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１．第１回研究会での御意見について 

2 

① 検討範囲・進め方 

② グループ設計の考え方 

③ 子会社管理の手法 

④ 事業ポートフォリオ 

⑤ ＣＧＳガイドラインのフォローアップ 



第１回研究会での御意見①（検討範囲・進め方 １／３） 

 前回の研究会において、検討対象となる企業グループに関して、概ね以下のとおり意見があった。 
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・ 機能分解による単純化・共通要素の括り出しをしつつ、親会社の形態（純粋持株・事業持株）、子会社の形態
（100%子会社か、上場子会社か等）などを軸に、パターン分けして議論する必要があると思われる。 

・ ベストプラクティスとして事例を収集する会社の選定にあたっては、子会社の数だけでなく、多角化やグローバル展開
の程度、グループ経営に占める子会社の役割・比重（例えば「連単倍率」）等を考慮する必要があると思われる。 

＜検討対象となる企業グループ＞ 
●中村委員： 事業持株会社と純粋持株会社では基本的に運営の仕方が違う。例えば、第1回事務局資料20ページの絵だと、

一体どれを考えているのかがよくわからない。そこは分けて考えるべき。（※ご指摘を受け修正し、13ページで紹介） 

●佐久間委員：子会社といっても、完全子会社か否か、上場しているか否か、国内か海外か、親会社のビジネスラインと同じかどう

か、連結納税の対象となっているか否かで違ってくる。これらを混同して、グループ会社はこうすべきだということになる

と、世の中の人に誤解を与えるので、そこはしっかりと整理する必要がある。 

●宮島委員：  全ての日本の上場企業に当てはまるベストプラクティスを出すのはかなり難しい。分権化と集権化の組み合わせ等、一

連のトレードオフのようなものを解く最適な組み合わせとしてのベストプラクティスはその企業の構造によって異なる。した

がって、グループの構造のようなものを分類して検討する必要がある。子会社の問題を検討する場合、子会社の数だけ

ではなく、事業本体の多角化の度合いとか、海外展開の度合いを組み合わせて、一つのプロフィットセンターとして

自立しているものがいくつあるかというアプローチが良い。 

●松元委員：  グループ管理について、資源を効率的に使えていない場合に切り離すべきだとか、買収した会社をどうやってうまく経営

するかとか、そういう部分は必ずしもすごく大きい企業グループだけの話でもない。必ずしも大きくない会社にも使えると

いう部分をある程度整理するとよいのではないか。また、銀行のように、親会社より子会社のほうが大きい場合のほう

が、ガバナンスの仕組みが複雑になる気がするので、親会社が大きくて子会社をがっちり把握している事例だけでなく、

子会社の中の一つが一番大きいような事例も重点的に検討していただけるとありがたい。 



＜検討の進め方＞ 
 

●後藤委員：  いろいろな形が企業ごとにあって、ザ・ベスト・プラクティスというものは提示できないと思われるが、複数形のベスト・プラ

クティスであればあり得る。前回に引き続き多様な実務の取組などを聞かせていただけることを期待している。  

●青委員：   100％子会社と少数株主がいる子会社とでは、マネジメントの発想の仕方が変わってくるかと思うので、まず、100％子

会社のほうで議論した上で、その後、難しい少数株主がいる場合の話について考えていくという順番でやっていくと、

議論がうまく進むのではないか。 

●大杉委員：  個社の事例として終わらせるのではなくて、少し一般化したときに、矢印としてこっちに行くのが正しいみたいなまとめ方は

多分間違っていて、諸要素の間のトレードオフのようなものを示して各社の意思決定に役立てていただくというのが

よいのではないか。 

●柳川委員：  ベストプラクティスというときに、こういうガバナンスの形は、こういう環境の企業だと比較的うまくいくといった具合にグ

ループ分けできるとよいのではないか。 

●藤田委員：  考え方の整理みたいなものが必要。子会社化を進めるというのは、どんな発想で、それをするとどういうメリット・デメ

リットがあり、その発想からすればどういう機能を親会社にはもたせなければいけないか。どうすればいいかではなくて、

どんな考え方だとどんな組織に結びつきやすいか、そういう種類の整理なのだと思う。 

第１回研究会での御意見①（検討範囲・進め方 ２／３） 
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＜法的論点の取扱いに関して＞ 

●柳川委員：  グループ経営の在り方の選択にガバナンスに関する法的な構造が影響を与えているということがあるなら、そこをつ

かまえてきて、どういうものがあるかを考えていくことが必要なのではないかと思った。 

●澤口委員：  現行法を前提として、法的な理屈の詰めを少しやってもよい。例えば、持株会社の取締役会で子会社の特に重要

な業務執行について、法的に議論しなければいけないところはどこまでなのかという点。 

●神作委員： 法的に詰められていない論点は割とある。例えば、親会社の取締役はどういう権限に基づいて子会社の情報を求める

のか、子会社が親会社に内部統制について委託することがどこまでできるか、親会社が目標を掲げたときにどのような法

的拘束力をもって、あるいは法的拘束力がないとしたら、何によってそれを守らせようとしているのか等。 

●藤田委員：  考え方の整理はすべきだが、相場観というのはいずれ変わるはずなので、ここで相場観をあまり強く打ち出すと、逆に

将来的に足かせになったり、禍根になったりしかねない。そうならない基本的なレベルでの問題整理を共有できること

を目標とすべき。例えば、①法は、単純に子会社を自分の事業部門と同じように扱うことを要求しているのか否か、②リ

ソースがなければ無理に管理する必要がないということは、リソースを割かなければ子会社を管理しなくてよくなるのか。

純粋持株会社の場合、スリムにすれば後は管理しなくていいということなのか。また、③親会社から見たら、外国の法制

はどのように効いてくるのか、等。 

●塚本委員：  親会社目線から、どこまでやれば親会社の管理責任を問われないのかとよく聞かれる。会社法上の境界というのは

実務としては非常に探りたいところなのだと思うが、非常に難しい面があるとは思っている。  

●寺下委員：  子会社不祥事に関連して、株主から訴訟をされるという法的リスクとはどういうものなのかを、もう一度整理する必要

がある。また日本企業の海外進出にあたって、海外における事業活動によって日本の親会社や現地子会社の役員が

負うリスクについても整理できるとよいのではないか。 

●後藤委員：  会社法にできることには限界がある気もしており、むしろ権限移譲をしつつ、どうやったら合理的な歯止めがかけられる

のかというところについて、実務でどのような工夫がなされているのかを検討すべきではないか。 

第１回研究会での御意見①（検討範囲・進め方 ３／３） 
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第１回研究会での御意見②（グループ設計の考え方） 

 前回の研究会において、グループ設計の考え方に関して、概ね以下のとおり意見があった。 
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法人格を別にするかの問題を含め、企業グループ全体の構造がなぜそうなっているのかについて議論・検討する
ことが、グループガバナンスの検討の出発点となると考えられる。 

＜グループを構成している理由＞ 

●青委員 ：  組織の作り方には色々あるが、出発点は、どういう狙いでそういう組織にしているかである。そこから出発して、それに

よって出来上がる組織のパターンに応じて、どういうやり方がいいかを考えていくとよい。 

●大場委員： 全体のストラクチャーをなぜそういうふうにしているのかについての議論が足りず、グループを形成していることがなぜ

企業価値向上につながるのかについての説明が、投資家からみると足りていない。 

●江良委員：  そもそものグループの在り方のようなところを経営者の方に説明していただきたいという思いは強い。 

 

＜法人格の意味＞ 

●三笘委員：  海外の企業で、タックスプランニングの関係で、クモの巣のような出資関係があって、一体どうやってコントロールしているの

かもわからないような複雑なグループ会社構成になっている外国企業がかなりある印象である。それは国ごとであったり、

事業部ラインごとであったりというまとめ方になっていて、個々の法人格については、ローカルの会社法の規制は従うけれ

ども、企業経営との関係では、ないものとして扱っているのではないかと思う。 

●大杉委員：  法人格が分かれているほうが問題の難易度は上がるのかもしれないが、単一の法人格の会社でも、事業部制を採用

していれば本社と事業部の関係は似たような問題があるのかもしれない。 



（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 

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 

一般の少数株主 

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、 
事業部 

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 

持分法 
適用会社 

他の株主 

社内カンパニー、
事業部の管理 

中途半端な保有に伴う
問題（資本効率、レピュ
テーションリスク等） 

ＪＶ（共同出資 

子会社）等 

合弁相手企業 

資本関係が無い（ないし弱い）が事業戦略や 
価値創造において強い一体性を有する他の会社 



（参考）子会社数の分布 
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連結子会社数の多い企業（上位40社：2016年度） 

（出所）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 

1 ソニー 1,292

2 日本電信電話 944

3 日立製作所 864

4 オリックス 850

5 電通 844

6 三菱商事 834

7 ソフトバンクグループ 762

8 豊田通商 731

9 住友商事 664

10 トヨタ自動車 597

11 日本郵船 552

12 三菱ケミカルホールディングス 510

13 富士通 502

14 パナソニック 495

15 東芝 446

16 商船三井 368

17 本田技研工業 367

17 キヤノン 367

19 新日鉄住金 366

20 住友電気工業 357

20 リクルートホールディングス 357

22 ＪＦＥホールディングス 315

23 川崎汽船 313

24 エヌ・ティ・ティ・データ 302

25 双日 298

26 日本電産 296

26 イオン 296

28 ブリヂストン 294

29 丸紅 285

30 富士フイルムホールディングス 277

31 日本郵政 274

32 三井物産 268

32 日本通運 268

34 三菱ＵＦＪリース 261

35 博報堂ＤＹホールディングス 248

36 ダイキン工業 245

37 ＮＥＣ 238

38 三菱重工業 232

39 積水ハウス 225

40 京セラ 218
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連結子会社数の企業の分布 

子会社数が10社未満の上場企業は
1,073社（全体の約49%） 子会社数が100社以上の上場企業

は116社（全体の約５％） 

グループ内の企業数が少ない
企業から順に、グループ内の
企業数を左から並べた図 

子会社数が50社以上の上場企業
は271社（全体の約12％） 

最も子会社数 
の多い企業 

連
結
子
会
社
数

 

 子会社数が多いのは、上場企業の中でも一部の企業。 
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（参考）多角化の状況 

上場企業のセグメント数 

（出所）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 

セグメント数が一つしか無い企業の多くは、セグメント情報を
開示しておらず、グラフ上は「セグメント情報無し」に含まれて
いると考えられる。 

 多角化の状況を図る一つの指標となり得るのが、会計上のセグメント情報。ただし、どのようにセ
グメントを分けるかは企業の任意の判断によるため、必ずしも客観的な指標ではない。 

セグメント数が10の会社 

ソニー、カゴメ、三井物産、オークワ 

セグメント数が9の会社 

日立製作所、双日、 ｽﾀｰﾂｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、東
陽テクニカ、ｼﾞｪｲｴｲｼｰﾘｸﾙｰﾄﾒﾝﾄ 

セグメント数が8の会社 

川崎重工業、積水ハウス、三菱地所、日
本通運、イオン、システナ、エー・アンド・デイ、
ＳＣＳＫ 

セグメント数が7の会社 

京セラ、シャープ、ＴＯＴＯ、神戸製鋼所、
カネカ、古河機械金属、日清紡ＨＤ、キ
ユーピー、三菱商事、伊藤忠商事、セブン
＆アイＨＤ、東急不動産ＨＤ 等 

セグメント数の多い上場企業の例 
（有報でのセグメント情報ベース） 

セグメント数 

企業数 
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（参考）「持株会社」について 

「持株会社」（※）の数の推移 
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（出所）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 

（※）ここでは個社ごとに会計上の「単体関係会社株式÷単体総資産」が50%を超えているものを
「持株会社」と考えて計算。独禁法上の定義と類似しているが、子会社の他に関連会社を含
んでいることや、海外子会社を含んでいることなど、一部差異がある。また、純粋持株会社に
加え、いわゆる事業持株会社も含んでいる。 楽天  76% 

近鉄エクスプレス 73% 

日本板硝子 72% 

日本電産  69% 

サントリー食品ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 68% 

ブラザー工業 66% 

テルモ  60% 

日本たばこ産業 59% 

ソニー  56% 

資生堂  53% 

「事業持株会社」の例 

 独禁法上の「持株会社」の定義では、単体の総資産に占める子会社株式の割合が５割を超える
会社とされているため、自ら事業をおこなっている、いわゆる「事業持株会社」も含まれている。 

（※）ここでは、 「単体関係会社株式÷単体総資
産」の比率が高い事業会社を列挙している 

独占禁止法上の「持株会社」の定義 

 子会社の株式の取得価額（最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額）の合計額
の当該会社の総資産の額に対する割合が百分の五十を超える会社（次号において「持株会社」という）。 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第９条第４項第１号 

※独占禁止法上、「持株会社」については総資産が一定額を超える場合に届出や報告が必要。 
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（参考）「純粋持株会社実態調査」の調査結果 

「純粋持株会社となった年」別の企業の分布状況 

 経済産業省が実施している純粋持株会社実態調査では、「他の会社の株式を所有することに
より、当該会社の活動を支配することを主たる事業とする企業」を対象として調査。 

 同調査によると、有効回答企業は非上場も含め全国で485社あり、その多くはグループガバナン
スに関する機能を有している。 

（備考）集計対象は、「他の会社の株式を所有することにより、当該会社の活動を
支配することを主たる事業とする企業」に該当すると考えられる調査対象企業
（約1,000社）のうち、該当設問に回答した483社（非上場企業を含む）。 

純粋持株会社となった年を見ると、平成20年が65社と一番多い。近年は
減少しており、平成26年に純粋持株会社となった企業は6社。 

6 

（出所）いずれも平成27年純粋持株会社実態調査（経済産業省） 

純粋持株会社が保有する機能（複数回答） 

純粋持株会社が保有する機能類型では、グループ・ガバナンスに関する
機能の保有割合が高く、７割程度。 



（参考）企業が持株会社形態を取る理由に関する実証分析 
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【仮説１】事業ポートフォリオの「多角化」が理由 

経営統合により生まれた持株会社（約３割） 

内部組織再編により生まれた持株会社（約７割） 

 合併に伴う組織融合のコストを回避するために選択されていると考えられる。 

 持株会社形態を取る理由としては、以下のような仮説が考えられる。 

【仮説２】「グループ化」の進展が理由 

グループ化（売上高連単倍率や連結子会社数で計測）が進展しているほど持株会社形態を選択する傾向。ただ
し、子会社数の多い電気、機械、商社といった産業群では持株会社の選択が進展していない。 

日本企業を対象とした実証研究では必ずしも単に多角化が進んでいるから持株会社形態を取るという結果にはなっ
ていない。 

【仮説３】事業が成熟しており「事業ポートフォリオの再構成の必要度」が高いことが理由 

【仮説４】事業環境や技術特性からして組織内での「コーディネーションの必要度」が低いことが理由 

これら2つの要因とも、①持株会社の選択に影響を与えており（特に2005年－07年の持株会社設立のピークの時
期に明瞭）、また、②特に製造業で強く確認することができる。 

 日本企業に対する実証分析においては、下記のとおり、グループ化の進展や、事業の成熟度
高さ、技術特性などによるコーディネーションの必要性の低さが、持株会社形態を取る理由の
仮説として指摘されている。 

（備考）外松陽子・宮島英昭によるRIETIコラム「どのような企業が持株会社を選択しているのか？」（2013年掲載）を元に、経済産業省にて作成 



（参考）グループガバナンスに関するベストプラクティスの整理の主な検討対象 

 グループガバナンスは子会社を有する企業に広く関係するテーマであるが、ベストプラクティスの収
集・整理に当たっては、子会社数の多い企業など、特に実務上の論点が多い企業と考えられる
事例を主な対象としてはどうか。 
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みずほＦＧの数字は日経NEEDSで
はなく有報で個別に調べたもの 
経常収益（連結）3,292,900百万円 
営業収益（単体）378,084百万円 

特に実務上の論点が多いと考えられる企業の例 

・ 子会社数が多い 

・ グループ経営に占める子会社の役割・比重が大きい（「連単倍率」の高い会社等） 

・ 多角化度が高い 

・ グローバル展開が進んでいる    等 

Ａ社 
子会社数：約２００ 
売上高連単倍率：約２．５倍 
セグメント数：７ 

Ｃ社 
子会社数：約５００ 
売上高連単倍率：約２倍 
セグメント数：５ 

Ｅ社 
子会社数：約５００ 
売上高連単倍率：約７０倍 
セグメント数：５ 

Ｆ社 
子会社数：約１４０ 
売上高連単倍率：約９倍 
セグメント数：５ 

Ｂ社 
子会社数：約３５０ 
売上高連単倍率：約１．５倍 
セグメント数：５ 

Ｄ社 
子会社数：約１５０ 
売上高連単倍率：約３０倍 
セグメント数：７ 

事業会社を核とする企業グループ 純粋持株会社形態の企業グループ 

（参考）これまでヒアリングを行っている企業の例 



取締役会 取締役会 

取締役会 取締役会 取締役会 

取締役会 取締役会 

（参考）大規模な企業グループの典型的な組織構造（単純化した姿） 
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取締役会 取締役会 

一つの 
事業の単位 

事
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管
理 

事
業 

管
理 事

業 

管
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親会社（事業会社） 親会社（純粋持株会社） 

 大規模な企業グループの組織を単純化すると、以下のような特性がある。 

① 親会社が事業会社の場合と純粋持株会社の場合に大別できる。 

② 事業の単位ユニットは、法人格を超える形で（親－子－孫）形成されることが多い。 

③ 事業運営機能と、コーポレート機能（財務・経理、労務・人事、法務、ＩＴ等）がそれぞれ
別に、子会社に対して指揮命令を行うことが多い。 

事業会社を核とする企業グループの例 純粋持株会社形態の企業グループの例 

事
業 

管
理 

事
業 

管
理 

一つの 
事業の単位 

子会社a 子会社b 

事業会社Ａ 事業会社Ｂ 

事業会社Ｃ 

孫会社a 孫会社b 



第１回研究会での御意見③（子会社管理の手法 １／２） 

 前回の研究会において、子会社管理に関して、概ね以下のとおり意見があった。 
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＜権限移譲と管理のトレードオフ＞ 

●武井委員：  グループガバナンスのキーになるのは、子会社にどうやって自律性を持たせるかということ。日本企業の海外での悩みの

ひとつは、放任型か箸の上げ下ろし型かの二者択一で考えてしまうこと。これは、どこに中間点を置くかという問題。 

●後藤委員：  権限移譲し過ぎると良くないし、かといって、親会社の取締役会で全部決めるというのも、今までの流れと逆行している

だろうし、あまり効率的でないようにも思われる。どこに線を引くかというのはなかなか悩ましい問題である。 

●小口委員：  企業価値を損ねるようなガバナンスを行ってしまっては本末転倒である。かといって、各地域の関連会社が勝手に行動

をとるとしても、グループ集団としての企業価値を必ずしも上げることにはならない。グローバルポリシーとリージョナルポリ

シーをどのように調和させていくのかというのが、今、私どもが非常に悩んでいるところ。 

●塚本委員：  遠心力、求心力の話に関しては、業務執行面についてはある程度子会社・現場に任せて、そうではない法務やコンプ

ラや会計などの管理面についてはある程度親会社のほうでグリップしていくといったように、遠心力を働かせる部分と求心

力を働かせる部分の使い分けという切り口もあるように感じている。 



第１回研究会での御意見③（子会社管理の手法 ２／２） 
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＜子会社管理と内部統制＞ ※関連するヒアリング結果：Ｐ２８ 

●塚本委員：  特に子会社管理の観点では、経営者よりも従業員による不正がよく目につく。その一つの原因は、規模が小さく人的

リソースが足りていないため、同じ人が権限の強い部署に長年いることになり、部署間の牽制もなかなか働かないため、

業務がブラックボックス化していることにある。その一つの解決策として、グループ横断的な人事ローテーションが考えら

れる。その点に関し、ベストプラクティス的なものが出てくるとありがたい。 

●太田委員：  事業の規模の問題で、各拠点ごとに内部統制システムを自前で作っていくということは、現実的にはなかなか不可

能である。私が思うには、親会社、コーポレートが一定の仕組みを作って、それをきちっと子会社群に守ってもらい、定期

的な報告という形で実際にみていく以外には、現実的には無理なのだろうと思う。したがって、「守り」という観点からいえ

ば、むしろ親会社のコーポレート部門が具体的にどういうディスプリンを作って、さらにそれを細かな規則、約束事、コミット

メントとして子会社の経営者あるいは執行陣に求めていくかという切り口がよいのではないかと考える。 

＜企業文化の形成・価値観の共有＞ ※関連するヒアリング結果：Ｐ２８ 

●江良委員： 一番大事なのは、企業の理念や価値観がどういうもので、それを組織、グループ全体にどのように落とし込んでいて、

現場を含めてそれが浸透しているかどうかである。メッセージをトップの言葉として何回も同じ形で繰り返し伝えていくとい

う努力をされている会社が、浸透率はすごく高い印象があって、そこも非常に大事。 

●小口委員： ガバナンスコストを下げていくためには、例えば、グループとしての企業文化をどのように形成していくかという価値観の

共有などの部分は見落としてはならないのではないか。 



（参考）製造業の品質保証体制の強化に向けて 

 安全性検証が最優先課題。引き続き、当事者には、早急な対応を求めていく。 

 今回の一連の事案は、各社の品質保証体制に関わること。品質保証体制の強化は、企業の競争力に直結する
経営問題。さらに、サプライチェーンの存在などを考慮すれば、日本の産業界全体の競争力にも影響を及ぼしかね
ない。 

 産業界が、今回の一連の事案を、上記の事実を再認識する契機と捉え、今後の具体的なアクションに結び付け
ていくことが基本。その成果は市場が評価すべきもの。 

 経済産業省は、こうした産業界の取組を多面的に後押し。 

2．Connected Industriesの推進 3．ガバナンスの実効性向上等 １．自主検査の徹底【民間主導】 

（１）12月8日、子会社を含めた「グ
ループガバナンス」の実効性向上
等に向け、ベストプラクティスの収
集整理を通じた検討を開始。 

（２）JIS法改正の検討 

 ⇒ JIS対象に経営管理等を追加、
法人への罰則強化を検討中
（2018年通常国会に改正法案
の提出を検討中）。 

 

（１）各個社の不適切事案の徹底的な
原因究明等の報告書の産業界での
共有。 
※各個社から年末より順次公表 

（２）12月4日、経団連が、会員に対し、
不正事案の点検・不正防止策の実
施の徹底を呼びかけ。 

 ⇒ アルミ協会、伸銅協会、ゴム工業
会、化学繊維協会が品質に関するガ
イドラインを検討中（年度内目途）    
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 品質データ等をサプライチェーンの協調領域
となりうるものと位置付けて、共有する等の取
組を推進。 

（１）先進事例の共有（ウソのつけない  
仕組み、トレーサビリティの確保等） 

（２）業界内やサプライチェーン間等におけ
るデータ共有等を通じた品質保証・向上
に向けた取組を支援（予算） 

（３）一定の要件を満たすシステム、ロボット
等の導入により企業内外でのデータ連携・
利活用を図り、生産性向上を図る取組を
支援（税制） 

（４）「データの利用権限に関する契約ガイ
ドライン」（平成29年5月）の改訂を検
討中（平成30年夏までを目途） 。 

平成29年12月22日に 
経済産業省としてプレスリリース 



●青委員：   一番大事なのは、そもそもどういう意図で今の事業とポートフォリオを作っているのかである。歴史的な流れの中で自

然にできてしまっている状態が温存されていることが多いように思うので、この意図を改めて各社において見直してみるこ

とが非常に大切なのではないか。特に事業をやめるほうが難しいので、撤退や経営資源の集中に関して、資本効率を

十分に意識しながら構築していくことが非常に大事。社全体でそこのところの意識をいかにもっていくかというところが、一

つのキーになるのではないか。 

●大場委員：  グループ全体として事業価値を高めていくためには、企業グループを形成するだけではなくて、事業やグループ企業を売

却したほうがいいということも当然ある。事務局資料に、「事業ポートフォリオの適切な見直しが不十分」というのが課

題で、「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」とある。そこがどうして

なのかという議論をしないと、議論が深まらないのではないかと思う。 

●佐久間委員： ガバナンスとポートフォリオ・マネジメントというのは若干切り口が違う。ポートフォリオ・マネジメントについては、持分法適

用会社のように子会社には至らない中途半端な資本関係もあり、そちらのほうが問題が大きいかもしれない。  

●柳川委員：  特に海外の子会社について、技術革新とか海外の大きな変化等を全く無視して議論はできないと思う。従って、激し

い技術競争の中で、グループの枠組が動いているような実態もぜひ踏まえて議論していただきたい。 

第１回研究会での御意見④（事業ポートフォリオ） 

 前回の研究会において、事業ポートフォリオに関して、概ね以下のとおり意見があった。 
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各社において、現在の事業ポートフォリオ構造になっている意図を改めて確認したうえで、各社の戦略に従って事
業ポートフォリオの見直しを議論することを促す必要があると思われる。 



第１回研究会での御意見⑤（ＣＧＳガイドラインのフォローアップ） 

 前回の研究会において、ＣＧＳガイドラインのフォローアップに関して、概ね以下のとおり意見が
あった。 
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・（澤口委員のご指摘について） 
 現在実施中のアンケートで、サクセッション・プランに関する設問を用意している（質問項目は、サクセッ
ション・プランの内容、目的、開示状況、監督状況等、計７問）。結果については研究会で報告する予定。 

 
・（三笘委員のご指摘について） 

 現在実施中のアンケートで、社外取締役の役割等に関する設問を用意している（質問項目は、社外取
締役の通算在任期間、活躍のための工夫、その役割を果たしているか等、計８問）。結果については研
究会で報告する予定。 

●澤口委員：  サクセッション・プランは、事柄の性格上、理想的なもの以外のプラクティスの実像、本当のところがあまり見えてこ

ない。米国についてもいろいろ調べているが、必ずしも開示が十分とはいえないと思う。そのあたりがこの研究会で出てく

れば大変助かる。 

●三笘委員：  社外取締役の仕事のうち、取締役会の場でいかに洞察に基づいた鋭い意見を言うかというところに注力されすぎて

いるのではないかと思っている。月１回強ぐらいの取締役会だけ頑張ればいいというわけではないので、会議の場以外

で一体どういう活動をされていて、どの辺に悩みがあるのか、どこに改善点があるのかというようなことがもしアンケート

をとる中でわかるのであれば、非常に参考になるのではないかと思う。 



２．これまでの企業ヒアリングの結果について 
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これまでの企業ヒアリングの結果 １／８ 

○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） 

●純粋持株会社だが、歴史的経緯もあって主要な子会社とかなり距離が近い（一体的な運営をしてい

る）。事業会社ではなく現状のように持株会社にしているのは、経営環境によっては両者の距離を離

すことを含めた柔軟性を確保するためという面はある。（金融） 

○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。これは、総合金融コンサルティンググループとして、お客様の多様なニーズに応え、社会の課

題解決のベストパートナーであるためには単体では限界があると考えた結果。 （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） 

 
（没：マトリックスに言及すると、雑多なものが並ぶ印象になってしまう） 
●開発戦略、生産戦略等の機能別の横串と、地域の縦串のマトリクス経営を行っている。どこの会社でもマトリクス経
営はしているように思う。（小松製作所） 

 

（没ネタ：全体設計の基本方針ということだが、やはり雑多な内容になってしまう） 
●あまり強制的に同じ方式に服させるというよりも、相互に尊重しながら我々の考え方、在り方に同調していただける方
をグループ内に取り込んでいる。グループになった後、即座にすべてうちのやり方でやってくれということではなく、協議しな
がら合わせていくという形。他方、ガバナンス強化の観点から、もう少し統制が必要ではないかという考え方もあり、バラ
ンスが悩ましい。現在検討中。（セブン＆アイ） 

(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（例：親会社の事業部門／カンパニー／別法人（子会社）

とする等）の使い分けの基準、考え方等。 

 ・企業グループが形成されるに至った経緯 
 

○：第1回で紹介したもの 
●：今回追加したもの 
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これまでの企業ヒアリングの結果 ２／８ 

○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） 

●事業をする国内外の子会社は、部門ごとにビジネスユニットに属する（縦の関係）。同時に、国外では地

域ごとに統括会社を置いて、横串で地域全体を所管している。（電気機器） 

●経営の現地化を推進しており、海外ビジネス分野において重要な業務執行を担う主要な現地法人のトップ層を、グ

ローバルオフィサーに任命した。グローバルオフィサーの一部は親会社の執行役員に任命している。ただし、地域ごとの

ヘッドが強すぎると、その中での情報が本社に伝わらない可能性がある。そういう事態を防ぐために、横串（開発

戦略、生産戦略といった機能別の管理）を強くした。当社では、売上そのものよりも安全、環境、コンプライアンスを

重要視しているため。（機械） 

●海外M&Aで買った会社を統合して減らそうとはしているのだが、なかなか実現していない。（電気機器） 

(1)全体設計の方針、考え方（続き） 
 ・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 ３／８ 

(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（例：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） 

※例示されたグループの経営・管理のためのルールについては、概ね定めている会社が大多数。 

○海外子会社のボードメンバーの数は、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。これは、親会社の意思を反映しやすいようにして、企業集団内部の意思決定の効率
性を重視するという大きな方針によるもの。（ITサービス） 

○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） 

●関係会社管理規則に、親会社への報告事項や承認事項が規定されており、それが海外を含む全子会社に一
律に適用されている。社内ルールとして守るのが当たり前ということであり、契約や定款で担保はしていない。
（機械） 

 ・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） 

●子会社ごとに所管部門があり、どこにも属さない子会社は親会社の管理部が所管部門となる。所
管部門を通じて情報を上げるのが基本だが、案件に応じて、所管部門以外の担当者が情報を求め
ることも普通。なぜ所管部門を通さないんだということはならない。情報が色々なルートで上
がってくるようにすることが、子会社における不正を防ぐ上で大事。（機械） 
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これまでの企業ヒアリングの結果 ４／８ 

○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） 

●関係会社管理規則に、親会社への報告事項や承認事項が詳細に規定されており、それが海外を含む全子会

社に一律に適用されている（親会社単体と子会社の区別や、国内と海外での区別はない）。（機械） 

●親会社の経営会議への付議基準は、子会社の性質によって異なる。すなわち、親会社のビジネス

ユニットに属する会社よりも、分社化した子会社のほうが権限移譲がされている。上場子会社は

さらに権限移譲が進められており、親会社は基本的に個別のオペレーションはチェックしない。

（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・続き） 

 ・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 
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これまでの企業ヒアリングの結果 ５／８ 
(3)グループ企業の管理の手法（人事面の管理体制） 

 ・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 ６／８ 
(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） 

●撤退規準について、数値での基準は作っていない。各事業会社で厳しく考えていくという方針が

あり、それに基づいて実際どうするかは事業会社自ら考えて、ホールディングスとの対話の中で

決めていくという考え方。（小売） 

○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） 

●Ｍ&Ａ検討会というものを年に１、２回くらいのペースで開いている。その時の戦略や方針に応じて候補リスト

を作り、当該会社を調査しつつ、チャンスがあれば仕掛けるということをしている。外部の持ち込み案件には飛びつ

かないという方針。（機械） 

○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） 
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これまでの企業ヒアリングの結果 ７／８ 
(4)事業ポートフォリオの最適化（続き） 

 ・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） 

●銀行なので、一般の事業会社を買ってくるわけにもいかない。また、BIS規制の関係で、資金余力は限定的にな

らざるを得ない。（金融） 

●むしろ切り出しをした後にどう乗り切らせるかのほうが難しい。切りだした後の一定期間は親会社の名前を使って

もいいことにして、ある程度支援することにしている。実例は増えてきており、知見はだいぶたまってきたように感じて

いる。（電気機器） 
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これまでの企業ヒアリングの結果 ８／８ 
(5)その他 

 ・ 子会社管理と内部統制（第１回塚本委員、太田委員ご指摘事項に関連） 

●かつて大赤字を出したときに、その要因の多くは子会社だった。子会社は赤字体質でも放置され

やすい。また、子会社の管理部門は人が少ないから人事が滞留し不正の危険が高まる。そこで、

子会社についてはなるべく規模を大きくするために、合併により数を減らしたり、できるだけ新

設もしないようにしている。（機械） 

●経営効率の向上とガバナンス強化のため、グループ会社の数を減らそうとしているところ。（電

気機器） 

●規模の大きい直接の子会社はホールディングスがしっかりチェックするが、孫会社以下はあまりチェックしないという

考え方がかつてはあった（「中間持株会社」）。しかし、それではあまりうまくいかないところもあった。子会社の管

理部門の人員が限られているという問題があるので、孫会社を含めあらゆる会社から情報を直接出してもらい、

ホールディングスが直接チェックするという問題意識で、制度設計を検討中。 （小売） 

 ・企業の価値観を浸透させるための取組例（第１回江良委員、小口委員ご指摘事項に

関連） 

●企業としての考え方を冊子にしたものを、全世界の従業員が読めるようにいくつもの言語で印刷して配ったり、ポス

ターにしたものを全事業所に貼らせたりしている。また、社長自らが、国内では社員ミーティングを年二回行い、海

外には出張して、従業員を集めて自らの言葉で企業としての考え方を語りかけるという機会を作っている。（機

械） 


