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１．コーポレート・ガバナンス改革に関する 
これまでの取組について 
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近年のコーポレートガバナンス改革（改革の全体像） 

CGSガイドライン 
 取締役会の機能強化と、資質・役割を重視した社外取締役の人選 

 指名・報酬の基準プロセスの明確化と指名・報酬委員会の活用 

 退任CEOの顧問・相談役の就任慣行の是正 

価値協創ガイダンス 
長期投資（ESG・無形資産投資）促進 

資本市場 

開示 対話 

 

投資 
議決権行使 

課題 

 一体的開示に向けた検討 
  ～ 開示の重複の整理・統合 ～ 

 総会プロセスの電子化 

１．経営システム・ガバナンスの強化 

これまでの取組 

 会社法改正 

 コーポレートガバナンス・コード 

 役員報酬税制の改訂（インセンティブ報酬等） 

コーポレート・ガバナンス・シス
テムに関する実務指針（CGS
ガイドライン） 
 取締役会の機能強化と、資質・役

割を重視した社外取締役の人選 

 指名・報酬の基準プロセスの明確化
と指名・報酬委員会の活用 

 退任CEOの顧問・相談役の就任慣
行の透明化 

建設的対話 ＜課題＞ 

 事報と有報の一体的開示 
  ～項目の共通化・整理合理化等 
 総会プロセスの一層の電子化 

これまでの取組 

 株主総会日程・基準日の合理的設定のための
環境整備（法人税申告期限の見直し等） 

 

投資 
議決権
行使 

開示 

２．中長期的な視点による投資の促進 

これまでの取組 

 スチュワードシップ・コード改訂 

 GPIF改革・アセットオーナー
役割明確化、政策保有株式 

価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス 
企業理念・ビジョン・ビジネスモデル・ESG・戦略・KPIの体系化 

ESG・無形資産(人材・知財・ブランド)等、非財務情報の充実 

資本市場 

３．大胆な経営
判断の後押し 

これまでの取組 

 スピンオフの課税繰延べ 

＜課題＞ 

 事業ポートフォリオの迅
速かつ大胆な転換を
促進するための制度整
備 

 M&A手法の多様化 

＜課題＞ 

 「形式」から「実質」への深化 
～ 指名・報酬委員会を活用した役員の指
名、基準やプロセス明確化、客観性向上 ～ 

 役員に対する株式報酬や業績連動報酬等のインセ
ンティブ報酬導入の一層の促進 
 

＜課題＞ 

 企業による統合的な開示の充実、成長性などの長期的視点での対話の実践 

「稼ぐ力」強化 

○収益力向上 

○成長力回復 
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企業経営 

          2012fy  2016fy  

ROA※   2.5 → 3.7％ 

ROE※※ 5.6  → 7.1％ 
※TOPIX500企業 

※※東証一部・二部上場企業 
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近年のコーポレートガバナンス改革（時系列） 

施策 実施状況 

日本再興戦略 

JPX日経インデックス400 2014年1月 算出開始 

日本版スチュワードシップ・コード 2014年2月 公表 

｢持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家の望まし
い関係構築～｣プロジェクト 

2014年8月 報告書（伊藤レポート）公表 

会社法改正 2015年5月 施行 

日本再興戦略 
改訂2014 

持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会 2015年4月 報告書公表 

経営者・投資家フォーラム 2015年6月 開始 

コーポレートガバナンス・コード 2015年6月 適用開始 

日本再興戦略 
改訂2015 

コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会 2015年7月 報告書公表 

株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会 2016年4月 報告書公表 

金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」 2016年4月 報告書公表 

日本再興戦略
2016 

「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」 
（ＣＧＳガイドライン）の策定 

2017年3月 CGS研究会報告書公表 
2017年3月 ガイドライン策定 

持続的成長に向けた長期投資(ESG・無形資産投資)研究会 
2017年 5 月 価値協創のための統合的開示･対話 
       ガイダンス（価値協創ガイダンス）公表 
2017年10月  報告書（伊藤レポート2.0）公表 

スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会 2017年5月 スチュワードシップ・コード改訂 

コーポレートガバナンス・コードを補完するとともに、 
「稼ぐ力」を強化するために有意義と考えられる具体的な行動を取りまとめたもの 



近年のコーポレートガバナンス改革（価値協創ガイダンス） 

5 

 共通のフレームワークに沿った経営の体
系化と非財務情報の開示を充実させる
ことで、共通の項目に係る議論、長期
的な視点での対話を行うことが可能に 

価値協創ガイダンスの体系図 



6 

ＣＧＳガイドラインの概要①（問題意識と方向性） 

 企業の持続的な成長、中長期的な企業価値向上を図る上で、要になるのはガバナ
ンス。 

 企業価値の向上を図る上で各企業が抱えているコーポレートガバナンスに関連する課題は様々。 

（課題例） 

 事業ポートフォリオの適切な見直しが不十分で、明確な戦略もなく、非中核事業や撤退が必要な事業に無駄なリソースを割い
ている。 

 判断の軸が不明確で、社内コンセンサスを重視する結果、意思決定に時間を要している。 

 第四次産業革命などの環境変化を踏まえた将来の経営戦略について、十分な時間をかけて議論できていない。 

 CEOのほとんどが、他社での経営経験がなく、全く違った価値観、考え方に基づく多面的な検討が困難である。 

 ガバナンス改革を企業価値向上にどう結びつけるのかが分からず、コードを形式的にコンプライする結果になっている。 

 CEO・経営陣に求められる資質や後継者の育成が明確でない。 

 CEO・経営陣とは別に経営への影響力を持っている者が存在し、CEOの果断な意思決定が阻害されている。 

 形式的対応にとどまるのでは無意味であり、上記の課題等をどう解決するかという観点から各企業がコーポレートガバナンス改革に取
り組むことが重要。その結果としての各企業の取組は、多様なものとなる。 

 企業価値向上の中心的役割を果たすのはCEO・経営陣。企業価値向上のためには経営戦略が必須であり、その立案に当たっ
ては社外の視点や知見も入れて取締役会で検討。 

 また、優れたCEO・経営陣を選び、適切なインセンティブを与え、その成果をチェックしていく仕組みを作ることは全ての企業におい
て必須。 

CGSガイドラインの方向性 



ＣＧＳガイドラインの概要②（全体像） 

7 

（CGS研究会報告書による提言に対応する事項） 

1. 形骸化した取締役会の経営機能・監督機能の強化 

 中長期の経営戦略、経営トップの後継者計画の審議・策定 

 個別業務の執行決定は対象を絞り込み、CEO以下の執行部門に権限委譲 
 

2. 社外取締役は数合わせでなく、経営経験等の特性を重視 

 人選理由を後付けで考えるのではなく、最初に必要な社外取締役の資質、役割を決定した上で人選 

 社外取締役のうち少なくとも１名は企業経営経験者を選任（逆に、経営経験者は他社の社外取を積極的
に引受け） 

 

3. 役員人事プロセスの客観性向上とシステム化 

 CEO・経営陣の選解任や評価、報酬に関する基準及びプロセスを明確化 

 基準作成やプロセス管理のため、社外者中心の指名・報酬委員会を設置・活用（過半数が社外、半々なら
委員長が社外） 

 

4. CEOのリーダーシップ強化のための環境整備 

 取締役会機能強化により、CEOから各部門（事業部、海外・地域拠点等）へのトップダウンをやりやすく 

 退任CEOが相談役・顧問に就任する際の役割・処遇の明確化 

 退任CEOの就任慣行に係る積極的な情報開示 

中長期的な企業価値と「稼ぐ力」を強化するために 
有意義と考えられる具体的な行動をとりまとめたもの 



１．機関構成・組織運営等に係る事項 

(8) 代表取締役社長等を退任した者の状況 

 ・代表取締役社長等を退任した者の会社との関係について説明する場合は、作成画面において「記載する」を選択し、その内容を記載してください。  

退任ＣＥＯの状況に関する開示について（2017年8月改定、2018年1月より適用） 

記
載
要
領 

※ 元代表取締役社長等には、元代表取締役社長の他、元ＣＥＯ（最高経営責任者）や元代表執行役社長を含めるものとします。 

※ 業務内容については、社内で経営に関わっている場合には、その内容についても記載することが考えられます。また、社内における業務内容を記載する他、社
外の活動（公職等）に会社を代表して参加している場合には、その内容も記載することが考えられます。具体的な業務内容や会社を代表しての活動が無く、
単に役職名の肩書きの使用を許諾しているのみの者については、氏名、役職・地位、社長等退任日、任期の欄のみ記載した上で、「業務内容」や「勤務形態・
条件」の欄に、業務内容や勤務実態が無い旨の説明を記載をすることが考えられます。 

※ 報酬については、給与、顧問料など費目の名称を問いません。 

※ 任期については、任期の定めが無い場合には、その旨、記載することが考えられます。。 

 (例) 代表取締役社長等であった者が、取締役など会社法上の役員の地位を退いた後、引き続き、相談役や顧問など何らかの役職に就任している、又は
何らか会社と関係する地位にある場合には、それぞれの者ごとに氏名や役職・地位、業務内容、勤務形態・条件（常勤・非常勤、報酬有無等）及び
代表取締役社長等の退任日、相談役・顧問等としての任期を記載するとともに、その合計人数を記載することが考えられます。また、「その他の事項」の欄
には、 
・ 相談役・顧問等の存廃にかかる状況（「すでに廃止済み」、「制度はあるが現在は対象者がいない」など） 
・ 相談役・顧問等に関する社内規程の制定改廃や任命に際しての、取締役会や指名・報酬委員会の関与の有無 
・ 相談役・顧問等の報酬総額 
などについて記載することが考えられます。 

氏名 役職・地位 業務内容 
勤務形態・条件 
（常勤・非常勤、報酬有無等） 

社長等退任日 任期 

■記載する ／ □記載しない  

【代表取締役社長等を退任した者の状況】 

元代表取締役社長である相談役・顧問等の氏名等 

その他の事項 

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 

様 

式 

１．機関構成・組織運営等に係る事項

(8) 代表取締役社長等を退任した者の状況

・代表取締役社長等を退任した者の会社との関係について説明する場合は、作成画面において「記載する」を選択し、その内容を記載してください。

記
載
要
領

※ 元代表取締役社長等には、元代表取締役社長の他、元ＣＥＯ（最高経営責任者）や元代表執行役社長を含めるものとします。

※ 業務内容については、社内で経営に関わっている場合には、その内容についても記載することが考えられます。また、社内における業務内容を記載する他、社
外の活動（公職等）に会社を代表して参加している場合には、その内容も記載することが考えられます。具体的な業務内容や会社を代表しての活動が無く、
単に役職名の肩書きの使用を許諾しているのみの者については、氏名、役職・地位、社長等退任日、任期の欄のみ記載した上で、「業務内容」や「勤務形態・
条件」の欄に、業務内容や勤務実態が無い旨の説明を記載をすることが考えられます。

※ 報酬については、給与、顧問料など費目の名称を問いません。

※ 任期については、任期の定めが無い場合には、その旨、記載することが考えられます。。

(例) 代表取締役社長等であった者が、取締役など会社法上の役員の地位を退いた後、引き続き、相談役や顧問など何らかの役職に就任している、又は
何らか会社と関係する地位にある場合には、それぞれの者ごとに氏名や役職・地位、業務内容、勤務形態・条件（常勤・非常勤、報酬有無等）及び
代表取締役社長等の退任日、相談役・顧問等としての任期を記載するとともに、その合計人数を記載することが考えられます。また、「その他の事項」の欄
には、
・ 相談役・顧問等の存廃にかかる状況（「すでに廃止済み」、「制度はあるが現在は対象者がいない」など）
・ 相談役・顧問等に関する社内規程の制定改廃や任命に際しての、取締役会や指名・報酬委員会の関与の有無
・ 相談役・顧問等の報酬総額
などについて記載することが考えられます。

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件
（常勤・非常勤、報酬有無等）

社長等退任日 任期

■記載する ／ □記載しない

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長である相談役・顧問等の氏名等

その他の事項

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数

様

式

 東証のコーポレートガバナンス報告書において、退任CEOが相談役・顧問等に就任している場
合の役割等を任意で開示する制度を創設。来年１月から以下の記載要領・様式で実施予定。 

8 



 

○議案の検討期間の拡大（株主総会手続きの電子化） 
• ３月期決算会社の株主総会の集中率は、今年初めて３０％以下に低下。 

• 株主総会招集通知発送前の早期Web開示（機関投資家等による議案検討期間を約4営業日程度拡大）や、
英文開示に取り組む企業数は増加。 

• 議決権の電子行使プラットフォーム（機関投資家による議案検討期間を1～2週間程度拡大する効果が見込まれ
る）に参加する企業数は増加。 

近年のコーポレートガバナンス改革（これまでの成果） 
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○社外取締役等の選任状況 (2017年7月時点・東証第一部) 

• 社外取締役を選任する企業の割合は99.6％に。（2012年時点では55.4％） 

• 2名以上の独立社外取締役を選任する企業の割合も88.0％に。 

○相談役・顧問に関する開示制度の創設 
• 企業の退任CEOが相談役・顧問に就任する場合、役割等を任意で開示する制度を創設。来年１月から実施予定。 

○指名委員会・報酬委員会の設置増加 
• 2017年7月時点で、東証一部上場企業の31.8％が指名委員会、34.9％が報酬委員会を設置（いずれも

法定及び任意）。2015年の10.5%、13.4%からそれぞれ大幅に増加。 

○中長期インセンティブを付与した役員報酬の普及 
• 現物株式報酬の導入企業数は、2016年の6社から2017年には130社に増加。役員向け信託型株式報酬も2015

年の73社から351社へと増加。 

企業経営・ガバナンス強化 

○スチュワードシップ・コードの普及 
• スチュワードシップコードは、2014年2月以降、214の機関投資家が受入れ。（2016年末時点） 

• 機関投資家が、議決権行使の方針を明確化。議決権行使結果の個別開示も開始（大手生保4社、信託銀大手3行など） 

建設的対話に向けた環境整備 

長期投資の促進 



２．「ＣＧＳガイドライン」のフォローアップについて 
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３.「形式」から「実質」へのコーポレートガバナンス・産業の新陳代謝 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

 ⅰ）中長期的な企業価値向上に向けた取組の一層の推進 
  これまでの継続的な取組により、企業の取締役会の構成の変化や投資家の企業との対話に臨む姿勢の積極化、ま
た、政策保有株式の縮減に向けた動きなど、コーポレートガバナンス改革には着実な進展が見られる。他方で、我
が国企業は、欧米企業と比較すると、事業ポートフォリオの転換等が十分に進まず、収益力の面でいまだ改善の余
地がある。第４次産業革命の急速な進展など、企業を取り巻く経営環境が変化する中で、企業が「稼ぐ力」を改善
し、持続的な成長を実現するためには、取締役会等の適切な監督の下、中長期的な視点に立った投資家との「建設
的な対話」を通じて、経営陣が果敢にリスクテイクを行い、中長期的な企業価値の向上に向けて、人材力、研究開
発力、ブランド力などの向上に向けた投資や事業再編などの取組を進める必要がある。このため、引き続き、実効
的なコーポレートガバナンス改革に向けた取組を深化させるとともに、大胆な事業再編を後押しする制度改革など、
中長期的な企業価値の向上を促すための取組を進める。 

  （中略）  

 ②経営システムの強化、中長期的投資の促進 

「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針」（ＣＧＳガイドライン）（平成29年３月31日経済
産業省策定）の普及・周知を進めるとともに、企業における指名・報酬委員会の活用状況、経営経験者の社外取
締役についての活用状況、インセンティブ報酬に関する導入・開示の状況等を本年度中に分析・公表する。 

我が国においては社長・CEOが取締役を退任した後も、当該会社において相談役、顧問等の役職及び地位を得て、
社外活動や社内への指導助言等、引き続き一定の役割を担うという慣行が存在している。コーポレートガバナン
スに関する透明性向上の観点から、退任した社長・CEOが就任する相談役、顧問等について、氏名、役職・地位、
業務内容等を開示する制度を株式会社東京証券取引所において本年夏頃を目途に創設し、来年初頭を目途に実施
する。 

 

ＣＧＳガイドラインのフォローアップに関する政府方針 
「未来投資戦略2017」（2017年6月9日閣議決定） 
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• 指名委員会に社外取締役を入れた結果、経営陣が緊張感を持って業務に取り組むようになったと感じて
いる。また、社長の権限が強すぎた点を透明化できたのはコーポレートガバナンス改革のおかげ。（電機） 

• 約１０年かけてコーポレートガバナンス体制の整備に取り組んだ。経営の質を高め、業績改
善に繋がっていることを実感している。（自動車部品） 

• 社外取締役が取締役会に加わることで、社内ならば特に説明を要さず伝わることであっても、詳細かつ合理
的な説明を求められることとなり、経営の意思決定の納得性が増加した。（食品） 

• 取締役会の過半数が社外取締役になることで、彼らを説得しなければいけない体制になった。長期的成
長を見据えた厳しい意見や助言をもらうことで、執行側も緊張感をもって経営にあたっている。（精密機
器） 

• 従来の取締役会は、内部的には結論が出ている業務執行に関する決定事項（設備投資や人事が中
心）について、取締役会決議を整えるという、手続的性格の強いものだったが、現在は、社外取締役との
質疑応答が毎回必ずあり、当日に議論を行うが決議は行わない「審議事項」も新設するなど、会議体と
して機能しつつある。（精密機器） 

• 社外取締役の発議で社外役員会（社外取締役と社外監査役のみで構成）を設置したところ、社外役員
から、取締役会資料の事前発送、経営会議の結果についての情報共有、資料構成に関する要望など、さ
まざまな意見が出され、明らかに運用面で変革が起きつつある。（外食） 

12 

（参考）コーポレートガバナンス改革に取り組んでいる企業の声 
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ＣＧＳガイドラインのフォローアップの進め方 

 企業アンケートなどを通じてCGSガイドラインを踏まえた企業の取組状況のフォローアッ
プを行い、結果を公表する。 

 調査結果を踏まえ、コーポレートガバナンスの実効性向上のための課題と対応策を検討
する（必要に応じてＣＧＳガイドラインの見直しも検討する）。 

【対象】東証第１部・２部上場企業（2,500社前後） 

 

【実施時期】本年12月～来年1月にかけて実施予定。 

 

【内容】・取締役会の役割、取締役会の実効性評価等  

    ・後継者計画等の状況 

    ・指名・報酬委員会の活用状況 

    ・社外取締役の活用状況 

    ・経営陣の報酬、インセンティブ 

    ・グループガバナンスの現状 

                             等 

「平成29年度 コーポレートガバナンスに関するアンケート調査」概要（予定） 



（参考）委託調査の概要 

③グループ企業のガバナンス等に関する実態調査＜企業ヒアリング＞ 
海外子会社を含むグループ企業のガバナンスに関する実態や、実務上の問題点、ベストプラクティス
等に関する知見・情報をヒアリングにより収集。 

②コーポレートガバナンスの取組と企業業績の関係に関する分析＜データの分析＞ 
コーポレートガバナンスへの取組と、企業業績（収益力等）との関係を、計量経済分析等の手法に
より分析する。 

①ＣＧＳガイドラインを踏まえた企業の取組状況のフォローアップ＜アンケート＞ 
 上場企業を対象とするアンケート調査をＲＩＥＴＩ（独立行政法人経済産業研究所）と連携しつつ行う

（委託先選定への参画、調査結果の分析等）。 

＜企業の業績を表す指標（例）＞ 
ＲＯＥ、ＲＯＡ、当期純利益、ＰＢＲ等。 

＜コーポレートガバナンスへの取組を表す指標（例）＞ 
取締役会のあり方、指名･報酬委員会、 
役員報酬の構成、安定株主比率等 

＜アンケート項目案（例）＞ 
  取締役会の役割、取締役会の実効性評価、後継者計画等の状況、指名・報酬委員会の活用状況、 
  社外取締役の活用状況、経営陣の報酬、インセンティブ、グループガバナンスの現状            等 
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３．企業グループのガバナンスについて 

15 
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ＣＧＳ研究会報告書における記載（平成29年3月10日公表） 

【CGS研究会報告書（抄）】 
6. 本研究会で十分に議論できなかった事項 
○ グループ企業のガバナンスの在り方 

 現在の我が国企業のガバナンスの議論は、本社のトップマネジメントをどうするかという議論に集中しているが、グループ企業のガバ
ナンスをどうするかという問題については議論が十分にされておらず空白地帯として残っているという指摘があった。 

 グループとしての企業価値向上につながるガバナンスの構築が重要であり、親会社の取締役会、経営陣（社長・CEO）、各委
員会（指名・報酬）の意思をいかにグループ会社経営陣に徹底させるかの工夫が必要と考えるという指摘があった。その関連で、
グループ企業への権限移譲を進めつつ、実効性のあるグループ統制を確保する（「聖域」を作らせない）方法を検討すべきであ
るという指摘があった。 
 海外子会社も含めたグループ企業のガバナンスの在り方についても議論し、実務上有益な提言をしてほしいという指摘があった。
その関連で、報酬の慣行が我が国と海外で異なる中で、海外子会社を抱えるグローバル企業となった我が国企業の報酬慣行
（報酬の考え方、報酬レベル）をどのようにしていくかという点が課題であるという指摘があった。 

 本年３月に公表されたCGS研究会報告書では、グループ企業のガバナンスの在り方が、
「十分に議論できなかった事項」とされている。 

【参考】 CGS研究会での委員の主な関連発言 
○ガバナンスと意思決定の迅速化という視点について、昔から非常に苦労している。例えば事業を子会社化して事業会社を
作れば、そこでの意思決定は、本体に置いてあったときよりも迅速になるはず。しかし、子会社化してかえって遠心力が働い
てしまっては困るので、求心力を得るための施策を何らかの形で社内に取り込まなければいけない。それは、どのように組
織を設計するかということに絡んでいる。（第１回 大宮委員） 

○今の日本企業のガバナンスの議論は、本社のトップマネジメントをどうするかという議論に集中しているが、グループ企業の
ガバナンスをどうするかという問題についての議論が足りず、空白地帯として残っている。いくつかの試みをしている会社は
あり、例えば、主要グループ企業のボードメンバーに本社の事業部門のトップを入れるけれども、そのグループ企業の社外
取締役に派遣される本社の事業部門の責任者は本社のボードメンバーではないので、グループ企業のボードメンバーに
なっても何をしていいのかがわからないというのが実態、実情。（第２回 伊藤委員） 
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グループガバナンスをテーマとする趣旨・問題意識 

○ コーポレートガバナンス改革を巡る従来の議論は、取締役会など法人単位の仕組みを基本としてい
るが、多くの上場企業ではグループ単位で経営が行われているのが実態。 

 
○また、これまで順次、子会社管理体制に関する手当てがなされてきた（※）が、一方で、海外を含

めた子会社の不祥事が親会社の経営に影響を与える事案が相次いでいる。 
  （※）会社法上の企業集団の内部統制システム構築、金商法上の財務に関する内部統制報告制度等。 

 
○こうした状況を踏まえ、グループ全体としての企業価値向上を図るためには、法人単位のガバナンス

に加え、グループ単位でのガバナンスの在り方について整理する必要がある。 
 
○ さらに、経済のグローバル化や第４次産業革命が進み、市場環境の変化や技術革新のスピードが

速まる中で、企業が中長期的成長を遂げるためには、グループ全体としての経営戦略を描き、限ら
れた経営資源を適切に配分する「事業ポートフォリオマネジメント」を積極的に行うことがこれまで
以上に重要になっている。 

①子会社を含めたグループ経営において「守り」と「攻め」両面でいかにガバナンスを働かせるか、
②グループ全体の事業ポートフォリオを最適化をいかに機動的に行うか、といった観点から、「グ
ループガバナンス」の在り方についての考え方や実務・事例を整理することが求められている。 
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グループガバナンスに関する論点（案）（１） 

〇グループ全体の企業価値向上のために、「攻め」と「守り」（※）の両面で、どのようなグループ設計及び
管理（事業ポートフォリオマネジメントを含む）の在り方が考えられるか。 

  （※）法的リスクにとどまらず、ブランド価値やレピュテーションリスクを含む。 

〇その際、権限移譲（遠心力）と統合管理（求心力）をどうバランスさせ、子会社の自律性とグループ
としての全体最適の追求という２つの要請にどう対応するか。 

 －権限移譲（分権化）⇔ 一元的管理／子会社の経営責任（集権化） 

 －意思決定の迅速性 ⇔ グループ管理の実効性 

 －多様性・自律性・創意工夫 ⇔ スケールメリット・コスト効率性 

〇業種・業態や市場環境等の多様性を踏まえ、複数のパターン化が考えられるか。  
 

 次ページにつづく 

〇連結子会社を含む企業グループ経営において、グループ全体としての企業価値向上のための設計・管
理等の仕組み。 

〇「守り」（内部統制、リスク管理、コンプライアンス等）と「攻め」（企業理念・経営ビジョン、業績目標管理、イン

センティブ報酬等）は両輪であり、「守り」があっての「攻め」。 
〇経営資源の「選択と集中」を図るため、事業ポートフォリオの機動的な組換え（最適化）もその一環。 

「グループガバナンス」とは 

主な論点（案） 



グループガバナンスに関する論点（案）（２） 

（１）グループの設計(※)の考え方について 
 －別法人とする企業経営上の意義 

 －親と子の機関設計とコーポレートガバナンスの仕組みとその関係性の在り方（指名・報酬委員会の設置等） 

 －事業ポートフォリオや組織構造の柔軟性の確保 
 

（２）グループ管理(※)の具体的実務の在り方について 
 －各種規程の策定と子会社への適用関係と遵守の担保手段（子会社統治の根拠となるルール、共通化と個別化等） 

 －事前承認・報告の基準設定と運用（子会社の規模・属性・業務内容等に応じた取扱い区分等） 

 －子会社におけるコンプライアンスの確保（平時における不正・違法行為の予防・把握と、有事の際の対応） 

 －人事（役員・従業員）・報酬設計（KPI、インセンティブ報酬等）の在り方（親会社としての管理と子会社としての
モチベーション） 

 －上場子会社の扱いについて（利益相反問題への対応等） 

 －海外子会社について（M&A後のPMIの在り方、各国法制への対応等） 
 

（３）事業ポートフォリオ・マネジメントの在り方について 
 －事業ポートフォリオに関する方針（コア分野の考え方等） 

 －見直し基準の在り方（収益性・成長性等に関する指標の立て方、基準を置くことの意義等） 

 －見直しプロセスの在り方（子会社ごとの評価プロセス、取締役会での議論、子会社の取締役会の役割等） 

ベストプラクティスの収集・整理・分析（共通要素の抽出等）を通じて、企業グループごとの多様性に
配慮しつつ、グループガバナンスの望ましい在り方に関する実務指針のとりまとめを目指す。 
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前ページからつづく 

（※）親会社の形態（事業会社／ホールディングス）や、グループ構成（コーポレー
ト部門／事業部門、カンパニー制、上場子会社／完全子会社等）について 

（※）「企業集団としての内部統制システムの構築」を含む。 



（参考）企業グループのガバナンスに関連する各種要素 
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親会社 
 

完全子会社 海外子会社 上場子会社 
（少数株主有り） 

親子間の再編（完
全子会社化等） 

海外子会社のガバナンス、海
外Ｍ＆Ａ後のＰＭＩ（※） 
※Post merger integration  

親会社単体のコー
ポレートガバナンス
（取締役会等） 

グループ企業の管理
（内部統制、人事、
インセンティブ等） 

資本市場 

少数株主 

少数株主との間の利
益相反 

グループ全体の戦
略（事業ポートフォ
リオの最適化等） 

社内カンパニー 

資本市場との対話
（元々グループで行うの
が基本） 

他社 

Ｍ＆Ａの活用 

スピンアウト・ 
事業譲渡等 



（参考）グループ経営に関わる関連制度の改正経緯 
法 制 等 税 制 企業会計 

1997年 純粋持株会社解禁（独禁法） 
合併手続簡素化（商法） 

  

1999年 株式交換・移転制度の導入（商法） 株式交換・移転制度（租特法）  連結中心の会計制度 

2001年 会社分割制度の創設（商法） 組織再編税制の創設（法人税法）   

2002年 連結納税制度の創設（法人税法）   

2003年 委員会等設置会社に対する内部統制システ
ムの決定義務の導入（商法） 
連結計算書類の導入（商法） 
合併対価の柔軟化等（産活法） 

2004年   連結付加税（２％）の廃止   

2006年 会社法施行 
内部統制システムの決定義務を大会社全体
に拡大（会社法） 
産活法特例の本則化（会社法） 

組織再編税制の改正（株式交換・移転の
法人税法への統合） 

企業結合・事業分離会計の整備、 
財務に関する内部統制報告制度
の導入 

2007年 三角合併施行（会社法） 三角合併に係る組織再編税制の整備 

2009年     企業結合・事業分離会計の改正
（持分プーリング法の廃止） 

2010年   グループ法人税制の創設 
連結納税制度の改正（子会社繰越欠損金
の持込制限の緩和） 

上場会社の連結財務諸表にＩ
ＦＲＳの任意適用開始 

2011年 自社株対価ＴＯＢの特例、完全子会社化
手続の簡素化（産活法） 

2015年 会社法改正の施行（多重代表訴訟制度導
入、グループ内部統制の会社法への格上
げ） 
コーポレートガバナンスコード策定 

2017年 組織再編税制の改正(ｽﾋﾟﾝｵﾌ、ｽｸｲｰｽﾞｱｳﾄ) 21 

※赤字は特にグループ経営に関係するもの 
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（参考）子会社の数の推移 

上場企業の一社当たりの連結子会社数（国内＋海
外） 

（出所）日経Needsデータを元に経済産業省作成 

（備考）調査対象は東証１部・２部上場企業 

 上場企業の連結子会社数は、国内外合わせ、平均23社程度（中央値だと10社）。 

 国内子会社は微減傾向にある一方で、海外子会社は増加を続けている。 

一社当たりの子会社数平均値 
（非上場企業を含む集計） 

（出所）平成28年企業活動基本調査 
（備考）調査対象は、従業者 50人以上かつ資本金額又は出資金額3,000

万円以上の企業。対象業種は製造業、小売業、卸売業などに一部業種
を加えたもの。 
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（参考）企業グループに含まれる会社数（規模別、産業別の状況） 

一企業グループ当たりの企業数 
（企業グループの国内常用雇用者規模別） 

（出所）平成26年経済センサス基礎調査-親会社と子会社の名寄せによる集計に関する特別集計 
（備考）ここでの「企業グループ」とは、国内親会社がなく国内子会社がある会社をトップの親会社とし、その国内の子会社と孫会社等を含めたツリー群の企業群 

国内常用雇用者1000人以上の企業グループ 
における、一企業グループ当たりの企業数 

（親会社の属する産業別） 

3.4 

2.1 

2.2 

3.0 

7.2 

17.4 

30.6 

81.9 

0 20 40 60 80 100

全体平均 

0～9人 

10～99人 

100～999人 

1,000～4,999人 

5,000～9,999人 

10,000～49,999人 

50,000人以上 

 企業グループの規模が大きいほど、グループに含まれる会社数は多い。 

 従業員1,000人以上の企業グループについて業種別の傾向を見ると、広義のサービス
業では子会社数が比較的少ない傾向にある。 

12.7 

4.5 

28.5 

12.6 

15.3 
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電気・ガス・熱供給・水道業 

情報通信 

運輸、郵便 

卸売、小売 

金融、保険 

不動産、物品賃貸 

学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ 

宿泊、飲食サービス 

生活関連サービス、娯楽 

教育、学習支援 

医療、福祉 

複合サービス 

サービス業（他に分類されないも… 

（社） 
（社） 

産業別 
に分類 
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（参考）子会社が展開している事業分野 

製造業の企業の子会社が展開している事業分野 

（出所）平成28年企業活動基本調査 
（備考）調査対象は、従業者 50人以上かつ資本金額又は出資金額3,000万円以上の企業 

0 10,000 20,000 30,000

合計 

製造業（本業と同一） 

鉱業、採石、砂利採取 

製造業（本業以外） 

電気・ガス・熱供給・水道 

情報通信 

卸売 

小売 

金融・保険 

不動産、物品賃貸 

学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ 

宿泊、飲食サービス 

生活関連サービス、娯楽 

教育、学習支援 

サービス 

その他の事業 

国内子会社 

海外子会社 

0 2,000 4,000

合計 

小売業（本業と同一） 

鉱業、採石、砂利採取 

製造業 

電気・ガス・熱供給・水道 

情報通信 

卸売 

小売（本業以外） 

金融・保険 

不動産、物品賃貸 

学術研究、専門・技術ｻｰﾋﾞｽ 

宿泊、飲食サービス 

生活関連サービス、娯楽 

教育、学習支援 

サービス 

その他の事業 

国内子会社 

海外子会社 

小売業の企業の子会社が展開している事業分野 

 製造業・小売業ともに、子会社では本業とは異なる分野に展開していることが多い。 

 製造業は小売業と比べ、海外子会社が多い。 

親会社と異なる
事業分野に展開
している子会社 

親会社と異なる
事業分野に展開
している子会社 

（社） （社） 
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（参考）上場企業の本体とグループの規模比較（連結・単体倍率等） 

上場企業の「連単倍率」の中央値 
（売上高、純利益、総資産を比較） 

 連結・単体倍率は売上、利益、資産のいずれで見ても増加傾向にあり、企業グループに
占める子会社の重要性が増大。また、売上と利益の「連単倍率」を比較すると、利益の
「連単倍率」の方が低く、親会社側で利益を上げている傾向が伺える。 

 持株会社形態の企業が増加したこと等を受け、上場企業の総資産に占める関連会社
株式の割合が大きく増加。 

上場企業の総資産に占める関係会社株式の割合 

1.07  

1.27  

1.00  

1.12  

1.05  

1.16  

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

連単倍率（売上高） 連単倍率（純利益） 連単倍率（総資産） 

（備考）左右の図いずれも、日経Needsデータを元に経済産業省作成。調査対象は東証１部・２部上場企業 

（年度） （年度） 

（連結／単体） 

4.9% 

15.3% 

0%

4%

8%

12%

16%

（備考）個社ごとに単体関係会社株式÷単体総資産を計算し
たものの平均値 
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グループガバナンスに関連する実態把握 

(1) 全体設計の方針、考え方 
・ グループの全体設計やそのガバナンスにおいて、重視してい

る観点（効率性、迅速性、適法性、風土等） 

・ グループの全体設計の基本方針（事業部門／カンパニー
／子会社の使い分けの考え方等） 

・海外子会社に関し、特に留意している事項 
 
(2) 組織管理体制 

・ 企業グループの経営・管理のためのルールの策定状況 

・ 親会社における子会社管理の担当部署 

・ 子会社の経営リスクの管理に関する親会社の関与の程度 
－親会社の取締役会や管理部署での決議や承認を必

要とする範囲（付議基準等） 
－親会社への報告を求める事項の範囲 
－親会社への報告の方法・頻度 
－報告を受けた親会社側での対応（基準や指針、運用

等） 

・ 親子会社間の取引等で生じうる利益相反への対応 

 企業へのヒアリングにより以下の各事項について、実態の把握を進めているところ。 

(3) 人事面の管理 
・ 親会社の役職員と子会社の役職員

の兼務の状況 

・ 子会社の役員の選任、業績評価、
報酬決定の方法 

・ グループ内の従業員の採用・処遇の
一体性の有無 

 
(４) 事業ポートフォリオの最適化 

・ 事業ポートフォリオの評価や最適化に
向けた検討を行うプロセスの内容 

・ 事業ポートフォリオ最適化の手段とし
てのＭ＆Ａの活用についての考え方 

・ 事業ポートフォリオの組換え（特に切
出し）を実行する上での課題 
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これまでの企業ヒアリングの結果① 

○純粋持株会社として、効率性と経営の監督評価、意思決定の迅速さを重視することになった。そのために、基本的
には子会社に権限移譲して親会社は結果をモニターするというふうに、役割をはっきり分けようとしている。（化学） 

○カンパニー制を導入し、カンパニー別ROEを導入して収益責任を明確化する一方、それに見合う権限を付与するこ
とにした。（金融） 

○総合商社はあまりにも対応している分野が広いから、迅速な意思決定が大事で、そのために重層構造をできるだけ
避けようということで、ディビジョンカンパニー制を導入している。地域という横の関係を重視している会社もあるようだ
が、当社は商品別にディビジョンを分けた縦中心のカンパニー制である。（商社） 

○かつては事業ごとに子会社を作っていたが、本体に吸収してきた歴史がある。現在は本体の中で４つのカンパニーに
分けているが、全体としてのグランドデザインが不足している。（電気機器） 

(1) 全体設計の方針、考え方 
 ・グループの全体設計やそのガバナンスにおいて、重視している観点（効率性、迅速

性、適法性、風土等） 

 ・グループの全体設計の基本方針（事業部門／カンパニー／子会社の使い分けの考え方等） 

○地域ごとに、管理監督専門の統括会社（ホールディングスの子会社）を作り、リーガル、監査、コンプラ推進等の機
能を置き、現地で弁護士、会計士等を雇って現地子会社にガバナンスサービスを提供している。このような横からの
サービスを行い、縦の管理のチェーンが長くならないようにしている。（化学） 

○グローバルDOA（Delegation of Authority）というものを定め、海外子会社がアクションを起こすときに、本体の
誰の承認を得ないといけないかを明確にしている。（ ITサービス） 

○本社の指示に基づく日本人社長による「人のガバナンス」になっているのが現状。意思決定・報告、コンプライアンス
等の基本的なルール等の策定を進めている。これにより、米国や韓国企業の海外子会社のように、現地の優秀な人
材を獲得し、その国の状況に応じた事業活動が迅速にできるようにすることを目指している。 （電気機器） 

○海外子会社のボードメンバーの数を、法律上のミニマムにしている。内部統制、リスク管理の仕組みがしっかりしてい
れば、ミニマムでよい。 （ ITサービス） 

 ・海外子会社に関し、特に留意している事項 
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これまでの企業ヒアリングの結果② 

 ・子会社の経営リスクの管理に関する親会社の関与の程度 

  －親会社の取締役会や管理部署での決議や承認を必要とする範囲（付議基準等） 

○設立、買収、合併、解散などの会社法上の組織再編行為、役員の選解任、重要な人事、事業計画、設備投
資、投融資、重要な訴訟等を親会社の承認事項としている。（機械） 

○親子会社間で経営管理契約を締結し、経営管理上重要な事項、収益管理、リスク管理、コンプライアンス、顧
客保護等の管理、内部監査、傘下銀行の業務執行等に関する事項等を、重要度に応じ、親会社に事前協
議または報告させるようにしている。（金融） 

○日々の管理は業績中心に行っている。投資などの意思決定については、親会社と子会社で付議基準等に差を
設けておらず、子会社の案件でも本体のものと同様の承認プロセスが必要。（電気機器） 

(2)グループ企業の管理の手法（組織としての体制） 

 ・企業グループの経営・管理のためのルールの策定状況 

○なるべく親会社の意思が反映しやすいように、完全子会社を対象に、定款を一律の内容にしている。海外子会
社ではその国の事情に応じて修正を加えるが、国の内外に関わらず基本的な内容は同じ。（電気機器） 

○経営管理に関する基本契約を子会社と結んでおり、これに基づき親子間で協議すべき事項などを定めている。
（金融） 

 ・親会社における子会社管理の担当部署 

○子会社ごとに一次管理元（それぞれの事業部門）を決め、基本的な管理はそこが行う（子会社管理を専門
に行う部署はない）。コーポレート機能（リスク管理等）は親会社のコーポレート部門がグループ全体を統括し
ている。（機械） 

○１００以上ある事業部門ごとに子会社管理を行うのが基本。このため、海外では各国ごとに、事業部門ごとの
多数の子会社が設立されている。（電気機器） 

○（グループ経営方針、コンプライアンスガイドライン、カルテル防止指針、贈賄防止
ガイドライン等を定めている会社が大多数。） 
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これまでの企業ヒアリングの結果③ 

(3) 人事面の管理 

 ・親会社の役職員と子会社の役職員の兼務の状況 

○ポートフォリオマネジメントや、どこにお金をかけるかという資源配分がホールディングスの仕事で、実際の事業戦
略は子会社が作るという具合に分けたい。現状は、ホールディングスの社長が子会社の社長を兼任する等、ま
だまだ線引きがはっきりしない部分もあるが、将来的には、社長を分離して、目指している方向に近づきたい。
（化学） 

○ホールディングスの役員の多くが、中核的な子会社（銀行）の役員を兼務している。一方、中核的な子会社
（銀行）のトップは、親会社である銀行の役員を兼務していない。これは、各部門のエンティティ長としての責任
を果たしてもらうため。（金融） 

○親会社と子会社事業会社の役職員の兼務は幅広く行われており、特に、事業会社の社長が親会社の執行役
員を兼務している例が多い。（機械） 

○持株会社形態であるため、親会社の従業員のほとんどは子会社と兼務している。以前は持株会社がもう少し独
立していたが、近年は中核子会社との一体性が高まっており、状況によって関係性は変化する。（金融） 

○海外子会社に対して社長や経理部門トップを送り込むことは多いが、親会社と子会社の間で、執行での兼務は
あまり無い。 （電気機器） 

 ・子会社の役員の選任、業績評価、報酬決定の方法 

○ホールディングスの指名委員会の指名の範囲として、ＨＤの取締役、執行役の選任に加え、主要な事業会社の
社長の指名も対象となる。主要事業会社の社長以外の役員は、ホールディングスの取締役会の決議事項とし
ている。（化学） 
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これまでの企業ヒアリングの結果④ 

(4)事業ポートフォリオの最適化 

 ・事業ポートフォリオの評価や最適化に向けた検討を行うプロセスの内容 
 ・事業ポートフォリオ最適化の手段としてのＭ＆Ａの活用についての考え方 

○エグジットするかどうかは、カンパニーで議論し、経営会議でも毎年レビューしている。 エグジット基準を設けてお
り、VA（Value Analysis）ベースで、黒字であってもハードルレートを越えるリターンをあげる必要がある。基準
に抵触すると、原則としてエグジットすることにしている。（商社）  

○熾烈なグローバル競争を勝ち抜くためには世界中の顧客の事業ニーズに対し、最適なソリューションを迅速に提供
することが肝心であり、当社グループのグローバル展開及びグループの総合力を利用した体制構築を加速する
ための打ち手の一つとして、積極的にM&Aを利用していこうと考えている。 （機械）  

○次世代事業、成長事業、基盤事業、再編・再構築事業の4つに分けて戦略を検討している。（化学） 

○複数事業を持つことでリスク分散ができている。他の事業を売ってまでして特定の事業に集中投資することは考え
ていない。（電気機器） 

  ・事業ポートフォリオの組換え（特に切出し）を実行する上での課題 

○3年間、一定の財務基準（ミニマムレート）を満たさなかったら事業をやめるというルールはあるが、コーポレート部
門と事業部門との調整もあり、なかなか決断が難しい。その会社だけ売って終わりというわけではないという言い
訳をしてしまう。（商社） 

○撤退基準を作ったことがあるが、個別事業を売るか売らないかという判断の場面では全く機能しなかった。（電気
機器） 

○効率化すべき領域だからといって、グループ全体としてのお客様との関係を考えると、簡単に撤退というわけには
いかない。例えば住宅ローン事業をやめたくても、お客様に借り換えてくれというわけにもいかない。また、各事業
が独立しているとは限らないので、品揃えとして一部だけ撤退というわけにもいかない。（金融） 



（座長） 

宮島 英昭 早稲田大学商学学術院 教授 

（委員） 

井上 光太郎 東京工業大学 工学院 経営工学系 教授 

岩口 敏史 株式会社レコフデータ 代表取締役 

太田 洋 西村あさひ法律事務所 パートナー 

玉井 裕子 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 

服部 暢達 早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授 

  慶応義塾大学大学院経営管理研究科 特任教授 

林  稔 株式会社KPMG FAS マネージング・ディレクター 

松江 英夫 デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 パートナー 

「我が国企業による海外M＆A研究会」の概要  

海外企業の買収とその後の経営の統合（ＰＭＩ）に関する課題については、別
途、「我が国企業による海外Ｍ＆Ａ研究会」において本年8月より議論開始。 

企業ヒアリング等を通して、我が国企業による海外企業の買収における共通の課
題等を整理・分析し、議論の結果や事例等をまとめた成果物を年度末までに作成
予定。 ※検討成果をＣＧＳ研究会（第２期）で報告予定。 

【研究会メンバー】 ※五十音順、敬称略 
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（参考）「海外Ｍ＆Ａ研究会」の方向性について  

 海外M＆Aは、今や我が国企業が成長

を実現していく上で重要なツール。 

 海外M＆Aのリスクばかりが強調され

るが、海外M＆Aを活用して着実に

成功している企業も存在。企業を萎

縮させるのではなく、必要なリスク

をとって海外M＆Aを有効に活用で

きるようエンカレッジしていくこと

が重要。 

 海外M＆Aは、グリーンフィールドで

の海外進出とは異なる難しさやリスク

があることは事実。 

 海外M＆Aの目的は多様で、成功・失

敗を単一の基準から評価することはで

きない。したがって、「これをやれば

必ず成功する」というひな形はない。 

 海外Ｍ＆Ａを行う上でやるべきことの

共通の認識が不十分なところもあるの

で、まずそこを明確化していくことが

本研究会の意義の1つではないか。 

＜海外M＆Aの意義・重要性＞ ＜海外M＆Aの多様性と課題の明確化＞ 

海外M＆Aを実行していく上で、「必ず留意すべき点」を整理・明確化する
ことで、海外M＆Aを活用して成長につなげようとしている企業の後押しを
していくことが重要なのではないか。 

32 （出典）2017年11月29日の公開シンポジウムでの宮島座長の講演資料 



 多角化した日系大企業は、米・欧州系の大企業と比較して営業利益率が低く、事業間の
シナジーを発揮させるための適切なポートフォリオマネジメントが進んでいないと考えられる。 

規模（売上高） 
  大規模 : 2兆円～ 

多角化度 

  多角化 : 50%～ 

脚注：調査対象企業は、日本はTOPIX対象銘柄、米国はNYSE総合指数構成銘柄、欧州はFTSE総合指数（英）、CAC全株指数構成銘柄（仏）、CDAX指数構成銘柄（独）。多角化度としては、調査対象
となる企業について売上高を事業別に分解したときに、売上高構成比率が最大の事業の売上高構成比率を差し引いた値の2000年～2012年平均。1USD=100円、1EUR=130円、1GBP=130円で円換算 

出所：Bloombergデータを基にデロイト トーマツ コンサルティング作成 33 

欧米企業は積極的にポートフォリオ 
マネジメントを行っている。 

多角化した大企業の営業利益率（各国比較） 
 

戦略的なポートフォリオマネジメン
トを行うことで利益率の改善に

繋げることが必要 

事業ポートフォリオの見直しの必要性 



（参考）事業セグメント別の収益性の国際比較 

 日系企業の場合、売上高営業利益率が１０％未満のセグメントは９割を占める一方
で、世界の企業の場合は３割～７割。日系企業は、低収益のノンコア事業を抱えてい
ることが、全体の収益性を引き下げている可能性。 

事業セグメント別の利益率の分布 

32 

59% 

103 

66% 

5～10% 

0～5% 

91% 

28% 

75 83 

10～20% 

～0%（赤字） 
3% 

アジア系企業 

30%～ 

20%～30% 

欧州系企業 

3% 

米系企業 日系企業 

3% 

事業セグメント別 
売上高営業利益率 セグメント数 

売上高 
営業利益率 
10%未満 

出所：Bloombergデータベースを元に、デロイト トーマツ コンサルティング作成した資料を加工。事業セグメント別売上高・営業利益の両方を、FY 2006-13の8期連続で取得可能な世界連結売上ＴＯＰ５００の中か
ら、各国別多角化度（ハーフィンダール指数）上位５０％、海外売上高比率２０％以上の企業を対象 

日系企業は6割超の
事業が売上高営業
利益率5%未満 

米系企業は7割超の
事業が売上高営業
利益率10%以上 

 該当利益率区分の事業セグメント数 
 

 調査対象企業の全事業セグメント総数 
比率： 
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日米のＭ＆Ａの動向（仕向けマーケット別：百万ドル） 

事業ポートフォリオの最適化による企業価値の向上 

 企業価値を比較すると、専業企業や、事業ポートフォリオの最適化を図るための事業の
買収・売却を実施している多角化企業については企業価値が高い一方で、そうした事
業の買収・売却を実施していない多角化企業は企業価値が低い傾向がある。 

日本における事業ポートフォリオと企業価値の関係についての分析結果 

（注１）企業価値は時価総額と負債の簿価の和 
（注２）多角化企業＝日本標準産業分類の細分類ベースで複数のセグメントを持つ企業 
（出所）牛島[2015]を基に、デロイト・トーマツ・コンサルティング作成 

（注１）2000年~2011年に東京証券取引所に上場していた日本企業（銀行業・証券業・保険業除く） 
（注２）分析期間中に総資産の1%以上の金額のM&Aまたは事業売却を実施した多角化企業 
（注３）時価売上倍率・PBRは中央値 
（出所）井上・池田[2015]を基に、デロイト・トーマツ・コンサルティング作成 

分析１ 分析２ 

多角化企業は低い 

M&A・事業売却をしてい
ない多角化企業は低い 
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中核的事業の強化の必要性に関する企業の意識について 
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 ５年前と比較して中核的事業分野の強化の必要性を感じるようになっている企業の比
率は、84.8%に達している。 

0.8% 

14.4% 

84.8% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5年前よりも必要性を感じるようになっている 

5年前とあまり変わらない 

5年前よりも必要性を感じなくなっている 

問．5年前と比較して、貴社（グループ会社を含む）の事業のポートフォリオ（構成）
を見直した上で中核的な事業分野を強化していく必要性を、より感じますか？ 

 

（備考）デロイト・トーマツへの経済産業省委託調査（2017）の暫定集計値 


