構造に影響を与えるのであって、その

逆ではないことが明らかになった。また、(2) 支配株主が存在する企業グループ傘下企業の

所有構造と経営パフォーマンスの関係を分析する際は、所有構造の変数として究極的所有

権を採用するのが望ましく、支配権を採用するのは適当でないことが示唆された。 
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1. はじめに 

 

コーポレート・ガバナンスの分野においては、先駆的業績である Berle and Means [1932]

からこれを理論的に整理したJensen and Meckling [1976]を経て1990年代中ごろに至るま

で、主たる関心事は「所有と経営の分離」から生じる「株主と（専門）経営者の利害対立」

であった。しかし、La Porta, et al. [1999]の研究以降、所有と経営が完全には分離してい

ないオーナー（ファミリー）企業への関心が高まっている。 

 この「株式を公開（上場）している」オーナー企業におけるコーポレート・ガバナンス

上の問題点は、「支配株主（オーナー経営者）と少数株主の利害対立」である。すなわち支

配株主（オーナー経営者）は、優先株の発行や株式ピラミッドおよび株式持ち合い構造の

構築を通じて、「所有権と支配権の配分比率を乖離させる」ことができ、この乖離を通じて

支配株主（オーナー経営者）は少数株主を搾取する可能性がある。 

 こうした観点から、Joh [2003]は韓国企業を対象として、所有構造を説明変数として経営

パフォーマンスを回帰分析し、「所有集中度の低い企業、および所有権と支配権の乖離が大

きい企業は収益性が低い」ことを示している。他方 Chang [2003]は、所有構造と経営パフ

ォーマンスの間には相互依存関係が認められるため、このケースでの OLS による分析には

問題があると指摘し、2SLS による回帰で、（経営パフォーマンスが所有構造を説明する）

逆の因果関係を示している。しかしながら、Chang [2003]は所有構造のデータに名目値を

採用し、株式ピラミッドおよび株式持ち合い構造を考慮して求められるオーナーの究極的

所有権を計算していないため、韓国「財閥（Chaebol）」1の特徴に配慮した分析とはなって

いない。 

 そこで、本稿では Joh [2003]および Chang [2003]といった先行研究の課題を補完する意

味から、韓国「財閥」に関して、株式持ち合い構造におけるオーナーの究極的所有権を計

算した上で、所有構造と経営パフォーマンスの内生性の問題に対処した回帰分析を行った。

その結果、(1) 所有構造と経営パフォーマンスの関係は、経営パフォーマンスが所有構造に

                                                  
1 日本の「財閥（zaibatsu）」と韓国の「財閥（chaebol）」は、同じ漢字で表記されるが、基本

的に性質の異なるものであり、混同されるべきではない。韓国「財閥」は、中核企業等を媒介と

して最終的にはオーナーの所有に収斂していく所有構造と、オーナーの家族・親族の経営への参

与が徹底している経営の人的構造に特徴があり、オーナーは存在してもあまり経営に参加しなか

った日本の戦前の旧財閥や、株式持ち合いによって実質的オーナーが存在しなくなる戦後の企業

グループとも異なる経営組織である。本稿での「財閥」という括弧付きの表記は、とくに断らな

い限り、chaebol を指すものと了解されたい。 



 

 - 2 - 

影響を与えるのであって、その逆ではないことが明らかにされた。また、(2) 支配株主が存

在する企業グループ傘下企業の所有構造と経営パフォーマンスの関係を分析する際は、所

有構造の変数として究極的所有権を採用するのが望ましく、支配権を採用するのは適当で

ないことが示唆された。 

以下の本稿の構成は、次の通りである。まず 2 節では、関連研究の系譜を 3 つのトピッ

クからまとめる。その後、本研究に特に参考となる先行研究 Joh [2003] および Chang 

[2003]を紹介して、残された課題を整理し、本研究の方針が① 内生性の問題、および② 究

極的所有権の計算の双方に対処することにあることを確認する。続く 3 節では、究極的所

有権と支配権の概念を整理しながら韓国「財閥」の所有構造を明らかにするとともに、回

帰分析に使用する各変数の記述統計を用いて、韓国「財閥」の特徴を概観する。4 節では回

帰分析の結果を示し、5 節で結論を述べることとする。 

 

2. 先行研究展望 

 

2-1. 関連研究の系譜2 

 

「法と金融」アプローチ（Law and Finance） 

 上述の通り、コーポレート・ガバナンスの分野においては、先駆的業績である Berle and 

Means [1932]からこれを理論的に整理した Jensen and Meckling [1976]を経て 1990 年代

中ごろに至るまで、主たる関心事は「所有と経営の分離」から生じる「株主と（専門）経

営者の利害対立」であった。そして、地域研究者からしばしば提起されていた「オーナー

経営者の専横的経営による弊害」については、「所有と経営が分離していないのなら、株主

と（専門）経営者の利害対立は存在しない」として、コーポレート・ガバナンスの観点か

ら議論されることはほとんどなかった。 

 他方、1990 年代中ごろ以降、比較金融システム論の分野では、La Porta, et al. [1997, 

1998]によって、先進国間における「（『銀行中心の金融システム』や『市場中心の金融シス

テム』といった）金融システムの在り方」の相違を、「法的伝統」の違いから説明する「法

と金融」アプローチが提示された。 

La Porta, et al. [1999]は、「法と金融」アプローチをコーポレート・ガバナンスの分野に

                                                  
2 本節に関しては、図 1 を参照されたい。 
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も適用し、世界 27 カ国の企業の所有構造を分析した。その結果、株主の権利が十分に保護

されている国（アメリカとイギリス）を除いた多くの国々では、Berle and Means [1932]

が提起した「所有と経営が分離」した企業は、少数を占めるに過ぎないことが明らかにな

った。これに続いて、La Porta, et al. [2000a]は世界 33 カ国の企業の配当政策を比較分析

しているが、これらの研究は、コーポレート・ガバナンスの分野で「所有と経営が分離」

していないオーナー企業が注目される大きな契機となった。 

 その後、La Porta, et al. [2000b, 2002]は、法制度のなかでも特に「投資家保護」の側面

に注目して、これと企業価値との関係を国際比較した。その結果、少数株主保護が十分に

なされている国の企業が、（少数株主保護が弱く）オーナー経営者が所有権を多く保有する

国の企業よりも、市場で高く評価されていることが示された。これらの国際比較研究の一

定の成果を受けて、研究の関心は「投資家保護」等の（法的側面の）条件を一定とした各

国内の企業レベルの研究に次第に重点を移していくことになる。 

 

少数株主搾取（Expropriation of Minority Shareholders） 

 上述のとおり、La Porta, et al. [1999]によってオーナー企業が注目されることとなった

が、Bebchuk, et al. [2000]は「株式を公開（上場）している」オーナー企業におけるコー

ポレート・ガバナンス上の問題点が「支配株主（オーナー経営者）と少数株主の利害対立」

であることを指摘し、基本的な理論モデルでこれを証明した。すなわち支配株主（オーナ

ー経営者）は、優先株の発行や株式ピラミッドおよび株式持ち合い構造の構築を通じて、「所

有権と支配権の配分比率を乖離させること（Separation of Ownership and Control 

Right）」ができ、この乖離を通じて支配株主（オーナー経営者）は少数株主を搾取する可

能性があることが示された。 

 Claessens, et al. [2000]は、日本を含むアジア 9 カ国の上場企業 2,980 社を対象に

Worldscope のデータ（1998 年）を用い、Bebchuk, et al. [2000]が指摘した「所有権と支

配権の乖離」の実態を調査し、①全ての国で乖離が生じていること、②サンプルの２／３

以上がオーナーおよびその家族で支配されているファミリー企業であることを明らかにし

た。同じデータセットを用いて、Claessens, et al. [1999]は少数株主搾取の実態を調査し、

①所有権の集中している企業は市場からの評価が高い、②支配権の集中している企業は市

場からの評価が低いこと、③両者の乖離が大きい企業は市場からの評価が低いという結果

から、少数株主搾取のリスクを市場が織り込んでいると指摘した。 
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アジアのコーポレート・ガバナンスが注目される契機となったアジア金融危機に関して

は、Mitton [2002]がアジア 5 カ国（インドネシア・韓国・マレーシア・フィリピン・タイ）

の 398 社を対象に、危機がコーポレート・ガバナンスを通じて企業価値に与えた影響を分

析している。その結果、情報開示の質が高い企業（例えば、ADR の発行や６大会計事務所

（Big6）からの監査役受け入れ）や外部株主の持分が集中している企業が、1997 年から 1998

年にかけての株価パフォーマンスが高かったことが明らかにされた。 

 また、Lemmon and Lins [2003]はアジア金融危機期（1997 年～1998 年）について、ア

ジア 8 カ国の 800 社を対象に所有構造が企業価値に与える影響を分析しており、所有権と

支配権が乖離した企業は乖離していない企業に比べて株価収益率が 10～20%低いことを示

すとともに、危機が企業の投資機会にネガティブな影響を与えたのと同時に、支配株主（オ

ーナー経営者）に少数株主を搾取するインセンティブを与えたことを指摘した。 

 少数株主搾取は、Johnson, et al. [2000]3によってその理念型（”Tunneling”）が提示され、

Johnson, et al. [2000]4によって（静学）モデル化された。その本質は、支配株主による少

数株主搾取は、搾取によって得られる限界収益と搾取にかかる限界費用が一致するまで行

われるが、支配株主が保有する所有権持分や（搾取の容易さを規定する）情報開示などの

制度インフラといった外生変数に依存するという点にある5。 

上述の Mitton [2002]は、情報開示の質の高さが搾取の限界費用を高めることを通じて、

企業価値を高めることを示している点で、Lemmon and Lins [2003]も、危機によって（本

業の）投資の限界収益が低下したことが、相対的に搾取の限界収益を高めることになった

ことを示唆している点で、”Tunneling”の文脈に合致しているといえる。 

 

所有構造と経営パフォーマンス（Ownership Structure and Corporate Performance） 

 「法と金融」アプローチの貢献やアジア金融危機の発生によって、オーナー（ファミリ

ー）企業のコーポレート・ガバナンスが注目される以前から、所有と経営が分離した企業

                                                  
3 Johnson, La Porta, Shleifer, and Vishny [2000] 
4 Johnson, Boone, Breach, and Friedman [2000] 
5 ただし、少数株主搾取とは反対に、破綻したグループ企業を支配株主（オーナー経営者）が私

財を投じて救済する事例も、金融危機後には散見された。そこで、Friedman, et al. [2003]は救

済（私財投入）を”Propping”と名づけ、”Tunneling”のモデルを動学化することで対応した。

すなわち支配株主（オーナー経営者）が破綻企業を救済するのは、経営正常化後の将来時点での”

Tunneling”によって得られる収益（割引現在価値）から”Propping”の費用を控除した NPV
が正のときに限られると解釈できる。 



 

 - 5 - 

（主としてアメリカの大企業）に関する所有構造と経営パフォーマンスの関係についての

研究は、コーポレート・ガバナンスの主要なテーマであった。 

 このテーマの大きな問題点は、所有構造と経営パフォーマンスの相互依存関係（内生性）

である。すなわち、①（オーナー）経営者は持分を多く保有していれば企業収益に関心が

高まるので、企業経営への努力水準が高まり経営パフォーマンスが向上するという関係が

想定できるが、他方で、②（オーナー）経営者は経営パフォーマンスの高い企業の持分を、

より多く保有しようとするという関係も想定できる。 

 こうした内生性の問題への対応に関して、先行研究はその研究目的に応じて、大きく２

つの流れに分類できる。その一方は、上述①の関係を指摘した Berle and Means [1932]お

よび Jensen and Meckling [1976]を実証することに重点を置いたものであり、例えば

Morck, et al. [1988]、McConnell and Servaes [1990]、Holdness, Kroszner, and Sheehan 

[1999]などを挙げることができる。これらの分析は、所有構造を独立変数として経営パフォ

ーマンスとの間に 2 次または非線形の関係を見出している。（図 2 参照） 

 もう一方は、内生性の問題への（操作変数法などの計量分析手法による）対処を重視す

るもので、例えば Demsetz and Lehn [1985]、Kole [1996]、Cho [1998]、Himmelberg, 

Hubbard, and Palia [1999]、Demsetz and Villalonga [2001]などを挙げることができる。

これらの分析は、内生性の問題に対処した後では、経営パフォーマンスは所有構造に依存

するとはいえないとしている。（図 2 参照） 

 これまでの関連研究の系譜を踏まえ、以下では節を改めて、韓国「財閥」に関する研究

を整理することにする。 

 

2-2. 韓国「財閥」に関する研究 

 

コーポレート・ガバナンスの基本問題と仮説 

 Becht, et al. [2003]は、コーポレート・ガバナンスの根本的な問題は、「経営者の裁量と

少数株主保護のバランスをとるために、支配株主をいかに規制するか」ということに尽き

ると指摘した。この表現は、Berle and Means [1932]が指摘した「所有と経営の分離」の

問題と、Bebchuk, et al. [2000]が指摘し、Claessens, et al. [2000]が実証した「所有権と支

配権の乖離」の問題の２つを含んでいる。 

本稿の「所有構造と経営パフォーマンス」というテーマにおいて、「所有と経営の分離」
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からは以下の仮説が得られる。支配株主の持分が高ければ（かつ所有権と支配権の配分に

乖離が小さいならば）、支配株主は経営者モニタリングが可能である（かつその誘因もある）

ため、専門経営者の専横を防ぐことができると期待される。それゆえ、支配株主の存在は

少数株主の利益となりうる。すなわち、支配株主の支配権比率が高いほど、収益性は高い。 

一方、「所有権と支配権の乖離」からは以下の仮説が得られる。支配株主の支配権比率は

高くても、所有権は低い場合は、支配株主による経営者モニタリングの誘因は期待できな

い。むしろ、支配株主と経営者が結託し少数株主を搾取する可能性がある。それゆえ、所

有権と支配権の乖離は、少数株主の損失となりうる。すなわち、支配株主の所有権と支配

権の乖離が大きいほど、収益性は低い。 

 

内生性の問題への対処と究極的所有権の計算 

韓国「財閥」のコーポレート・ガバナンスに関する先行研究は、近年頓に蓄積されてい

るが、その多くが研究テーマとして上記の２つ問題および仮説を取り上げている。（表 1 参

照）本節では、とくに本稿と関連が深い Joh [2003]と Chang [2003]の２つをとりあげて、

それらの残された課題から本稿の研究テーマを明らかにしていくことにする。 

 Joh [2003]は、韓国において外部監査を受けた（総資産 60 兆ウォン以上の）企業 5,829

社（非金融業）を対象とした、1993-1997 年にわたる 19,497 のサンプルから、韓国の経済

危機以前における韓国企業のコーポレート・ガバナンスと収益性の関係を、最小二乗法

（OLS）で回帰分析した。 

 主要な結論は、以下の通りである。 

(1) 所有構造と収益性：所有集中度の低い企業は収益性が低い。 

(2) 乖離度（支配権－所有権）と収益性：所有権と支配権の乖離が大きい企業は収益性が低

い。 

(3) マクロ経済との関係：支配株主による搾取の問題は経済停滞期に悪化する。 

(4) 非線形性：収益性は所有権集中度が 5％以下のとき低下するが、5％以上 25％以下のと

き急激に上昇し、25％以上で緩やかに上昇する。 

(5) 上場企業における搾取：グループ企業への投資の収益性への負の影響は上場企業の方が

大きい。 

 Joh [2003]の研究は先行研究の系譜から見ると、所有構造と経営パフォーマンスの相互依

存関係（内生性）の問題点を分析の枠外に一旦はずし、所有構造が経営パフォーマンスを
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決定する側面に注目した Morck, et al. [1988]などの延長にあり、その結論は「所有と経営

の分離」や「所有権と支配権の乖離」から得られる仮説が実証されたとしている。 

 他方 Chang [2003]は、韓国証券取引所上場の「財閥」系企業 419 社（全産業）を対象と

した、1986-1996 年にわたる 3,086 のサンプルから、韓国の経済危機以前における韓国企

業のコーポレート・ガバナンスと収益性の関係を、最小二乗法（OLS）および二段階最小

二乗法（2SLS）で実証分析した。 

 主要な結論は、以下の通りである。 

(1) 所有構造と収益性：企業の収益性は内部持分の水準に影響を与えるが、その逆の関係は

ないこと。すなわち「財閥」オーナー（およびグループ企業）は、高収益企業、成長企

業に持分を多く持つ。 

(2) 非線形性：所有集中とパフォーマンスの関係について、非線形性は確認できない。 

(3) グループ企業間取引における搾取：グループ企業間取引は利益を移転する手段として利

用されている可能性が高い。 

Chang [2003]の研究は先行研究の系譜から見ると、所有構造と経営パフォーマンスの相

互依存関係（内生性）の問題への対処を重視する Demsetz and Lehn [1985] などの延長に

あり、その結論は、内生性の問題に対処した後では経営パフォーマンスが所有構造に影響

を与えるのであって、その逆の関係は内生性の（同時方程式）バイアスによって生じたも

のであるとしている。 

 両者の研究を比較すると、Joh [2003]が内生性の問題に対処していないという点では、

Chang [2003]が優位である。しかし Chang [2003]は、Demsetz and Lehn [1985] などの

アメリカ企業を対象にした先行研究に倣い、所有構造の変数として（本稿でいう）支配権

を採用して回帰分析しているために、経営パフォーマンスが所有構造に影響を与えるとい

う結論も有意性が低くとどまっている。つまり、支配株主が存在する企業グループ傘下企

業の所有構造の変数として、究極的所有権を計算していないという別途の課題が存在する。 

 以上の先行研究展望から、① 内生性の問題、② 究極的所有権の計算に同時に対処する

ことは、韓国「財閥」の所有構造と経営パフォーマンスに関する研究における残された課

題といえる。そこで、本稿では Joh [2003]および Chang [2003]といった先行研究の課題を

補完する意味から、株式持ち合い構造におけるオーナーの究極的所有権を計算した上で、

所有構造と経営パフォーマンスの内生性の問題に対処した実証分析を行うこととする。 
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3. データ 

 

 韓国では、大規模企業グループによる経済力集中の弊害を避けるため、韓国公正去来委

員会（Korea Fair Trade Committee）が企業グループを、資産規模を基準に「大規模企業

集団」として指定し、グループ内取引や株式持ち合い等に規制を課している。この「大規

模企業集団」は 2001 年度まで、資産規模 30 位までの民間企業グループが指定されていた

ため、一般に「30 大財閥」と呼ばれていて、韓国「財閥」の研究の多くはこの「30 大財閥」

を対象に行われてきた。 

しかし 2002 年度以降は、公企業を含む資産規模 2 兆ウォン以上の全企業グループに指定

範囲が拡張されたことによって、「30 大財閥」という公的な基準はなくなっている。そこで、

本稿では先行研究との比較を考慮して、2002-3 年度に連続して「大規模企業集団」に指定

され、グループ企業に韓国証券取引所上場企業を含む 30 の民間企業グループを取り上げる

ことにした。（表 2 参照） 

以下、まず 3-1 節で、究極的所有権と支配権の概念を整理しながら韓国「財閥」の所有構

造を明らかにする。続く 3-2 節では、4 節での回帰分析に使用する各変数の記述統計を用い

て、韓国「財閥」の特徴を概観する。 

 

3-1. 究極的所有権と支配権 

 

究極的所有権と支配権の違いを説明するために、Bebchuk et al. [2000]における「株式の

ピラミッド構造」の事例を引用する。 

ここで、オーナー経営者が親会社株式の 1b の持分を所有し、親会社が子会社株式の 2a の

持分を所有し、その子会社が孫会社株式の 3a の持分を所有する。この株式のピラミッド構

造を n回繰り返すことによって、 

 niab i ,,2,, 2
1

2
1

1 L=>>  

であれば、オーナー経営者は n番目の企業に対して、所有権に関しては 

 ∏
=

⋅=
n

i
in ab

2
1α   

の持分しか所有していないにもかかわらず（このため究極的所有権という）、支配権に関し

ては na を維持することができるようになる。また、 nの数を大きくすることで、究極的所
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有権 ( )0>nα の値をいくらでも引き下げることができる。また、グループ企業間の「株式持

ち合い」の場合には、企業が相互に株式を交換することでオーナーは実質的出資を伴わず

に究極的所有権を引き下げることができる。 

 オーナーは、その出資分に対しての収益（リターン）を追求する。よって、「株式のピラ

ミッド構造」や「株式持ち合い」が行われている状況では、所有構造と経営パフォーマン

スの関係を分析する際の所有構造の変数として、支配権よりも究極的所有権を採用するこ

とが望ましい。（図 3 参照） 

 La Porta, et al. [1999]および Claessens, et al. [2000]の流れを汲む先行研究の多くは、こ

の「株式のピラミッド構造」を想定して、各社の所有関係を辿りその持分の積の総和で究

極的所有権を算出している。しかし、「株式持ち合い」ではその所有関係が循環するので、

持分の単純な積は求めることができない。「株式のピラミッド構造」が主流のアジアの他国

と異なり、韓国では「株式のピラミッド構造」とあわせて、「株式持ち合い」も広く観察さ

れている（表 3 参照）ため、先行研究の計算方法では不都合が生じる。そこで本稿では、

日本の企業グループの「株式持ち合い」を対象に究極的所有権の計算方法を提示した二木 

[1976;1982]を参考に、これを簡略化した計算方法を採用した6。 

韓国企業の所有構造に関するデータは、各企業の事業報告書（2002 年度7）から収集した

8。事業報告書には、支配株主とその特殊関係人の株式保有状況と、持分 5％以上の株主が

記載されており、また当該企業が企業グループに属している場合は、グループ内の株式持

ち合い状況が一覧表で示されているケースもある。なお、韓国証券取引所上場企業と

KOSDAQ 登録企業の事業報告書・監査報告書および一部の未公開企業の監査報告書は、金

融監督院電子公示システム（http://dart.fss.or.kr/）から入手可能である。 

2002 年度の韓国の「30 大財閥」に所属する企業（全産業）は 642 社あり、その内訳は

上場企業 130 社、店頭登録企業 24 社、未公開企業 488 社となっている。（表 4 参照）支配

権は全企業平均で 68.97％であり、その内訳はグループ持ち合いが 59.63％、オーナー家族

が 7.58％、役員・財団が 1.76％となっている。また、支配権を企業種別に見ると、上場企

業が 41.27％、店頭登録企業が 51.29％、未公開企業が 77.22％となっている。 

ただし、上場企業がグループ持ち合い分 27.55％、オーナー家族分 11.40％であるのに対

                                                  
6 計算方法の詳細は補論を参照されたい。 
7 韓国企業（とくに非金融業）の大半が 12 月決算であるため、本稿において 2002 年度とは 2002
年 1 月 1 日から 2002 年 12 月 31 日を指している。 
8 本研究では普通株を基準にデータを収集し、支配権および究極的所有権を算出した。 
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して、未公開企業はグループ持ち合い分 69.02％、オーナー家族分 6.54％となっている。つ

まり、オーナー家族の上場企業への出資比率が未公開企業よりも高く、またグループ企業

の未公開企業への出資比率が著しく高い。 

他方、究極的所有権は全企業平均で 20.20％であり、その内訳はグループ持ち合いを通じ

てオーナーに帰属する（間接）持分が 12.61％、オーナー家族の直接出資分が 7.58％となっ

ている。また、究極的所有権を企業種別に見ると、上場企業が 17.16％、店頭登録企業が

19.45％、未公開企業が 21.14％となっており、企業種別の差は支配権ほどない。 

このことは、乖離度（支配権－究極的所有権）が全企業で 48.77％、上場企業が 24.11％、

店頭登録企業が 31.84％、未公開企業が 56.18％となっていることからも確認できる。すな

わち、未公開企業はグループ持ち合い分が多いだけでなく、持ち合いによる実質的出資の

回避も多い。 

 

3-2. 韓国「財閥」に関する記述統計 

 

上記の究極的所有権の算出には、その技術的な必要性から、グループ内の（金融業、未

公開企業を含む）全企業を対象にデータを収集した。しかし、未公開企業のデータ収集に

限界があること、金融業は規制等の影響から非金融業と同列に経営パフォーマンスの比較

が困難であることから、財務データに関しては「30 大財閥」のうち上場企業（金融業およ

び持株会社をのぞく）113 社のみを対象にデータ（2002 年度）を収集した9。（表 5 参照） 

まず、経営パフォーマンスの指標として、売上高当期純利益率（INRATIO）と総資産当

期純利益率（ROA）を採用した。売上高当期純利益率の平均は 2.10％で、最小-48.44％お

よび最大 45.47％であった。総資産当期純利益率の平均は 2.47％で、最小-30.35％および最

大 27.00％であった。また所有構造の指標としては、前節で検討した通り主として究極的所

有権（ULTIMATE）を採用したが、比較のために支配権（CONTROL）も採用した。 

経営パフォーマンスおよび所有構造に影響を与える要因として、まず企業規模を採用し

た。企業規模は、規模の経済によって経営パフォーマンスに影響を与える一方、オーナー

家族の資金が制約となって所有構造にも影響を与えることが考えられる。企業の総資産の

平均は 24,107 億ウォンで、最小 493 億ウォン、最大 344,396 億ウォンであった。同様に、

当該企業が所属するグループの総資産も両者に影響を与えると考えられる。グループの総

                                                  
9 財務データは、韓国上場会社協議会「企業情報ウェアーハウス TS2000」から収集した。 
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資産の平均は 270,248 億ウォンで、最小 21,000 億ウォン、最大 835,000 億ウォンであった。

なお、次節における回帰分析では、企業総資産とグループ総資産は変数としてそれぞれの

対数（LASEETS）、（LGASSETS）を採用した。 

経営パフォーマンスおよび所有構造に影響を与える次の要因として、財務構造を採用し

た。財務構造は、支払利子負担によって経営パフォーマンスに影響を与える一方、オーナ

ー家族の資金が制約となって所有構造にも影響を与えることが考えられる。自己資本比率

（EQRATIO）の平均は 43.39％で、最小-8.61％および最大 83.52％であった。 

企業の特徴を示す追加的変数として、将来の成長性期待の代理変数として研究開発費比

率（RDRATIO）を、また国際競争力の代理変数として輸出比率（EXRATIO）を採用した。

研究開発費比率の平均は 0.96％で、最小 0.00％および最大 24.47％で、輸出比率の平均は

31.49％で、最小 0.00％および最大 100.00％であった。（輸出比率 100%の企業は海運業で

あった。） 

ただし、経営パフォーマンスは産業ごとに大きくことなることが予想されるため、ダミ

ー変数として、韓国標準産業分類の 2 単位（中分類：全 63 産業）基準の産業コードを採用

したが、使用したダミー変数は 23 個であった。 

 

4. 回帰分析 

 

4-1. 究極的所有権と経営パフォーマンス 

 

 究極的所有権と経営パフォーマンスの関係を調べるために、まず、変数として企業総資

産（LASEETS）、グループ総資産（LGASSETS）、自己資本比率（EQRATIO）を含めた推

定式(1)、(2)を最小二乗法（OLS）で回帰し、各変数の有意性を確認した10。 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
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( ) ( ) ( ) ( )
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10 本節では、紙幅の都合上、経営パフォーマンスとして総資本当期純利益率（ROA）を採用し

た結果のみを記載しているが、売上高当期純利益率（INRATIO）を採用した場合も同様の結果

が得られた。 
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 その結果、推定式(1)において、究極的所有権（ULTIMATE）、企業総資産（LASEETS）、

グループ総資産（LGASSETS）、自己資本比率（EQRATIO）の係数はいずれも正で、かつ

有意だった。また、推定式(2)においては、総資産当期純利益率（ROA）の係数は正で有意、

グループ総資産（LGASSETS）の係数は負で有意だった。（表 6-a Equation 1,2 参照） 

 続いて、変数として研究開発費比率（RDRATIO）と輸出比率（EXRATIO）を追加した

推定式(3)、(4)を最小二乗法（OLS）で回帰し、各変数の有意性を確認した。 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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その結果、推定式(3)において、究極的所有権（ULTIMATE）、企業総資産（LASEETS）、

グループ総資産（LGASSETS）、自己資本比率（EQRATIO）の係数はいずれも正で有意、

輸出比率（EXRATIO）の係数は負で有意だった。また、推定式(4)においては、総資産当期

純利益率（ROA）、研究開発費比率（RDRATIO）の係数は正で有意、グループ総資産

（LGASSETS）の係数は負で有意だった。（表 6-a Equation 3,4 参照） 

 推定式(3)、(4)の結果から、グループ総資産（LGASSETS）が究極的所有権（ULTIMATE）、

総資産当期純利益率（ROA）の双方に影響を与える一方で、企業総資産（LASEETS）、自

己資本比率（EQRATIO）、輸出比率（EXRATIO）は究極的所有権（ULTIMATE）のみに

影響を与え、研究開発費比率（RDRATIO）は総資産当期純利益率（ROA）のみに影響を与

えることが確認された。 

 そこで改めて、推定式(3)、(4)の結果で有意となった変数のみを含んだ推定式(5)、(6)を最

小二乗法（OLS）で回帰した。 
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その結果、推定式(3)と同様に推定式(5)においては、究極的所有権（ULTIMATE）、企業

総資産（LASEETS）、グループ総資産（LGASSETS）、自己資本比率（EQRATIO）の係数
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はいずれも正で有意、輸出比率（EXRATIO）の係数は負で有意だった。また、推定式(4)

と同様に推定式(6)においては、総資産当期純利益率（ROA）、研究開発費比率（RDRATIO）

の係数は正で有意、グループ総資産（LGASSETS）の係数は負で有意だった。（表 6-b 

Equation 5,6 参照） 

推定式(5)、(6)の結果から、究極的所有権（ULTIMATE）と総資産当期純利益率（ROA）

は相互に影響を与える関係にあることが確認された。そのため、最小二乗法（OLS）によ

る推定はバイアスが生じていると考えられる。そこで、推定式(5)、(6)と同じ変数を含んだ

推定式(7)、(8)を二段階最小二乗法（2SLS）で回帰した。 
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その結果、推定式(7)においては、推定式(5)で有意だった究極的所有権（ULTIMATE）の

係数は有意でなくなった。その一方で、推定式(8)においては、推定式(6)と同様に総資産当

期純利益率（ROA）の係数は正かつ有意であった。また研究開発費比率（RDRATIO）の係

数は正かつ有意、グループ総資産（LGASSETS）の係数は負かつ有意で、推定式(6)と同様

の結果だった。（表 6-b Equation 7,8 参照） 

以上から、所有構造と経営パフォーマンスの関係は、経営パフォーマンスが所有構造に

影響を与えるのであって、その逆ではない。すなわち、オーナー経営者は経営パフォーマ

ンスが優れた企業に（究極的）所有権を多く保有する。また、研究開発費比率が高く将来

の成長性が期待される企業に対して（究極的）所有権を多く保有する。他方、グループ総

資産が大きい企業は、オーナー家族の資産制約によって（究極的）所有権は低下する。 

 

4-2. 支配権と経営パフォーマンス 

 

さらに、経営パフォーマンスとの関係を分析する際に、所有構造の変数としての究極的

所有権と支配権の違いを確認する。まず、変数として企業総資産（LASEETS）、グループ

総資産（LGASSETS）、自己資本比率（EQRATIO）を含めた推定式(9)、(10)を最小二乗法

（OLS）で回帰し、各変数の有意性を確認した。 



 

 - 14 - 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
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 その結果、推定式(9)において、支配権（CONTROL）、企業総資産（LASEETS）、自己

資本比率（EQRATIO）の係数はいずれも正で、かつ有意だった。また、推定式(10)におい

ては、総資産当期純利益率（ROA）の係数は正で有意、グループ総資産（LGASSETS）の

係数は負で有意だった。（表 7-a Equation 9,10 参照） 

 続いて、変数として研究開発費比率（RDRATIO）と輸出比率（EXRATIO）を追加した

推定式(11)、(12)を最小二乗法（OLS）で回帰し、各変数の有意性を確認した。 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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その結果、推定式(11)においては、推定式(9)で有意だった支配権（CONTROL）の係数

は有意でなくなった。また、推定式(12)においても、推定式(10)で有意だった総資産当期純

利益率（ROA）の係数は有意でなくなった。（表 7-a Equation 11,12 参照） 

 そこで、推定式(9)、(10)の結果に戻って、企業総資産（LASEETS）、自己資本比率

（EQRATIO）は支配権（CONTROL）のみに影響を与え、グループ総資産（LGASSETS）

は総資産当期純利益率（ROA）のみに影響を与えることを確認し、改めて、推定式(9)、(10)

の結果で有意となった変数のみを含んだ推定式(13)、(14)を最小二乗法（OLS）で回帰した。 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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その結果、推定式(9)と同様に推定式(13)においては、支配権（CONTROL）、企業総資産

（LASEETS）、自己資本比率（EQRATIO）の係数はいずれも正で有意だった。また、推

定式(10)と同様に推定式(14)においては、総資産当期純利益率（ROA）の係数は正で有意、
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グループ総資産（LGASSETS）の係数は負で有意だった。（表 7-b Equation 13,14 参照） 

推定式(13)、(14)の結果から、有意性は低いものの、支配権（CONTROL）と総資産当期

純利益率（ROA）は相互に影響を与える関係にあることが確認された。そのため、最小二

乗法（OLS）による推定はバイアスが生じていると考えられる。そこで、推定式(13)、(14)

と同じ変数を含んだ推定式(15)、(16)を二段階最小二乗法（2SLS）で回帰した。 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
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その結果、推定式(15)においては、推定式(13)で有意だった支配権（CONTROL）の係数

は有意でなくなった。同様に、推定式(16)においては、推定式(14)で有意だった総資産当期

純利益率（ROA）の係数は有意でなくなった。（表 7-b Equation 15,16 参照） 

以上から、所有構造と経営パフォーマンスの関係を分析するにあたり、所有構造の変数

として支配権を採用するのは適当でないことが示唆される。二段階最小二乗法で回帰した

場合にその有意性が失われたことを考えると、最小二乗法で得られた有意性はバイアスに

よるものと考えられる。この点から、Chang [2003]で得られた「所有構造と経営パフォー

マンスの関係は、経営パフォーマンスが所有構造に影響を与えるのであって、その逆では

ない」との結論で、有意性が低いのも所有構造に支配権を採用したためと推測される。 

 

5. おわりに 

 

本稿では Joh [2003]および Chang [2003]といった先行研究の課題を補完する意味から、

韓国「財閥」に関して、株式持ち合い構造におけるオーナーの究極的所有権を計算した上

で、所有構造と経営パフォーマンスの内生性の問題に対処した回帰分析を行った。 

主な結論は、以下の通りである。 

(1) 所有構造と経営パフォーマンスの関係は、経営パフォーマンスが所有構造に影響を与え

るのであって、その逆ではない。すなわち、オーナー経営者は経営パフォーマンスが優

れた企業に（究極的）所有権を多く保有する。 

(2) 支配株主が存在する企業グループ傘下企業の所有構造と経営パフォーマンスの関係を

分析する際は、所有構造の変数として究極的所有権を採用するのが望ましく、支配権を
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採用するのは適当でない。 

 (1)に関しては、所有構造と経営パフォーマンスの関係を分析するにあたっては、内生性

の問題が重要であり、これに対処した手法を用いる必要があることがいえ、先行研究の

Chang [2003]を支持する結果となった。その一方で(2)に関しては、支配株主が存在する企

業グループ傘下企業の所有構造の変数として支配権を採用した Chang [2003]に疑問を提示

する結果となり、所有構造の変数の採用方針は、むしろ Joh [2003]の方針を支持する結果

となった。以上から、両者を補完するという本研究の目的は達成されたといえよう。 

 ただし今回の分析では、乖離度（＝支配権－究極的所有権）に関して有意な結果を得る

ことができなかった。また最後になったが、今回の分析はサンプルが 2002 年度の 1 年であ

ること、上場企業のみを対象にしていること等、分析には多少の限界があることにも触れ

ておきたい。 

以上 
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補論 株式持ち合い構造における究極的所有権の計算方法 

 

本補論では、二木 [1976;1982]を簡略化した、究極的所有権の計算方法を formal に提示

する。（ただし、Jaang, et al. [2002]にもほぼ同様な計算方法が採用されている。） 

 

・ n 社で構成される企業グループを考える。グループ傘下の任意の２企業を企業

( )nii ,,1 L= および企業 ( )njj ,,1L= と呼ぶことにする。 

 

・ 企業 iが発行する株式のうち、企業 jが所有する持分比率を ija とする。（ iia は自社株保

有比率を示す。）また、オーナーおよび家族が所有する持分比率（合計）を ib 、企業役

員およびグループ関連財団が所有する持分比率（合計）を ic 、外部株主が所有する持分

比率を iz とする。 

したがって、すべての ( )nii ,,1 L= に関して、 1
1

≡+++∑
=

iii

n

j
ij zcba となる。 

 

・ 当該企業グループの株式持ち合い構造は、以下の行列 Aで表現される。ただし、被出資

企業が行に、出資主体が列に配置されている。また、オーナーおよび家族、企業役員お

よびグループ関連財団、外部株主が所有する持分比率（合計）を、それぞれ縦に並べた

ベクトルを、それぞれB、C、Z とする。 
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・ オーナーの企業 iに対する支配権（ iβ ）を次のように定義する。 

ii

n

j
iji cba ++=∑

=1
β  

 

・ オーナーの企業 iに対する cash-flow right（ iα ）に関して、グループ内企業間の株式持

ち合い（間接）効果は、∑
∞

=1k

kA で表現できるが、これは次のとおりに変形できる。 
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[ ] IAIA
k

k −−= −
∞

=
∑ 1

1

（ただし、 I は単位行列。） 

 

・ ここで、 AID −= とし、その各要素の余因子を転置したものを
*D とすると、

1−D は

次のように表現できる。 
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・ 株式持ち合い構造の下で、究極的にオーナー（および家族）に帰属する所有権は、以下

のとおりに計算される。（下式の右辺は、オーナーの持ち合いによる間接所有持分を表

し、その第 1 項は直接・間接所有持分合計を、第 2 項は直接所有持分をそれぞれ表す。） 
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・ オーナーの企業 iに対する究極的所有権（ iα ）を次のように定義する。（上式右辺第 1

項） 
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・ オーナーの企業 iに対する支配権と究極的所有権の乖離（ iγ ）は、 iii αβγ −= と定義す

る。（図 3 参照） 

以上 
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図 1 関連研究の系譜 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           （注）枠なしは Working Paper、網掛けは韓国対象。 
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図 2 経営者持分と企業価値の関係 

 

 

（出所）Demsetz and Villalonga [2001] 
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図 3 究極的所有権と支配権の関係 
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 上図の各記号（a、b、c、z、α、β、γ）は、補論で使用される記号と対応している。 

（出所）筆者作成 
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表 1 韓国「財閥」に関する先行研究 

（出所）筆者作成 

 BKP [2004] BJK [2003] Chang [2003] JKKP [2002] Joh [2003] 

対象企業 

非金融業 

上場企業 

非金融業 

上場企業 

非金融業 

上場企業 

うち財閥系のみ 

全産業 

上場企業、非上場企業 

30 大財閥中心 

非金融業 

上場企業、店頭企業 

非上場企業 

対象年 1997-1998 2001 1986-1996 1989 1993-1997 

サンプル数 644 社 495 社 419 社（3,086） 322 社 5,829 社（19,497） 

推定法 OLS OLS, 2SLS, 3SLS OLS, 2SLS OLS OLS 

被説明変数 企業価値 企業価値 CG Index 収益性 内部持分 資本構成 収益性 

説明変数 内部持分 CG Index 企業価値 内部持分 収益性 （究極的）内部持分 （究極的）内部持分 

コントロー

ル 

規模（資産）、資本構成（負

債比率、借入先別）、情報

開示（ADR）、多角化、市

場シェア、輸出比率、広告

費、グループ間投資 

規模（資産）、上場年数、

成長性、市場シェア、資

本構成（負債比率）、輸出

比率、研究開発費、広告

費、外資比率 

規模（売上、資本金）、上場

年数、ボラティリティ、成

長性、市場シェア、研究開

発費、広告費、資本構成（負

債比率）、グループ間取引 

収益性、規模（資産）、

成長性、固定比率、株主

数 

規模（資産）、資本構

成（自己資本比率）、

市場シェア、輸出比

率、広告費、グループ

間投資 

ダミー変数 産業、30 大 ADR、30 大 企業、年 30 大、上場、製造業 70 大、産業、年 

結論 
情報開示↑銀行借入↓⇒

企業価値↑ 
CG Index⇒企業価値 収益性⇒内部持分 究極的持分⇒資本構成 究極的持分⇒収益性 
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表 2 韓国 30 大「財閥」一覧：サンプル企業数（2002 年度） 

グループ名 オーナー名 資産規模 A B C グループ名 オーナー名 資産規模 A B C 

三星 李健熙 83.5 64 54 12 CJ 李在賢 4.5 29 26 1 

LG 具本茂 58.6 51 46 13 東洋 玄在賢 4.5 15 7 1 

SK 崔泰源 47.5 60 56 10 コーロン 李東燦 4.4 28 26 5 

現代自動車 鄭夢九 44.1 26 23 6 東国製鋼 張世宙 4.1 7 7 2 

韓進 趙亮鎬 21.0 21 19 5 現代百貨店 鄭夢根 3.8 19 19 3 

ロッテ 辛格浩 20.7 35 33 5 ハンソル 李仁熙 3.8 13 10 4 

ハンファ 金升淵 14.3 29 23 3 現代産業開発 鄭世永 2.8 10 9 1 

現代重工業 鄭夢準 12.4 6 3 2 永豊 張亨鎭 2.8 21 21 3 

現代 鄭夢憲 10.2 12 9 4 KCC 鄭相永 2.7 7 7 1 

錦湖 朴晟容 9.7 14 12 2 東源 金在哲 2.4 16 11 3 

斗山 朴容昆 8.5 21 19 4 泰光産業 李豪鎭 2.3 17 14 2 

東部 金俊起 7.3 22 15 5 東洋化学 李會林 2.2 15 15 3 

暁星 趙錫來 4.9 14 13 1 大成 金英大 2.1 31 30 3 

新世界 李明熙 4.7 10 10 3 韓国タイヤ 趙洋來 2.1 6 6 1 

大林 李埈鎔 4.6 14 13 3 大象 林昌郁 2.1 9 8 2 

A: 全企業数、B: 非金融企業数、C: 非金融上場企業数 合計 642 564 113 

（出所）韓国公正去来委員会資料および各社事業報告書・監査報告書より筆者作成             資産規模単位：兆ウォン 
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表 3 「現代グループ」の株式持ち合い状況（2002 年度） 

被出資企業╲出資企業                                               （単位）％ 

 a b c d e f g h i j k l m n o p q r 

a  16.6           16.6   16.6 1.3 15.3 

b    15.2         15.2 4.9  20.1 8.0 12.1 

c  6.2           6.2 1.2  7.4 1.7 5.4 

d 4.9  7.4 8.9         21.2 18.6 0.5 40.3 20.6 19.7 

e         35.0    35.0 10.7 0.5 46.2 11.1 35.1 

f  4.4  0.3     31.6    36.3  0.1 36.4 0.8 35.6 

g  30.1  18.7     31.0    79.8  0.2 80.0 6.6 73.4 

h 20.0       4.6     24.6   24.6 0.3 24.3 

i 18.4 1.5  0.2         20.1 0.7  20.8 1.2 19.6 

j         96.0    96.0   96.0 0.2 94.8 

k 4.5 40.0 2.9        9.9  57.3   57.3 3.7 53.6 

l   50.0          50.0   50.0 0.9 49.1 

a: 現代証券（上場）、b: 現代商船（上場）、c: 現代綜合商社（上場）、 d: 現代エレベーター（上場）、e: 現代オートネット（上場） 

f: 現代情報技術（店頭登録）、g: 現代宅配、h: 現代経済研究院、i: 現代投資信託証券、j: 現代投資信託運用、k: 現代娥山 

l: ANH インターナショナル、m: 持ち合い合計、n: オーナー家族持分、o: 役員・財団持分、p: 支配権、q: 究極的支配権、r: 乖離度 

（出所）各社事業報告書・監査報告書より筆者作成 
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表 4 韓国「財閥」の所有・支配構造（2002 年度） 

支配権 グループ持ち合い分 オーナー家族持分 役員・財団持分 
（全産業） 標本数 

平均（％） 標準偏差 平均（％） 標準偏差 平均（％） 標準偏差 平均（％） 標準偏差 

全企業 642 68.97 26.96 59.63 31.97 7.58 17.88 1.76 7.80 

上場企業 130 41.27 18.02 27.55 18.43 11.40 13.92 2.32 4.46 

店頭登録企業 24 51.29 14.66 42.33 17.73 7.87 15.20 1.09 2.45 

未公開企業 488 77.22 23.92 69.02 29.37 6.54 18.80 1.65 8.62 

究極的所有権 持ち合い・オーナー帰属分 オーナー家族持分 
（全産業） 標本数 

平均（％） 標準偏差 平均（％） 標準偏差 平均（％） 標準偏差 

全企業 642 20.20 19.42 12.61 12.68 7.58 17.88 

上場企業 130 17.16 14.87 5.76 7.12 11.40 13.92 

店頭登録企業 24 19.45 14.17 11.58 7.80 7.87 15.20 

未公開企業 488 21.04 20.62 14.49 13.39 6.54 18.80 

 

（全産業） 標本数 支配権－究極的所有権 グループ持ち合い調整分 役員・財団持分 

全企業 642 48.77 － 47.02 － 1.76 － 

上場企業 130 24.11 － 21.79 － 2.32 － 

店頭登録企業 24 31.84 － 30.75 － 1.09 － 

未公開企業 488 56.18 － 49.43 － 

 

1.65 － 

（注）普通株基準（出所）筆者作成 
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表 5 変数の記述統計 

 

変数 変数名 単位 標本数 平均 標準偏差 最小 最大 

売上高当期純利益率 INRATIO % 113 2.10 9.94 -48.44 45.47 

総資産当期純利益率 ROA % 113 2.47 8.22 -30.35 27.00 

支配権 CONTROL % 113 41.50 18.61 0.13 87.80 

究極的所有権 ULITIMATE % 113 17.37 15.15 0.00 58.00 

企業総資産 ASSETS 億ウォン 113 24,107 43,911 493 344,396 

企業総資産（Log） LASSETS  113 9.21 1.32 6.20 12.75 

グループ総資産 GASSETS 億ウォン 113 270,248 278,666 21,000 835,000 

グループ総資産（Log） LGASSETS  113 11.80 1.29 9.95 13.64 

自己資本比率 EQRATIO % 113 43.39 17.23 -8.61 83.52 

研究開発費／売上高 RDRATIO % 113 0.96 2.84 0.00 24.47 

輸出／売上高 EXRATIO % 113 31.49 30.82 0.00 100.00 

（注）標本数は、韓国 30 大財閥傘下の韓国証券取引所上場企業 130 社（2002 年末時点）のうち、金融業（15 社）および持株会社（2 社）

を除外した数である。 
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表 6-a 韓国「財閥」の究極的所有権と経営パフォーマンス（2002 年度） 

 

 Equation 1 Equation 2 Equation 3 Equation 4 

分析手法 OLS OLS OLS OLS 

説明╲被説明 ROA ULTIMATE ROA ULTIMATE 

CONSTANT -42.81 (-3.29) *** 117.9 (6.76) *** -36.91 (-3.02) *** 118.1 (6.82) *** 

ULTIMATE 0.1584 (2.36) **   0.1454 (2.29) **   

ROA   0.3891 (2.36) **   0.4101 (2.29) ** 

LASSETS 1.305 (1.84) * 1.297 (1.15) 1.441 (2.14) ** 1.609 (1.40) 

LGASSETS 1.909 (2.21) ** -7.246 (-6.33) *** 1.827 (2.24) ** -7.487 (-6.54) *** 

EQRATIO 0.2133 (4.64) *** 0.2496 (0.31) 0.1955 (4.55) *** 0.03211 (0.40) 

RDRATIO     -0.3922 (-1.52)  0.7788 (1.81) * 

EXRATIO     -0.1105 (-3.61) *** -0.01437 (-0.26) 

産業ダミー Included Included Included Included 

標本数 113 113 113 113 

Adjusted R2 0.174 0.403 0.292 0.412 

F 値 1.87 ** 3.80 *** 2.59 *** 3.71 *** 

（注）括弧内の数値は t 値。*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10。 
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表 6-b 韓国「財閥」の究極的所有権と経営パフォーマンス（2002 年度） 

 

 Equation 5 Equation 6 Equation 7 Equation 8 

分析手法 OLS OLS 2SLS 2SLS 

説明╲被説明 ROA ULTIMATE ROA ULTIMATE 

CONSTANT -35.57 (-2.89) *** 126.4 (8.01) *** 28.41 (0.45) 127.9 (7.99) *** 

ULTIMATE 0.1297 (2.06) **   -0.4514 (-0.82)   

ROA   0.4828 (3.36) ***   0.6201 (2.53) ** 

LASSETS 1.654 (2.45) **   2.837 (1.93) *   

LGASSETS 1.609 (1.99) * -7.000 (-6.50) *** -2.4489 (-0.62) -7.207 (-6.42) *** 

EQRATIO 0.2038 (4.75) ***   0.2667 (3.14) ***   

RDRATIO   0.7073 (1.67) *   0.7814 (1.78) * 

EXRATIO -0.1135 (-3.69) ***   -0.1487 (-2.72) ***   

産業ダミー Included Included Included Included 

標本数 113 113 113 113 

Adjusted R2 0.281 0.419 -0.133 0.414 

F 値 2.56 *** 4.11 *** － － 

（注）括弧内の数値は t 値。*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10。 
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表 7-a 韓国「財閥」の支配権と経営パフォーマンス（2002 年度） 

 

 Equation 9 Equation 10 Equation 11 Equation 12 

分析手法 OLS OLS OLS OLS 

説明╲被説明 ROA CONTROL ROA CONTROL 

CONSTANT -34.92 (-2.95) *** 106.2 (4.37) *** -26.12 (-2.29) ** 106.9 (4.46) *** 

CONTROL 0.09727 (1.98) *   0.05052 (1.05)   

ROA   0.4536 (1.98) *   0.2606 (1.05) 

LASSETS 1.734 (2.45) ** -2.007 (-1.29) 1.825 (2.71) *** -1.331 (-0.84) 

LGASSETS 1.072 (1.43) -3.019 (-1.91) * 0.9274 (1.31) -3.025 (-1.91) * 

EQRATIO 0.2296 (5.02) *** -0.08526 (-0.76) 0.2130 (4.91) *** -0.05816 (-0.52) 

RDRATIO     -0.2919 (-1.12) -0.01534 (-0.03) 

EXRATIO     -0.1104 (-3.42) *** -0.1536 (-2.01) ** 

産業ダミー Included Included Included Included 

標本数 113 113 113 113 

Adjusted R2 0.158 0.235 0.257 0.253 

F 値 1.78 ** 2.27 *** 2.34 *** 2.31 *** 

（注）括弧内の数値は t 値。*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10。 

 



 

- 33 - 

表 7-b 韓国「財閥」の支配権と経営パフォーマンス（2002 年度） 

 

 Equation 13 Equation 14 Equation 15 Equation 16 

分析手法 OLS OLS 2SLS 2SLS 

説明╲被説明 ROA CONTROL ROA CONTROL 

CONSTANT -26.16 (-2.56) ** 92.93 (4.18) *** 2.864 (0.10) 89.23 (3.89) *** 

CONTROL 0.08477 (1.74) *   -0.3024 (-0.83)   

ROA   0.3343 (1.68) *   -0.0364 (-0.09) 

LASSETS 2.061 (3.06) ***   1.224 (1.04)   

LGASSETS   -3.614 (-2.39) **   -3.080 (-1.89) * 

EQRATIO 0.2334 (5.08) ***   0.2375 (3.92) ***   

RDRATIO         

EXRATIO         

産業ダミー Included Included Included Included 

標本数 113 113 113 113 

Adjusted R2 0.148 0.236 -0.180 0.205 

F 値 1.75 ** 2.38 *** － － 

（注）括弧内の数値は t 値。*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10。 
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