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中間取りまとめにおける今後の検討課題に関する主な記述（抜粋）

 「リスクマネーとエクイティプレイヤーの拡大に向けて更なる検討を
進めていく。併せて、家計資産の多くが現預金として眠っており、
企業の現金見合いの内部留保が増加する状況から、資金が
循環し、リスクマネーの原資として有効活用されるための方策に
ついて更なる検討を行っていく。」

 「機関投資家について受託者責任を果たす運営ができる組
織にしていくことや、機関投資家がPEに投資にしやすいように
パフォーマンス情報を公開していくこと、事業再編投資に関す
るインセンティブ付与、投資先自体を投資に足る案件に磨い
ていくこと等について、更なる検討を進めていく。」

 「世界では上場しなくても資金を集めて短期間で成長できる
というモデルも新たに生まれており、株式市場でやるべきことと、
そうでないことを整理することも必要である。」

「人材の移動を妨げないインセンティブ構造の在り方などベン
チャービジネスに挑戦する人材を拡大するための方策や、目利
きや事業化のノウハウを持つ人材育成、そのノウハウ獲得にも
資する海外ファンドとの協調投資機会の拡大、ベンチャー投資
の知見の共有等投資人材育成のための方策についても、具
体化に向けて更なる検討を進めていく。」
「VC人材の育成、VCのパフォーマンス評価に必要な情報の
整備、海外のリスクマネーを呼び込むための環境整備などのベ
ンチャー企業への投資拡大に向けた対応について、具体的検
討を進めていく。」
「大学発ベンチャーの在り方や、それを支えるベンチャーコミュニ
ティの在り方について更なる検討を進めていく。」
「我が国では優先株式が十分活用されていないこと、IPOを急
いでその後大きく成長ができていない事例が散見されること、
EXITとしてのM&Aが少ないこと、海外では株式市場に上場せ
ずSWF等から資金を集めるモデルも生まれていること等の指摘
も踏まえ、多様な資金供給のあり方について更なる検討を進
めていく。」

リスクマネーとエクイティプレイヤーの拡大 事業再編と成長を促す仕組みづくり

ベンチャーエコシステムの形成

 「産業革新機構を見直すにあたっては、エクイティプレイヤー
であるファンドとしてのミッションの達成をより確実なものとする
観点から、成長市場を構築した経験とスキルを持った人材
の活用等も含め、不足する経営人材をネットワーク化し、経
営アドバイス、PMI（Post Merger Integration）支援
や人材の登録・紹介などのソフト面での支援の充実も検討
すべきである。」

 「入口からグローバル展開を考えた海外投資家や海外ファン
ドとの連携や、独創的なアイディア・技術を有する個人に対
する支援施策との連携、海外の投資家に対する道案内を
行う触媒としての役割など、海外を含む他機関との連携強
化を検討すべきである。」

公的なリスクマネー供給のあり方
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【第５回事務局資料再掲】



中間とりまとめにおいて継続的検討が期待された主な事項（要約）

リスクマネーとエクイティプレイヤーの拡大のための方策
家計資産の現預金、企業の現金見合いの内部留保

の有効活用のための方策

 機関投資家による受託者責任を果たす運営
 PE投資のパフォーマンス情報の公開
 上場／非上場の機能の整理
 事業再編投資に関するインセンティブ付与

ベンチャービジネスに挑戦する人材の拡大
ベンチャー企業への投資拡大
 目利きや事業化のノウハウを持つ人材育成
 ノウハウ獲得にも資する海外ファンドとの協調投

資機会の拡大
 ベンチャー投資の知見の共有
 VC人材の育成
 VCのパフォーマンス評価に必要な情報の整備
大学発ベンチャーの在り方、それを支える地方のベン
チャーコミュニティの在り方
優先株式の活用など多様な資金供給の拡大
EXITとしてのM&A活性化
IPO後の継続的成長の実現

リスクマネーとエクイティプレイヤーの拡大 事業再編と成長を促す仕組みづくり

ベンチャーエコシステムの形成

 産業革新機構によるソフト面での支援の充実（経
営人材のネットワーク化、経営アドバイス、PMI支援
や人材の登録・紹介など）

 産業革新機構による海外を含む他機関との連携強
化（海外投資家、海外ファンド、独創的なアイディ
ア・技術を有する個人など ）

公的なリスクマネー供給のあり方
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【第５回事務局資料再掲】



第四次産業革命に向けたリスクマネー供給に関する研究会
第７回 論点

機関投資家と経営者との対話はどうあるべきか？

金融仲介機能強化に向けて機関投資家はどうあるべきか？

企業がIPO後も継続的に成長していくために必要なことは何か？
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参考資料
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ベンチャーの成長段階に応じた投資家の関わり（日米バイオベンチャーの例）
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出所：経済産業省 バイオベンチャーと投資家の対話促進研究会（第4回）‐事務局資料



（参考）米国のバイオベンチャーを支える「クロスオーバー投資家」

７
出所：経済産業省 バイオベンチャーと投資家の対話促進研究会（第4回）‐事務局資料



８
出所：経済産業省 バイオベンチャーと投資家の対話促進研究会（第2回）‐事務局資料

（参考）バイオベンチャーに対する「クロスオーバー投資家」の役割



コーポレートガバナンス改革（今後の方向性）
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

速な転換等、大胆な
事業再編を促進するた
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

9

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

【中間とりまとめ参考資料再掲】



（参考）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）
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（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締役を積

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

（別添）経営人材育成ガイドライン、ダイバーシティ2.0行動ガイドライン（参考：次頁）

【中間とりまとめ参考資料再掲】



（参考）価値協創ガイダンスを通じた経営・ガバナンス改革推進と統合的開示対話の実施
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 企業のビジネスモデルや事業ポートフォリオ構築を含む戦略、ガバナンスを統合的に促進、
投資家と対話するための共通言語を提供。

【中間とりまとめ参考資料再掲】



統合報告・ESG対話フォーラムの立ち上げ

ESG（環境、社会、ガバナンス）投資の促進といった視点にとどまらず、持続的な企業価値を生み出す企業経営・投資の在
り方やそれを評価する方法について、長期的な経営戦略に基づき人的資本、知的資本、製造資本等への投資の最適化を
促すガバナンスの仕組みや経営者の投資判断と投資家の評価の在り方、情報提供の在り方について検討を進め、投資の
最適化等を促す政策対応について年度内に結論を出す

日本再興戦略2016

「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス‐ESG・非財務情報と無形資産投資‐」（価値協創ガイダンス）（平成29
年５月29日経済産業省策定）を踏まえた企業の情報提供・報告のベストプラクティスの

分析及びそれを推進する場の設置、機関投資家による運用機関に対するガイダンスの活用促進、非財務情報へのア
クセス向上を目的とした関係者による取組を行う。（中略）これらの取組等を通じ、ESG（環境、社会、ガバナンス）要素
も念頭に置いた中長期的な企業価値向上に資する開示を含む情報提供や対話、投資手法の普及・発展を図る。

未来投資戦略2017

統合報告・ESG対話フォーラム
の立ち上げ

持続的成長に向けた長期投資（ESG・
無形資産投資）
研究会
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• アセットマネージャ
ーの評価手法への
反映

• アセットマネージャ
ーに対する原則・
指示への反映

• 企業価値向上表
彰制度との連携

• アナリストレポート
における活用

• セミナーや研修、
アンケート等を通じ
て価値協創ガイダ
ンスや本フォーラム
の活用を推進

• 価値協創ガイダンスを
ベースとした投資実務
のあり方

• 機関投資家におけるｽ
ﾁｭﾜｰﾄﾞｼｯﾌﾟ活動のあ
り方

統合報告・ESG対話フォーラムについて

企業

 ガイダンスを活用した経営戦略の高度化
 統合的開示による、投資家からの適切な評価獲得
 長期志向の株主（年金基金等）の持続的成長に

向けた戦略的な経営等への信任を得る

開示・企業評価
対話

投資家

 企業評価への活用による収益・株価予測の高度化
 優良企業の選別による中長期のリスク低減及び

リターン向上
 対話を通じた投資先の経営改善によるリターン向上

スチュワードシップ・コード

国際団体
意見交換
連携

価値協創ガイダンス
 長期的な価値向上に向けて、企業の情報開示や投資家との対話の

あり方の参考となるガイダンス（指針）
 「ビジネスモデル」、「持続可能性・成長性」、「戦略」、「成果・KPI」、

「ガバナンス」等の考慮すべきポイント、要素を一連の価値創造ストー
リーの中で語るフレームワークを提示

ステークホルダーとの
協働、非財務情報開示
促進、戦略策定等を

抽出

ESG要素等の企業の状
況把握、ビジネスモデルや
戦略等の投資先企業の
深い理解等を抽出

コーポレートガバナンス・コード

統合報告・ESG対話フォーラム

• 価値協創ガイダン
スを通じた自社の
情報開示の分析

企業経営者 投資家 業界団体 市場関係者・取引所等 アセット・オーナー
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統合報告・ESG対話フォーラム参加者 ※平成２９年１２月時点、敬称略
伊藤 邦雄 一橋大学大学院商学研究科 特任教授

安藤 聡 オムロン(株) 取締役

上山 茂 花王(株) 執行役員
経営サポート部門統括

小野田 泰 JXTGホールディングス(株)
取締役常務執行役員 経営企画部・
事業企画部・IT戦略部管掌

加藤 浩嗣 (株)丸井グループ 取締役上席執行役員 IR
部長、経営企画・ESG推進担当

久保 雅晴 三井化学(株)
代表取締役 副社長執行役員

戸出 巌 三菱商事(株) 取締役
常務執行役員コーポレート担当役員
（事業投資総括、サステナビリティ推進）

長谷川 直和 ダイドーグループホールディングス(株) 執行
役員
コーポレートコミュニケーション部長

平林 秀樹 東レ(株) 取締役 CSR全般統括
IR室・広報室・宣伝室統括
総務・法務部門長 東京事業場長

栁澤 孝旨 (株)スタートトゥデイ
取締役副社長兼CFO

湯浅 隆行 東京海上ホールディングス(株)
常務取締役 グループCFO

横田 乃里也 キリンホールディングス(株)
常務執行役員
グループ経営戦略担当ディレクター

井口 譲二 ニッセイアセットマネジメント(株)
株式運用部担当部長、チーフ・コーポレー
ト・ガバナンス・オフィサー

江良 明嗣 ブラックロック・ジャパン(株) ディレクター

運用部門 インベストメント・スチュワードシッ
プ部長

小口 俊朗 ガバナンス・フォー・オーナーズ・ジャパン
(株) 代表取締役

許斐 潤 野村證券(株) 金融経済研究所長 経営役

佐藤 淑子 （一社）日本IR協議会 専務理事

三瓶 裕喜 フィデリティ投信(株)
ヘッド オブ エンゲージメント

銭谷 美幸 第一生命保険(株) 責任投資推進室長

寺澤 徹 アセットマネジメントOne(株)
運用本部 責任投資部長

兵庫 真一郎 三菱UFJ信託銀行(株) 資産運用部 ESG推
進室 チーフアナリスト兼チーフファンドマ
ネージャー

藤野 英人 レオス・キャピタルワークス(株)
代表取締役社長 最高投資責任者

堀井 浩之 三井住友信託銀行(株)
スチュワードシップ推進部長

松島 憲之 三菱UFJモルガン・スタンレー証券(株) チー
フリサーチアドバイザー

〈オブザーバー〉

環境省、金融庁、（一財）企業活力研究所、企業年金連合会、
（株）東京証券取引所、（一社）日本投資顧問業協会、（一社）
Japan Innovation Network
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