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日本企業に対する投資家の見方（例）

• TCI（The Children’s Investment）のアジア拠点の創設を任されたジョ

ン・ホー氏が，初めて日本を訪れたときに感じたことがある．「日本には世
界がうらやむ人的資源と技術がある．唯一欠けているのが企業の『ファイ
ナンシャルIQ』．言い換えれば企業財務の弱さ．そして日本の唯一の弱
点の改善を助けるために日本で唯一の投資先としてJパワーを選んだと
いう」 （日経金融2007年12月26日）

重視する指標 指標の性格 主張

TCI ROE 株主資本に対する利益率

（有効利用の指標） 2004年の上場以来，低下
傾向が続いているROA 総資産に対する利益率

（有効利用の指標）

Jパワー 経常利益 本業のもうけを示す絶対値 目標は達成している

株主資本比率 経営の安定やリスク耐用
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アメリカ企業も同様だった

• 業績が低迷していたコカ・コーラを再建したのは，1980年に
同社のCEOに昇進したキューバ人のゴイズエタ．彼は就任

早々，世界中の幹部を一人づつ呼び，担当する市場の現状
，問題点，課題を報告させた．

• ゴイズエタは幹部との面談を通じて，改めて全社的な財務の
素養の不足を認識した．ほとんどのマネージャーが，BSの
見方すら分からないことに気付き愕然とした．そこで，幹部全
員を経理・財務の基礎コースに通わせた．



HBSのカリキュラム：1年目必須科目（Required）

• Term Ⅰ courses
・Finance Ⅰ
・Financial Reporting and Control
・Leadership and Organizational Behavior
・Marketing
・Technology and Operations Management

• Term Ⅰ courses
・Business, Government, and the International Economy
・Strategy
・The Entrepreneurial Management
・Finance Ⅱ
・Leadership and Corporate Accountability : the course examines the legal, 

ethical, and economic responsibilities of corporate leaders
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欧米MBA テキストなど

• Brealey, Myers and Allen (2008 pp.948-949) 
In the US and UK,  
Who owns the corporation?  We just say “the stockholders”
What is the corporation’s financial objective? 

We just say “to maximize shareholder value”
Ownership and control in Japan ⇒ Keiretsu, main bank system （教えられる）

• 経営戦略論のテキスト：ボードの責務

・企業の意思決定を承認しその実行を監視（モニタリング）

・意思決定と実行が外部株主の利益に合致していることを保証する

• Association of Corporate Boardsの最近の報告書：社外取締役が株主利益を

代表することを担保するため，その報酬のすべてを実質的に株式の形で受け取

ること，及びその他の非金銭的報酬はすべて排除されるべきだという指摘がある．
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コーポレート・ガバナンスの定義（多用）

• コーポレート・ガバナンスとは，分散化した投資家構造の中での集団行動の問題
と企業の様々なステークホルダー間の利害対立問題の解決をあつかうものであ
る（Becht, Bolton and Ailsa（2003））

• 企業経営を常時監視しつつ，必要に応じて経営体制の刷新を行い，それによっ
て不良企業の発生を防止するためのメカニズム（田村（2002））

• 株主が企業の所有者として企業の経営（経営者）に影響を及ぼすこと

（北川「解題：コーポレートガバナンスの新展開」『証券アナリストジャーナル』
（2009））

• 株式会社がよりよく経営されるようにするための諸活動と枠組みづくり（加護野・
砂川・吉村（2010））

• 企業経営の土壌，究極のマネジメントツール（制度設計）
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コーポレート・ガバナンスの経営学的な背景

• 企業活動には，経営者や従業員，株主や債権者など多数の利害関係者（ステー
クホルダー）が関係する．すべての利害関係者が，共通の目的である「持続的な
企業価値の向上」にむけて行動するのが理想．

• 実際には，関係者間で利害の対立が生じることがある．経営学やファイナンスで
取り上げられる典型的な利害対立は，株主（プリンシパル）と経営者（株主のエー
ジェント）の利害対立問題で，エージェンシー問題ともいわれる．

• エージェンシー問題：エージェントである経営者がプリンシパルである株主価値の
最大化から乖離した行動をとる可能性．

• アクティビストに代表される物言う株主が企業に行う株主提案の背景には，エー
ジェンシー問題に対する懸念がある．

• 株主と債権者，株主と従業員，大株主と少数株主の間にも利害対立の可能性が
ある．
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コーポレート・ガバナンス研究の歴史

• 1990年代までは，コーポレート・ガバナンスの用語が使われるのは，ロースクー
ルの教科書と一部の学術論文に限られていた．

• 1990年代から2000年代にかけて，コーポレート・ガバナンスは，法学・経在学・経
営学の研究領域として認識された．

• アメリカでは，経営学やファイナンス領域の学術雑誌に，コーポレート・ガバナン
ス関連の研究論文が掲載されることが多くなった．

• データの充実と問題意識の高まりにより，コーポレート・ガバナンスの指標と企業
属性や企業価値との関係を調査した実証研究が蓄積されつつある．ただし
typical findings は少ない．

• MBAのコーポレートファイナンスのテキストにコーポレート・ガバナンスの章が挿
入されたのは，BMAで2006年の 8th edition から



コーポレート・ガバナンスへの遠い道のり

• 若いうちは研究しない方がよい．答えがでないものだから．

• コーポレートガバナンスを経営の土壌と考えると，研究者は経営全般の
知識をつけてから取り組むべきテーマ（企業でいうと役員になってから）

• 経営学者は最後に取り組む．大御所でないと説得力がない．

• 社会人はある立場になってから悩む

• MBAで教えることは困難（HBSのコア科目には一部しかない 日本の学
部や大学でも少ない）
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有名なJensen論文（1986, AER）
“Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers”

• Free cash flow is cash flow in excess of that required to fund all 
projects that have positive net present values when discounted at 
the relevant cost of capital.

• Corporate managers are the agents of shareholders, a relationship 
fraught with conflicting interests. 

• Managers have incentives to cause their firms to grow beyond the 
optimal size. Growth increases managers’ power by increasing the 
resources under the control.

• 所有者でない経営者に余剰資金をもたせると価値を毀損する．資本政策

やガバナンス市場の圧力で規律する必要がある
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エージェンシー問題：原因と解決策

• エージェンシー問題の原因

・所有と経営の分離，株主分散によるモニタリングの困難さ

・取締役会が機能しない（実質的に社内役員が中心）

・経営者報酬が株主価値や企業価値とリンクしてない

• 多様な解決策

・自主努力（ガバナンス体制の確立）

・TOB や議決権行使など株式市場のプレッシャー

・製品市場での競争（過剰投資は製品市場での競争力を低下させる）

・社外取締役や独立役員の設置などを強制

・株価に連動する報酬（ストックオプションなど）
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近年の傾向：株主と企業

• 株価の低迷：売却する手段と経営提案の手段

• 機関投資家による国際分散投資が本格化．グローバル・レベルでの銘柄
選別が進み，経営陣の質，情報開示体制，コーポレート･ガバナンスなど
要因が重視されるようになった．

• 長期バリュー投資ファンドも株主提案（資本利益率 & WACC）

• 日本の機関投資家も「物言う投資家」として企業経営に関与しつつある．
生命保険協会の調査結果では，毎年のように，ガバナンスが取り上げら
れている

• 企業はIRを行い，ROEやROICなどの経営指標を重視するようになった

• M&Aの普及により，企業価値を意識した投資決定基準が普及している



主な実証研究紹介（欧米）

論文 主な結果

Yermack (1966 JFE) 社外（独立）取締役の割合と企業価値の間に有意な関
係なし（クロスセクション）

Rosenstein and Wyatt 
(1990 JFE)

1981-85 社外取締役選任のニュースに対して株式市
場は短期的にポジティブな反応

Bhagat and Black 
(1999)

独立性のある社外取締役の存在や割合は企業業績や
成長率と関係がない

Lehn et al. (2009 FM) 社外取締役の比率が高い企業は成長機会が乏しくなる

Links et al. (2008 JFE) CEOの持株比率と独立取締役の比率の間には負の関
係がある（所有と経営の分離が小）

Guest (2008 JCF) 英データ．ROAと独立取締役比率に負の関係（業績悪
化企業が独立役員導入 or 導入すると業績悪化）

Boone (2007 JFE) ROAと独立取締役比率に負の関係

Srinivasan (2005 JAR)
Fich and Shivdasani
(2007JFE)

独立取締役のリピュテーション．財務報告の不備が生じ
た企業の過半数で独立役員が交代．株主訴訟を受け
た企業の独立取締役は他の企業の独立取締役を退任 13



実証研究紹介（日本）

論文 主な結果

Chen et al. 
(2003 PBFJ)

外人持株比率と社外取締役比率は正の関係
外人持株比率と企業価値指標（PBR等）は正の関係

三輪（2006 経営学会） 2004年の東証上場企業のクロスセクション分析
社外取締役割合とトービンQ（≒PBR）は正の関係

齊藤（2011） 日経500採用銘柄
社外取締役の導入によって ROA が改善

Uchida (2011 RFE) 取締役会の少人数化は企業価値の向上に結び付い
ていない

岩崎（2009） 監査役会の独立性は利益調整（学術研究でいう利益
の質）を抑制，取締役会の独立性は抑制なし

首藤・岩崎（2009） 2007・2008年日経500採用企業のクロスセクション．
独立性が高い監査役は保守主義の程度を高める

入江・野間（2008 経営
財務）

独立社外取締役は企業価値に好影響，非独立は影
響なし．企業業績には影響しない（株式市場が先走
り？）．監査役は企業業績に好影響．
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実証研究の紹介
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近年の研究からの示唆：方向性

• 倫理感や道徳感をもつことについては議論の余地なし

• 社外取締役の数と企業価値の関係については“これという結果”がない

• 実証研究中心の証券アナリストジャーナル（2012年5月号）「特集コーポ

レートガバナンス」：ガバナンス改革で重要なことは，取締役会の構成など
のガバナンスシステムが，その企業の属性（ライフサイクル，社風，戦略，
財務状態）に合っているかどうかである．企業によって望ましいガバナン
スの形態があるはず．日本企業は取締役会の独立性を高め，経営と監
督の分離を進める必要はあるが，その程度は企業の特徴によって異なっ
てこよう．ただし，アカウンタビリティは重要である．

• 事例研究やヒアリング中心の本研究会の方向性と一致

• 株主構成：外人持株比率と社外取締役比率は正の関係
16



社外取締役の実質化に向けて

• 社外役員は株主から報酬をもらうという心構え

• 社外役員は株主総会で発言（とくに配当政策やM&Aなど株主の利害に
関係が深いもの）

• そのためには ファイナンスや会計の知識が不可欠（HBSのプログラム）

• 機関投資家や議決権行使機関は，社外役員とのミーティングをもつ
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社外取締役の人材

• 欧米の社外役員のバックグランド（10年間の変化）

• 現職のCEO や COO の割合が減少

• リタイアした CEO や COO の割合が増加

• 将来の幹部候補（Division or Subsidiary presidents）の割合が増加

• 日本でもリタイアした経営者が多い．また，そのような人材は豊富

• 将来の幹部候補を他社の社外役員に就任させることができるか？

（自社専念義務をとくなどのハードル）
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New Independent Director Backgrounds 2001 2011
CEO /chair/president/COO/vice chair 59% 43%

Active 47% 24%
Retired 12% 19%

Other corporate executives 9% 21%
Division/Subsidiary presidents 1% 13%
Line and functional leaders 8% 8%

Financial backgrounds 17% 18%
Financial executives/CFO/treasurers 9% 9%
Bankers/investment bankers 3% 3%
Investment  management/ investors 0% 4%
Public accounting executives 5% 2%

Academics/others 4% 7%

Spencer Stuart Board Index 2011 （executive search consulting firm）


