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はじめに  

日本の近代的金融システムが導入された明治初期１８７２年の国立銀行条例の

制定以降に日本も金融制度は整備されていき日本の活発な産業革命や日本経済

の発展とともに成長を遂げていった。しかし、１９８０年代から９０年代に起

きたバブルとその崩壊により日本の景気後退と停滞は続いている。その中で証5 

券市場は１９９６年よりイギリスで実施されたビックバンという証券市場の改

革を模範に日本版金融ビックバンを掲げ日本の金融制度はグローバルなものへ

変化していった。その裏では国外の機関投資家の株価保有率の増加があり証券

市場への影響力も増加した。機関投資家と企業はお互いに証券市場を通しそれ

ぞれの望むべき姿を見つめ直し停滞する日本経済・証券市場の活性化を目指さ10 

なければなくなっている。そこで企業には「コーポレートガバナンス・コード」、

機関投資家には「スチュワードシップ・コード」といった自らのあるべき姿を

問われた。かつてのビックバンで掲げられたフェアな取引を実現させ日本経済

の発展、証券市場の「モノいう株主の増加と中長期的な企業価値の向上」を図

り日本経済の停滞を改めなければならない。これより１章は証券市場の制度や15 

証券市場活性化を論じる際の定義を細かく説明する。２章では機関投資家の証

券市場に与える影響力と「スチュワードシップ・コード」に触れ機関投資家の

あるべき姿について述べる。３章では企業と「コーポレートガバナンス・コー

ド」を交え企業のあるべき姿について各国の比較とともに述べる。４章は証券

市場活性化、日本経済発展の方策について各章で述べることを踏まえ具体的な20 

提案や今後について述べる。  
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１章 証券市場の活性化  

第１節 証券市場とは  

 -１  金融市場  

  証券市場について知る前に、金融市場について知らなければなら

ない。金融市場は、短期金融市場と長期金融市場に分けられる。前者5 

は、マネーマーケットとも呼ばれ、短期間（通常１年以内）の収支と

支出のずれを調整し、日々の活動を維持していくための資金繰りを行

うために整備された市場である。この市場で資金の貸し借りをしてい

るのは、金融機関や企業である。後者は、証券市場、資本市場とも呼

ばれ、１年超の長期間の貸し借りを行うために整備された市場であ10 

る。この市場で資金調達するのは、設備投資などのために資金が必要

な企業と長期的な歳入不足を補うために資金が必要な政府である。  

 -2 短期金融市場（マネーマーケット）  

  短期金融市場は、オープン市場とインターバンク市場の２つの市

場に分けられる。オープン市場は参加者に限定がなく、一般の事業法15 

人なども参加する。CP 市場、国庫短期証券市場、CD 市場、債券現先

市場、債券レポ市場がオープン市場に属する。この５つの市場の残高

は、それぞれ 2016 年 3 月の時点で、CP 市場 12.9 兆円、国庫短期証券

市場 119.9 兆円、CD 市場 34.8 兆円、債券現先市場 30.5 兆円、債券レ

ポ市場 94.5 兆円である。これに対してインターバンク市場は参加者が20 

銀行、信用金庫、証券会社、投資信託、保険会社、短資会社、日本銀

行など金融機関に限定される。コール市場がインターバンク市場に属

する。コール市場はさらに有担保コール市場と無担保コール市場の２

つの市場があり、それぞれの 2017 年 8 月までの残高は有担保 16 兆

円、無担保 3 兆円の合計 19 兆円である。  25 

-３ 長期金融市場（証券市場、資本市場）  

  長期金融市場は、公社債市場と株式市場の２つの市場に分けら

れ、それぞれ発行市場と流通市場がある。公社債市場には国や地方公

共団体などが長期の資金調達のために発行する国債、地方債、政府保

証債、財投機関債などの公債、企業が資金調達のために発行する普通30 
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社債などが売買されている。もっとも規模が大きいのが国債で発行市

場での発行額が 149 兆円、流通市場での売買高が 8,011 兆円である。

社債は発行市場での発行額が 7 兆円、流通市場での売買高は 21 兆円で

ある。これに対して株式市場には企業などが資金調達のために発行す

る株式が売買されている。株式とは社債と違ってあらかじめ配当の有5 

無や額などが約束されているものではなく、株主は必ず投資した分だ

け配当として返済されるとは限らない。企業が得た利益から配当とい

う形で分配されるが、ゼロの場合もある。この論文では株式市場に限

定されているため次節で詳しく説明する。         

 10 
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(図１ ) 「金融」・内田浩史・2016 年 12 月 25 日・P172～189 より筆者作25 

成  

 

第２節 日本の株式市場  

-１ 株式市場の概要  
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株式市場とは企業の中でも株式会社が発行する株式を売買する市場のこ

とである。最近では株式だけではなく、ETF（上場投資信託）や J-REIT

（不動産投信）などの投資信託も上場している。株式は証券取引所にて売

買されて、日本の証券取引所は現在、札幌・東京・名古屋・福岡の 4 カ所

にある。その中でも最も規模が大きいのは東京証券取引所（東証）であ5 

る。2013 年 1 月に東京証券取引所（東証）と大阪証券取引所（大証）が統

合し、「日本取引所グループ（ JPX・ Japan Exchange Group）」としてスタ

ートした。両者が統合した理由は、次の通りである。  

『両社を取り巻く環境は，情報通信技術の急速な発達に伴う金融取引シス

テムの発展により，企業や投資家が世界のマーケットの中で最も投資環境10 

の良い取引市場を選択して資金  調達や投資活動を行うことが可能となった

ことで，国境を越えた取引所間での競争が激化している状況にある。  ま

た，金融取引システムの発展と共に，投資家のニーズの複雑化・高度化が

進んでおり，  取引所間競争においては，当該ニーズに耐え得るシステムの

構築とその安定性・処理性能等の向上が優位性確保に大きな影響を及ぼす15 

状況となっております。さらに，こうした環境を背景として，海外では国

内の取引所同士及び国境を越えた取引所同士の合従連衡の動きが進んてい

る。日本の取引所がグローバルな取引所間競争においてプレーヤーとして

生き残るためには，規模の拡大，取扱い金融商品の多様化及びコスト  削減

等による競争力の強化を通じて，流動性の高い効率的な市場を確立し，投20 

資家及び企  業の利便性を向上させることが不可欠となっている。』（株式

会社大阪証券取引所と株式会社東京証券取引所グループの経営統合に関す

る合意についてより編集、平成 23 年 11 月 22 日、P2）  

同年 7 月、大証の株取引は東証に統合され、大証は「大阪取引所」と名前

が変更された。先物取引などのデリバディブ取引を専門に扱うようになっ25 

た。  

-２ 東京証券取引所  

東証には、代表的な大企業や中堅企業が上場する「第一部・第二部」、第

一部上場を目指す企業向けの「マザーズ」、ベンチャー企業向けの

「 JASDAQ スタンダード・グローズ」、プロ投資家向けの「TOKYO PRO 30 
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Market」などの市場がある。 2017 年 10 月 5 日の時点で東証には 3569 社が

上場しており、それぞれ第一部 2032 社、第二部 525 社、マザーズ 243 社、

JASDAQ スタンダード 709 社、 JASDAQ グローズ 41 社、TOKYO PRO 

Market19 社が上場している。  

株式発行市場の規模は、 2016 年で株式割当が約 221 億円、公募が 2577 億5 

円、第三者割当が約 6230 億円、新株予約権の権利行使が約 901 億円、優先

株式などが約 1480 億円億円の合計約１兆 1409 億円の株式発行が行われて

いる。株式流通市場の規模は、 2016 年で第一部約 643.2 兆円、第二部約 6.1

兆円、マザーズ約 30 兆円、 JASDAQ スタンダード約 11 兆円、 JASDAQ グ

ローズ約 1.6 兆円、TOKYO PRO Market 約 18 億円の合計約 692 兆円が売買10 

された。  

第３節 証券市場の活性化とは  

 -１  証券市場の活性化の定義  

「証券市場」とは前節で説明したように公社債市場と株式市場のことを指

し、この論文では株式市場について考える。次に「活性化」とは、『沈滞15 

していた機能が活発に働くようになること。また、そのようにするこ

と。』（広辞苑 第六版 2008 年１月 11 日編集者新村出 P.554）とあった。

さらにここに「スチュワードシップ・コード」と「コーポレートガバナン

ス・コード」が導入された意味を加えると、証券市場の活性化＝証券市場

とりわけ株式市場において沈滞している機能であるモノいう株主の増加と20 

企業の持続的成長と企業価値の向上を活発に働くようにすること。またそ

のようにすること。となる。つまり、証券市場の活性化とは、「モノいう

株主の増加と中長期的な企業価値の向上」と定義できる。  

-２ 「モノいう株主の増加」とは   

「モノいう株主」と聞いてどのようなことを想像するだろうか。著者で25 

あればいわゆるハゲタカファンドと言われるような経営破綻した企業の株

式を買い、強引な再建計画を押し付けたりするファンドを想像する。しか

し、ここで言う「モノいう株主」とは、彼らのような自分達の利益だけを

考えて投資先企業に注文をつける（＝モノを言う）株主ではなく、①株式

市場にとって、②経営視点から、③社会全体を考えて、良いアドバイスを30 
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投資先企業に提案できる株主のことである。そのような株主の増加を「モ

ノいう株主の増加」と言う。  

 -３「中長期的な企業価値の向上」とは  

「中長期」とは、一体何年のことを指しているのだろうか。経営者と投

資家で「中長期」の年月が違う。経営者の場合は、５〜 10 年を指す。新商5 

品の研究・開発、実際の販売、新しい工場の建設、生産などには長い年月

がかかるからである。しかし、企業の業務内容によってその年月が異な

る。一般企業より変化が速い IT 企業の場合は、 1 年を中長期とするかもし

れないし、医薬品メーカーや重厚長大産業なら 10〜20 年を中長期とするか

もしれない。一方、投資家の場合は、 1〜 5 年を指す。特に国内の機関投資10 

家の場合は、四半期毎に出資者からパフォーマンスの報告を求められるの

で、四半期毎にベンチマークに負けないように運用する傾向が強い。アメ

リカでは、企業価値に 10 年キャッシュフロー割引モデルを使うバリュー投

資家やファンドマネジャーに 1 年間のパフォーマンスは問わず、 3、5、7

年のパフォーマンスの平均でボーナス評価を行う運用会社もある。個人投15 

資家は、株式市場での売買回転率 (年間の購入額か売却額の小さい方を前年

度末の保有額で割った値 )は 2014 年で 173%だった。ちなみに外国人投資家

は 247%だった。個人投資家の売買回転率が高いのは、デイトレーダーの影

響である。しかし、 1 度株を買っただけでそのまま保有し続ける個人投資

家もいる。日本証券業協会が 2015 年 7 月に実施した「個人投資家の証券投20 

資に関する意識調査」によると、株式の平均保有期間は個人投資家の 32％

が 10 年超、51％が 5 年超だった。1 年以下は 15%だけだった。上述したよ

うに経営者と投資家、企業の業態、国内投資家と海外投資家、個人投資家

と機関投資家、国内機関投資家と海外機関投資家によって中長期の年月が

違う。そこで、中長期の企業価値を評価する投資家視点の中長期の年月を25 

ここでの「中長期」の定義とする。なぜ投資家視点なのか理由は２つあ

る。１つは、『優れた企業経営者や取締役会と中長期の企業価値を評価す

る優れた投資家は、非常に似た機能を持っていると言う点である。長期の

企業価値に焦点を当てたもの同士が対話をすることで、様々な視点から事

業内容を確認できるはずで、お互いの業務の品質を高める上で効果があ30 
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 企業価値の計算式  

（図 2）  

（出所）堀江貞之  日経文庫『コーポレートガバナンス・コード』

P83 2015 年から筆者作成  

る』（コーポレートガバナンス・コード、堀江貞之、 2015 年、P19 より編

集）から。もう１つは、『中長期の企業価値に関心の高い投資家を意識し

た経営を行えば、結果として、企業が提供する商品の付加価値を高める努

力などを通じて収益力が向上し、消費者、労働者、債権者など他の利害関

係者のためにもなるから』（同上、P20）である。より具体的には、世界経5 

済フォーラム（通称ダボス会議）で 2011 年の “The Future of Long- term 

Investing”において出された長期投資の定義である。その定義は、「長期投

資とは、保有期間が少なくとも 10 年以上、またはビジネスサイクルの全期

間を通じた保有」というものだ。「企業価値」とは、①有形資産

（Assets）、②持続的収益（Earnings Power）、③利益を生む成長10 

（Profitable Growth）である。これらはフランチャイズモデルで計算され、

計算式は図 2 のようである。この図２の式には「資本コスト」「ROE」

「利益成長率」の３つの変数がある。  

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 

企業価値＝  

① 有形資産＋②{(ROE／資本コスト)×自

己資本－①}＋③{(ROE－資本コスト)／

(資本コスト)×(利益成長率)／(資本コ

スト－利益成長率)×自己資本} 
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図 2 から(1)ROE が高いほど企業価値が上がること、 (2)ROE が資本コスト

を上回らないと成長しても企業価値が下がること、 (3)利益成長率が高いほ

ど企業価値が上がること、がわかる。  5 

①有形資産とは、貸借対照表に掲載されている現金・売掛金・棚卸資産、

建物・機械装置、無形固定資産などのことである。資産の再調達コストと

定義され、現在最も効率的な方法でその企業の資産を購入する場合、競合

他社が支払わなければならない金額と定義されている。  

②持続的収益力とは、現在の収益力が長期にわたって一定で、継続した場10 

合に実現する企業価値のことである。企業の差別化源泉が維持され現状の

収益が将来も長期にわたり継続するかどうかが鍵となる。ROE と資産コス

トの比率で計算できる。  

③利益を生む成長とは、現在よりも高い利益率を達成できた場合に実現さ

れる企業価値のことである。利益率が資本コストを上回り、さらにその利15 

益率が上昇していることが企業価値のプラスになる条件である。まとめる

と、「企業価値」とは、企業が保有する有形資産に加えて ROE のような資

本生産性の高さと資本コストを上回る利益成長率とすることができる。上

述したことを踏まえながら「中長期的な企業価値の向上」を考えると、少

なくとも 10 年以上、または全ビジネスサイクルの全期間を通じて、企業が20 

保有する有形資産に加えて ROE のような資本生産性の高さと資本コストを

上回る利益成長率を向上させることと定義できる。  

-４ まとめ  

ここまで１節では証券市場の活性化について、２節ではモノいう株主の

増加について、３節では中長期的な企業価値の向上についてそれぞれ定義25 

してきた。３つの定義を１つにまとめると、証券市場の活性化とは、証券

市場とりわけ株式市場において沈滞している機能である、株式市場にとっ

て、経営視点から、社会全体を考えて、良いアドバイスを投資先企業に提

案できる株主の増加と少なくとも 10 年以上、またはビジネスサイクルの全

期間を通じて、企業が保有する有形資産に加えて ROE のような資本生産性30 
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の高さと資本コストを上回る利益成長率の向上を活発に働くようにするこ

と。またそのようにすること。というようにまとめることができる。これ

が証券市場の活性化の定義である。   

 

第４節 証券市場の活性化の意義  5 

証券市場を活性化させる意義は 3 つある。１つ目は今後社会保障におい

て自助努力が求められるということである。 65 歳以上の老年人口に対する

15〜64 歳の生産年齢人口の割合は 2010 年の時点では、 1 人の年金受給者を

2.8 人で支えていたが、 2030 年には 1 人を 1.8 人、2050 年には 1 人を 1.3 人

で支えなければならない状態になると予想される。そうなれば年金受給者10 

が公的年金だけで退職後の資金を確保できないのは当然であり、現役世代

にも多大な負担として高い税金や将来に対する不安などが襲いかかる。そ

うならないために株式や投資信託などに投資をして自助努力で資金を確保

しなければならない。しかし、証券市場が活性化していなければ投資をす

る意味がなくなる。だからこそ証券市場を活性化しなければならない。  15 

2 つ目は日本経済の成長のためである。日本はバブル崩壊以降、銀行の不

良債権問題やリーマンショックなどの金融危機が起こり、GDP があまり成

長していないのが現状である。それにより企業の低収益、賃金の硬直化・

低下、低税収などが起きている。一方で、社会保障費は右肩上がりで増え

ていき保険料だけでは賄えないため国債を発行して補っている。そのため20 

社会保障費と国債費だけで歳出の約６割を、国債発行は歳入の約４割を占

めている。国債は将来世代の負担となるためもうこれ以上発行するのは難

しい。そこで証券市場への投資が重要になってくる。日本国民の家計金融

資産は 1700 兆円もあり、投信残高は 100 兆円程度に過ぎず、約 900 兆円が

現預金として残っている。この現預金を年１%の利回りで運用した場合税25 

引き前で 9 兆円の利益が出る。GDP の押し上げ効果は約 1.7%もあり、半分

の年 0.5%でも約 0.8%の押し上げ効果がある。公共事業でも少ししか効果

が期待できない中で国民による証券市場への投資が重要である。  

３つ目は企業の「稼ぐ力」を取り戻すということだ。中長期にわたり企業

の収益力を高め、企業価値を向上させて得た収益を、労働者や株主などの30 
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ステークホルダーに還元し、そのお金が社会で使われることで経済が活性

化することができる。企業の稼ぐ力が高まり、企業価値が向上すれば投資

家は株を買ってくれその結果、自然と株価が上がり証券市場も活性化する

だろう。  

3 つの意義を達成させるためにはスチュワードシップ・コードやコーポレ5 

ートガバナンス・コードに沿って企業と機関投資家の建設的な対話を行う

ことが重要になってくる。  

 

 

 10 
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第２章 機関投資家  

第１節 機関投資家の状況と証券市場に与える影響  

 日本は戦後以降、金融資産が年々増加してきて蓄積されてきた。金融資産が

増加するに従い、銀行への預金だけでなく、資産の運用を行う人も増加してい

る。金融資産の運用は、必ずしも預金の受け入れを必要としないので、銀行で5 

はない機関投資家が行うことも可能である。そして２０００年代に行われた金

融自由化により、証券市場の活性化が図られ、「貯蓄から投資へ」と現状が変わ

った中で機関投資家の重要性は増してきた。  

 機関投資家の運用資金は、源泉は家計部門である。家計は貯蓄が増加されて

いくと、特に現在のような低金利での銀行の普通預金だけでなく、より大きな10 

利益を求めて投資を行うようになる。しかし、個人の知識や経験で運用を行う

のには限界がある。そこで機関投資家に運用を委託するようになる。このよう

に、金融資産が蓄積されていき投資が少しずつ増加していくに連れて機関投資

家は成長していった。  

 しかし機関投資家が成長するに従って、個人投資家に影響を及ぼすようにな15 

った。機関投資家は、企業の内部情報についても個人の投資家よりも優位な立

場に立つことが想定され、少数株主の利益を搾取する可能性がある。機関投資

家が株を所有する企業についての株式取引を証券市場で考えると、機関投資家

の優位な立場を懸念し、個人投資家は同銘柄の取引を回避する恐れがでてくる。 

機関投資家は顧客のお金を運用して企業に投資し、その企業が成長することで20 

顧客が機関投資家に預けたお金を増やしていかなければならない。つまり、企

業の成長は欠かせないものとなる。常に変化し続ける経営状況に対応しながら

的確な判断が求められている企業に投資を行っている機関投資家は、企業の状

況や環境を踏まえながら、持続的な成長に向けて企業とともに目的を持った対

話（エンゲージメント）を行っていく必要がある。エンゲージメントとは、各25 

企業と機関投資家との間で行われる経営戦略や財務戦略などの経営に関する個

別の議論や提案をして企業との関係性を見直すことである。  

 機関投資家が企業にエンゲージメントを行う目的の一つに、企業経営に対す

る株主としてのモニタリングが上げられる。機関投資家はエンゲージメントに

よる株主モニタリングを通じて、エージェンシー問題を緩和し、スチュワード30 
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シップ責任の観点から、株主投資の中長期的なリターンの確保を目指すと考え

られる。しかしこれまでの日本の機関投資家は、短期的な利益を求め、そして

企業も投資家からの圧力により短期的な企業実績に着目してきた。つまり機関

投資家が企業を長期的な視点でモニタリングするためのインセンティブがなか

ったということが言える。今後はエンゲージメントを行い、株主と企業の双方5 

がそれぞれの見解について話し合い、企業は機関投資家に企業価値を正しく判

断してもらう情報を提供する必要がある。機関投資家はその情報を適切な評価

方法で検討する必要がある。このような状況を持続的に行えば、短期的な視点

だけでなく、適切なインセンティブを生み出されることになり、中長期的な視

点も生まれてくる。そのためにも適切な情報開示は大切になるといえる。  10 

 エージェンシー問題については、問題を解消するために様々な議論がされて

きた。機関投資家に関しては、エージェンシー問題により企業価値を損なうこ

とを防ぐことに関心を持ち、自身の持ち株の価値を左右する企業経営に対して

利害関係を有しているので、企業経営に関するモニタリングの役割を果たすこ

とが期待されている。  15 

 日本よりも体制が進んでいる欧州の機関投資家は、日本企業の情報開示につ

いて、グローバル企業は優秀であるが、平均的な日本企業では不足していると

認識されている。不足している点とは情報開示不足やコミュニケーション能力

が低いということが挙げられる。その欧州の機関投資家は、エンゲージメント

を行う部署を専門的に設けている。欧州の機関投資家が個別企業に対してエン20 

ゲージメントを開始するタイミングとして、株主総会の会社提案の議案に反対

する時や、投資先企業に事故やスキャンダルが発生した時などが挙げられる。

その時にスチュワードシップ責任を意識しながら機関投資家はエンゲージメン

トを行っていく。  

建設的な対話が重要になるにつれてスチュワードシップ責任を意識しなけれ25 

ばならないことや、さらに金融庁が日本版スチュワードシップ・コードを策定

して以降、機関投資家の在り方は変化していかなければならなくなった。  

第２節 スチュワードシップ・コード策定の背景と対象範囲  

 日本においてスチュワードシップ・コードが策定されることになった背景は、

コーポレートガバナンス強化による経済の活性化を図るためであった。アベノ30 
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ミクスは三本の矢を放ち、デフレからの脱却を目指し強い経済を作るとした。

大胆な金融政策、機動的な財政政策の第三の矢として掲げたのが、民間投資を

喚起する成長戦略である。そしてこの成長戦略具体化した日本再興戦略におい

て「機関投資家が、対話を通じて企業の中長期的な成長を促すなど、受託者責

任を果たすための原則」つまり「企業の持続的な成長を促す視点から、幅広い5 

機関投資家が企業との建設的な対話を行い、適切な受託者責任を果たすための

原則」についてまとめられることが決定された。その後に企業の持続的な成長

を促すために、英国版スチュワードシップ・コードを参考にして日本版スチュ

ワードシップ・コードが策定された。  

 日本が参考にした英国版スチュワードシップ・コードがそもそも英国で導入10 

された理由は、金融危機に対して一層のガバナンス強化が必要であると考えら

れたからである。それと共に機関投資家側が投資先企業に対して責任を持つよ

うに要請され、投資先への影響力を発揮させるため、２０１０年に策定された。  

 先ほど記したように、なぜ日本版スチュワードシップ・コードが策定された

理由が経済の活性化を図るためなのか。それは、安倍政権になり多少の回復傾15 

向が見られるものの、日本の株式市場はバブル経済崩壊以降長らく停滞してい

るからだ。日本のバブル崩壊での景気の悪化は深刻であったものの、それ以降

世界の先進国の株価と比較してみると、先進主要各国の株価は上昇していって

いるのに対して、日本はほとんど上昇していない。この株価が低迷している要

因は、ROE が諸外国に比べて低いことが挙げられる。  20 

『上場企業の 1985 年から 2006 年までの平均 ROE は、米国企業が 10.5％、ド

イツ企業が 7.8％、フランス企業が 10.3％、イギリス企業が 9.5％である。そ

れに対して、日本企業は 5.0％に過ぎない（中野［ 2009］）。1995 年から

2012 年までの計測値によっても、日本の ROE 平均値 3.60％、米国 11.44％、

欧州 10.03％と報告されている（神山［ 2013］）。 最近のデータとして、伊25 

藤レポート（2014）が 2012 年の国際比較データを示している。日本は全体で

5.3％であるが、米国は 22.6％、欧州は 15.0％である。』（日経 BizGate「な

ぜ、日本企業の利益率は低いのか？」 2016 年 9 月 23 日中野誠

http://bizgate.nikkei.co.jp/article/116114518.html より筆者編集）  



16 

 

ROE は株主の資金を手元に企業が稼ぐ力を示しているが、つまりは企業の稼

ぐ力が弱いということである。このような状況を改善し、強い日本経済を作る

にあたり、企業の持続的な成長を促進する必要があると判断した。そのために

は大株主である機関投資家による外部からの働きかけが大切であることから日

本版スチュワードシップ・コードの策定にいたった。  5 

 日本版スチュワードシップ・コードの対象範囲は、運用会社などの資産運用

者だけでなく、保険会社・年金基金といった資産保有者や、議決権行使助言会

社なども含まれた「日本株に投資している国内外の機関投資家」である。機関

投資家は投資家としての責任や義務を明確化し、顧客・受益者と投資先企業の

双方を視野に入れ、投資先企業の企業価値向上や持続的成長を促すことにより、10 

顧客・受益者の投資リターンの拡大を図ることが目的である。つまり機関投資

家は期間収益の確保を目的とした短期的な投資だけでなく、中長期的な視点か

ら投資先企業の企業価値向上を図ることが求められている。その際は形式的な

基準や助言会社のサービスを機械的に適用するのではなく、各企業の状況に応

じて細かな判断を行うことが重要である。  15 
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日本版スチュワードシップ・コード 

１ 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針

を策定し、これを公表すべきである。 

２ 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利

益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。 

３ 機関投資家は、投資先企業の持続的な成長に向けてスチュワードシ

ップ責任を果たすために、当該企業の状況を明確に把握すべきであ

る。 

４ 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通

じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努め

るべきである。 

５ 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針

を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断

基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するもの

となるよう工夫すべきである。 

６ 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をど

のように果たしているかについて、原則として、顧客・受益者に対

して定期的に報告を行うべきである。 

７ 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業

やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話や

スチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備

えるべきである。 

 

第３節 日本版スチュワードシップ・コードの具体例  

日本版スチュワードシップ・コードは、責任ある機関投資家としてスチュワ

ードシップ責任を果たし、投資先企業の持続的成長を促して顧客・受益者の中

長期的な投資リターンの拡大を図るために、７つの原則が定められている。  

 5 

 

 

 

 

 10 
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 25 

 

 

（ 図 ３ ） 出 典 ： 「 責 任 あ る 機 関 投 資 家 」 の 諸 原 則

http:/ /www.fsa.go.jp/news/25/singi/20140227 -2.html （平成 29 年 5 月 29 日）より筆者

作成  30 

http://www.fsa.go.jp/news/25/singi/20140227-2.html
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これらの７原則をより詳しく見てみると、機関投資家はどのような点に留意し

てスチュワードシップ責任を果たすべきかが分かってくると思われる。  

 原則１について機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための方針

を策定するべきであることが分かる。つまりこの責任をどのように考えて、そ

の考えに則って責任を果たしていくのか、また、顧客・受益者から投資先企業5 

へと向かう投資資金の流れの中で自らの立場を踏まえ「目的を持った対話」な

どを通じて役割をどのように果たすかについて明確な方針を策定し、公表すべ

きであることが分かる。  

 原則２について機関投資家は、顧客・受益者の利益を第一として行動すべき  

であることが分かる。しかし一方で、スチュワードシップ活動を行うにあたっ10 

て、自らが所属する企業グループと顧客・受益者の双方に影響を及ぼす場合な

ど、利益相反の発生が避けられない場合がある。こうした利益相反を機関投資

家は適切に管理することが重要であり、あらかじめ想定できる利益相反につい

てどのように実効的に管理するかについて明確な方策を策定し、公表すべきで

あることが分かる。  15 

 原則３について機関投資家は、中長期的な視点から投資先企業の企業価値を

高め、持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該

企業の状況の把握を継続的に行うことが重要であることが分かる。  

 原則４について機関投資家は、中長期的な視点から投資先企業の企業価値を

高め、持続的成長を促すことを目的とした建設的な対話を通じて、企業と認識20 

の共有を図るように努めるべきであることが分かる。また、対話などを通じて

投資先企業の状況などを踏まえ、当該企業の企業価値が損なわれる恐れがある

場合には、十分な説明を求めるなどして投資先企業と更なる認識の共有を図り、

問題の改善に努めるべきであることが分かる。  

 原則５について機関投資家は、すべての株式保有について議決権を行使し、25 

行使に当たっては投資先企業の状況や対話の内容などを踏まえた上で、議案に

対する賛否を判断するべきであることが分かる。そして議決権の行使について

は明確な方針を、形式的な基準判断だけではなく、投資先企業の持続的成長に

資するものとなるように工夫して策定し、公表すべきであることが分かる。  

 原則６について機関投資家は、顧客・受益者に対して、スチュワードシップ30 



19 

 

活動を通じてスチュワードシップ責任をどのように果たしているかについて、

原則として定期的に報告を行うべきであり、スチュワードシップ活動について

記録に残すべきであることが分かる。  

原則７について機関投資家は、投資先企業との対話を建設的なものとし、投

資先企業やその事業環境などに関して深く理解し、持続的成長に資する有益な5 

ものとしていく観点から、企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断

を適切に行うための実力を備えておくべきであることが分かる。  

 

第４節 日本版スチュワードシップ・コードの特徴と英国版との相違点  

 日本版スチュワードシップ・コードの特徴は、「これをしなければならない」10 

「あれをしてはならない」というような行動について詳細に規定したルールベ

ース・アプローチではなく、プリンシプルベース・アプローチを採用している

ところである。これは具体的な行為基準は記述せず、プリンシプル（原理・原

則）の趣旨を関係者が互いに共有し、各々がその趣旨に照らし合わせて適切と

思う行動をするように要請するものである。  15 

また、もう一つの特徴として「遵守か・説明か」の手法を採用している点で

ある。これは、遵守することが適切でない原則がある場合にはその理由を説明

するよう要請するものである。つまり機関投資家は、自らの置かれた状況に応

じて各原則の適用方法を工夫することが求められるということになる。  

この日本版スチュワードシップ・コードに法的拘束力はなく、各金融機関が受20 

け入れる義務もない。よってこのコードを受け入れない、また受け入れるが一

部原則は適用しない、ということになっても罰則はない。  

なぜプリンシプルベース・アプローチと遵守か説明かの手法を採用している

のか。その理由は、スチュワードシップ活動に実効性を持たせるためである。

機関投資家は、それぞれの運用戦略や状況に応じて様々な行動タイプが存在す25 

る。その時に、ルールベース・アプローチを採用していて、「企業と一年に何回

以上は対話をしなければならない」などのように行動を規制してしまうと、対

話を目的としない機関投資家までもが形式的に対話を行うようになり、対話自

体が形骸化してしまう。だから各機関投資家の状況や考え方に合わせて本当に

必要な行動が適切に行われるよう、原則の受け入れや運用は各金融機関が主体30 
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的に判断するという手法がとられている。  

 日本版スチュワードシップ・コードは英国版スチュワードシップ・コードを

手本としているが、大きく異なる点が二つある。一つ目は、英国版スチュワー

ドシップ・コードの原則５「機関投資家は、適切な場合には、ほかの機関投資

家と協調して行動すべきである。」が日本版においては採用されていないこと5 

である。英国版の原則５が採用されていない理由は、日本においては機関投資

家の協調行動が一般的ではないことからである。  

 二つ目の相違点は英国版には採用されてないが、日本版スチュワードシップ・

コードの原則７「機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資

先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づき、当該企業との対話やスチ10 

ュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである」

が追加されていることである。これは「企業と実りある対話を行うために投資

家側も相当程度の見識を持つことが重要である」との意見が有識者会議におい

て出たことから、機関投資家の意識向上を目的に新たに追加されたものである。 

 欧州の機関投資家にとって、スチュワードシップ・コードやコーポレートガ15 

バナンス・コードは不祥事や事業の失敗を防ぐ意図、つまり経営への「ブレー

キ」の役割を期待する面が強い。その理由は欧米では、企業経営者が企業価値

を高めたいがために時によって過度なリスクをとることがあり、大きな損失が

発生することがあるからである。一方、日本の機関投資家にとっては、経営陣

に対して「アクセル」を踏むことを促すことが主な目的となっている。資本生20 

産性を上げてリターンを大きくすることを目指している。日本でスチュワード

シップ・コードの受け入れ表明をした機関投資家は、業態別で平成 28 年 12 月

27 日の段階で以下の通りである。  

信託銀行等  7 

投信・投資顧問会社等  152 

生命保険会社  18 

損害保険会社  4 

年金基金等  26 

その他（議決権行使助言会社他） 7 
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合計  214 

（図 4）出典：金融庁ホームページ http:/ /www.fsa.go.jp/ より作成  

 

 今後、スチュワードシップ・コードが浸透していくにつれて、受け入れ機関

の数は増加していくと思われる。そして受け入れを表明しない機関についても

なぜ受け入れをしないのか、その説明を問われていくことになると思われる。  5 

 

 第５節 機関投資家の今後の在り方  

 日本版スチュワードシップ・コードが導入されたことで、機関投資家が投資

先企業との建設的な対話などを通じて認識を照らし合わせる機会を持つことで、

企業価値を高めることができると期待されている。企業側としては、機関投資10 

家の立場や考え方を知ることで自社が気づいていなかった課題に気づく機会が

生まれ、企業価値の向上につなげることができる。そのためにも機関投資家は、

企業の事業内容や経営環境、企業戦略などを理解する能力が必要となるので、

機関投資家自身の能力も高まっていくことになる。  

 日本版スチュワードシップ・コードが導入されたことで懸念がされることが15 

あるとすれば、機関投資家がモノを言う株主になり株主総会で反対票を投じる

機会が増えること、また高配当を要求するようになるなどということである。

しかし、日本版スチュワードシップ・コードの示す対話の目的は企業経営に介

入することではなく、企業の持続的な成長の促進である。日本版スチュワード

シップ・コードには経営の細部にまで介入することを意図していないと明記さ20 

れているので、従来から対話を実施していた機関投資家の行動が大きく変わる

ことはないと思われる。ただし、これまで十分に対話を行っていなかった機関

投資家から投資先企業への対話の申し出が増加すると考えられる。また、日本

版スチュワードシップ・コードは企業価値及び資本効率を高め、企業の持続的

成長を促進することが目的であるので、ROE などに焦点を当てた対話が増加す25 

るとも思われる。  

 これから日本版スチュワードシップ・コードを受け入れる機関投資家が増え

ていくとともに、より多くの機関投資家が投資先企業に資本効率や中長期的な

事業戦略などについて理解するための対話を求めていくようになっていくと思

http://www.fsa.go.jp/
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われる。そして、認識を共有して、個々の企業状況や事業環境を把握する能力

のさらなる向上が求められていく。一方企業には、ROE など機関投資家が注目

する事項についてより詳しい説明が求められていく。また、機関投資家の声に

耳を傾けて、内容などについてよく検討し機関投資家への理解を促進させるこ

とが期待されていく。日本版スチュワードシップ・コードは中長期的な成長を5 

見据えた対話であるのでもちろんすぐに効果が出るわけではない。機関投資家

と企業は短期的な結果にとらわれることなく、ともにそれぞれの役割・責任を

果たすことが必要になっていく。  

 機関投資家が企業との間でスチュワードシップ活動を行っていく上では、顧

客・受益者の利益を一番に考え顧客本位の活動が実効的に確保されることが不10 

可欠である。しかし、親会社などの利益と顧客の利益との間に存在する利益相

反の回避や、その影響を排除するための措置が機能していないケースもあり、

細やかな対応が必要である。そのため機関投資家自身のガバナンスの強化や、

利益相反のより適切な管理に向けた取り組みが必要である。起案投資家自身の

ガバナンスを強化することは、顧客・受益者の利益に資するとともに投資先企15 

業のガバナンスなどについて対話を行う上でも、機関投資家の信頼性が高まる

ことを通じて対話の実効性を高めることになっていく。また利益相反管理につ

いては、議決権行使や対話に重要な影響を及ぼす利益相反が生じうる局面を具

体的に特定し、それぞれの利益相反を回避しその影響を実効的に排除するなど

して、顧客・受益者の利益を確保するための措置について具体的な方針を定め20 

るべきである。  

 機関投資家の経営陣は、スチュワードシップ責任を果たすための適切な能力

と経験を備えるべきであり、ガバナンス強化や利益相反管理、そして企業との

対話を充実させるための組織構成などに関しての役割や債務を担っていること

を認識し、課題に関する取り組みを促進すべきである。  25 

 現在、機関投資家が議決権行使を適切にしているか否かについての可視性を

高める観点から、行使結果の公表を求めている。しかしまだ議決権行使結果の

集計を公表している機関投資家の割合が少ないと指摘されている。議決権行使

の透明性を確保するうえで公表を行うことが重要であり、また公表だけにとど

まらず、機関投資家自らの行動について透明性を向上させるためには個別企業・30 
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議案ごとに結果を公表することが大切である。  

 議決権の行使結果の公表について米国においては、投資信託について証券取

引委員会の規制により、個別の議決権行使結果の公表が義務付けられている。

また英国においては、義務付けはないものの説明責任の向上や利益相反管理の

観点から、個別の議決権行使結果の公表を行っている機関投資家は多い。こう5 

した海外の動向からみられるように、個別の議決権行使結果を公表することは

顧客・受益者のために議決権が行使されていることを担保するうえで有効な方

法と思われる。よって機関投資家は、顧客・受益者の利益を確保するとともに、

取り組みの透明性を高めるために原則としては議決権行使結果を一般に公表す

べきである。しかし「遵守か説明か」の手法を採用しているので、それぞれの10 

置かれた状況を判断し、それが適切ではないと考えられる場合には積極的にそ

の理由を説明すべきである。  

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

 

 30 
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第 3 章 企業とコーポレートガバナンス  

コーポレートガバナンスとは直訳すると、企業統治と訳される。とはいえ、確

立した定義があるわけではなく、とらえどころのない概念である。しかし、世

に出回る一般的な説明をするのであれば、会社が株主をはじめ顧客・従業員・

地域社会などの立場を踏まえたうえで、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定5 

を行うための仕組みを意味する。  

また目的としては、日本の成長戦略の一環として策定されるものである。会社

は、株主から経営を付託されたものとしての責任（受託者責任）をはじめ、様々

なステークホルダー（利害関係者）に対する責務を負っていることを任して運

営されることが重要である。こうした責務に関する説明責任を果たすことを含10 

め会社の意思決定の透明性・公正性を担保しつつ、これを前提とした会社の迅

速・果断な意思決定を催すことを通じて、「攻めのガバナンス」の実現を目指す。

コーポレートガバナンスは、リスク回避などではなく健全な企業家精神の発揮

を促し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに主眼を

置いている。  15 

またコーポレートガバナンスには５つの基本原則があります。  

１つ目は、株主の権利・平等性の確保である。これは、上場会社は、株主の

権利が実質的に確保されるように適切な対応を行うとともに、その権利を適切

に行使することができる環境の整備を行うべきである。また、少数株主や外国

人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利行使にかかる環境や実質20 

的な平等性の確保に課題や懸念が初応じやすい面があることから、十分に配慮

を行うべきである。  

 １の考え方としては、上場会社には、株主を含む多様なステークホルダーが

存在しており、こうしたステークホルダーとの適切な協働を欠いては、その持

続的な成長を実現することは困難で  ある。その際、資本提供者は重要な要であ25 

り、株主はコーポレートガバナンスの規律  における主要な起点でもある。上場

会社には、株主が有する様々な権利が実質的に確  保されるよう、その円滑な行

使に配慮することにより、株主との適切な協働を確保し、 持続的な成長に向け

た取組みに邁進することが求められる。 また、上場会社は、自らの株主を、そ

の有する株式の内容及び数に応じて平等に取り扱う会社法上の義務を負ってい30 
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るところ、この点を実質的にも確保していることに  ついて広く株主から信認

を得ることは、資本提供者からの支持の基盤を強化すること  にも資するもの

である。  

２つ目は、株主以外のステークホルダーとの適切な協働である。上場会社は、

会社の持続的な成長と中朝的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、地5 

域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献の

結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に

努めるべきである。鳥島区役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・

立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダー

シップを発揮すべきである。  10 

 ２の考え方としては、上場会社には、株主以外にも重要なステークホルダー

が数多く存在する。これらの  ステークホルダーには、従業員をはじめとする社

内の関係者や、顧客・取引先・債権  者等の社外の関係者、更には、地域社会の

ように会社の存続・活動の基盤をなす主体  が含まれる。上場会社は、自らの持

続的な成長と中長期的な企業価値の創出を達成するためには、これらのステー15 

クホルダーとの適切な協働が不可欠であることを十分に  認識すべきである。

また、近時のグローバルな社会・環境問題等に対する関心の高まりを踏まえれ

ば、いわゆるＥＳＧ（環境、社会、統治）問題への積極的・能動的な対  応をこ

れらに含めることも考えられる。 上場会社が、こうした認識を踏まえて適切な

対応を行うことは、社会・経済全体に  利益を及ぼすとともに、その結果として、20 

会社自身にも更さらに利益がもたらされる、  という好循環の実現に資するも

のである。  

３つ目は、適切な情報開示と問う衛生の確保である。上場会社は、会社の財

政状態・経営瀬石などの財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナン

スにかかる情報などの非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うと25 

ともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。

その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行

う上での基盤となることも踏まえ、そうした情報（とりわけ非財務情報）が、

正確で利用者にとって分かりやすく、情報としての有効性の高いものとなるよ

うにすべきである。  30 
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 ３に考え方としては、上場会社には、様々な情報を開示することが求められ

ている。これらの情報が法令  に基づき適時適切に開示されることは、投資家保

護や資本市場の信頼性確保の観点か  ら不可欠の要請であり、取締役会・監査

役・監査役会・外部会計監査人は、この点に  関し財務情報に係る内部統制体制

の適切な整備をはじめとする重要な責務を負っている。 また、上場会社は、法5 

令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきで  ある。  更に、我

が国の上場会社による情報開示は、計表等については、様式・作成要領などが

詳細に定められており比較可能性に優れている一方で、定性的な説明等のいわ

ゆる非財務情報を巡っては、ひな型的な記述や具体性を欠く記述となっており

付加  価値に乏しい場合が少なくない、との指摘もある。取締役会は、こうした10 

情報を含め、 開示・提供される情報が可能な限り利用者にとって有益な記載と

なるよう積極的に関与を行う必要がある。  法令に基づく開示であれそれ以外

の場合であれ、適切な情報の開示・提供は、上場  会社の外側にいて情報の非対

称性の下におかれている株主等のステークホルダーと認識を共有し、その理解

を得るための有力な手段となり得るものであり、「責任ある機関投資家の諸原15 

則《日本版スチュワードシップ・コード》」を踏まえた建設的な対話にも資する

ものである。  

４つ目は、取締役会等の責務である。上場会社の取締役会は、株主に対する

受託者責任・説明責任を踏まえ、会社に持続的な成長と中長期的な企業価値の

向上を促し、収益力・資本効率などの改善を図るべく、（１）企業戦略などの大20 

きな方向性を示すこと。そして（２）経営陣幹部による適切なリスクテイクを

支える環境整備を行うこと。それと（３）独立した客観的な立場から、経営陣

（執行役及びいわゆる執行役員を含む）・取締役に対する実効性の高い監視を

行うこと、をはじめとする役割・責務を適切に果たすべきである。こうした役

割・責務は、監査役会設置会社（その役割・責務の一部は監査役及び監査役会25 

が担うこととなる）、指名委員会等設置会社、監査など委員会設置会社など、い

ずれの期間設計を採用する場合にも、等しく適切に果たされるべきである。  

 ４の考え方としては、上場会社は、通常、会社法（平成  26 年改正後）が規

定する機関設計のうち主要な３種類（監査役会設置会社、指名委員会等設置会

社、監査等委員会設置会社）のいずれかを選択することとされている。前者（監30 
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査役会設置会社）は、取締役会と監査役・監査役会に統治機能を担わせる我が

国独自の制度である。その制度では、監査役  は、取締役・経営陣等の職務執行

の監査を行うこととされており、法律に基づく調査  権限が付与されている。ま

た、独立性と高度な情報収集能力の双方を確保すべく、監査役（株主総会で選

任）の半数以上は社外監査役とし、かつ常勤の監査役を置くこと  とされている。5 

後者の２つは、取締役会に委員会を設置して一定の役割を担わせることにより

監督機能の強化を目指すものであるという点において、諸外国にも類例が見ら

れる制度である。上記の３種類の機関設計のいずれを採用する場合でも、重要

なことは、創意工夫を施すことによりそれぞれの機関の機能を実質的かつ十分

に発揮させることである。 また、本コード（原案）を策定する大きな目的の一10 

つは、上場会社による透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を促すことにある

が、上場会社の意思決定のうちには、 外部環境の変化その他の事情により、結

果として会社に損害を生じさせることとなるものが無いとは言い切れない。そ

の場合、経営陣・取締役が損害賠償責任を負うか否かの判断に際しては、一般

的に、その意思決定の時点における意思決定過程の合理性  20 が重要な考慮要15 

素の一つとなるものと考えられるが、本コード（原案）には、ここで  いう意思

決定過程の合理性を担保することに寄与すると考えられる内容が含まれており、

本コード（原案）は、上場会社の透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を促す

効果を持つこととなるものと期待している。  

５つ目は、株主との対話である。上場会社は、その持続的な成長と中長期的20 

な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で

建設的な対話を行うべきである。経営陣幹部。取締役会（社外取締役を含む）

は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念ニセ等な関心

を払うとともに、自らの経営方針を株主にわかりやすい形で明確に説明しその

理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランス25 

の取れた理解と、そうした理解を踏まえた適切な対応に努めるべきである。  

 ５の考え方としては、「責任ある機関投資家の諸原則《日本版スチュワードシ

ップ・コード》」の策定を受け、機関投資家には、投資先企業やその事業環境等

に関する深い理解に基づく  建設的な「目的を持った対話」（エンゲージメント）

を行うことが求められている。 上場会社にとっても、株主と平素から対話を行30 
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い、具体的な経営戦略や中長期の経営計画などに対する理解を得るとともに懸

念があれば適切に対応を講じることは、経営の正統性の基盤を強化し、持続的

な成長に向けた取組みに邁進する上うえで極めて有益である。また、一般に、

上場会社の経営陣・取締役は、従業員・取引先・金融機  関とは日常的に接触し、

その意見に触れる機会には恵まれているが、これらはいずれ  も賃金債権、貸付5 

債権等の債権者であり、株主と接する機会は限られている。経営陣  幹部・取締

役が、株主との対話を通じてその声に耳を傾けることは、資本提供者の目  線か

らの経営分析や意見を吸収し、持続的な成長に向けた健全な企業家精神を喚起

する機会を得る、ということも意味する。  

 次は、会社別に見たコーポレートガバナンスの実施・説明状況を見ていきた10 

い。  

集計基準日までに、市場第 1 部、第二部の 2540 社がコードへの対応状況を開

示している。これは、 2016 年 12 月に比べ 10 社プラスになっている。  

（図 5）「日本取引所グループ HP」コーポレートガバナンス・コードへの対応

状況 http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/ より筆者作成  15 

 

2016 年の数は、左から 504 社、1639 社、387 社となっており、合計社数は 2530

社である。  

19.9
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64.8

63
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11.1
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2017年1月

市場第1部・第2部合計

全原則実施 実施90％以上 実施90％未満

http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/
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また、2017 年の数は、左から 659 社、1599 社、282 社となっており、合計

社数は 2540 社である。  

（図 6）「日本取引所グループ HP」コーポレートガバナンス・コードへの対応

状況 http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/ より筆者作成  

 5 

2016 年の数は、左から 485 社、1302 社、215 社となっており、合計社数は

2002 社である。  

また、2017 年の数は、左から 638 社、1241 社、142 社となっており、合計

社数は 2021 社である。  

24.2

31.6

65

61.4

10.7

7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2016年1月

2017年1月

市場第1部

全原則実施 実施90％ 実施90％未満

http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/
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（図 7）「日本取引所グループ HP」コーポレートガバナンス・コードへの対応

状況 http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/ より筆者作成  

 

2016 年の数は、左から 19 社、337 社、172 社となっており、合計社数は 528

社である。  5 

また、2017 年の数は、左から 21 社、358 社、140 社となっており、合計社

数は 519 社である。  

続いては、説明率（要定義）が高い原則である。  

これからお見せするのは、説明率が 20％を超える原則である。  

原則  内容  “実施 ”会社数  “説明 ”会社数  “説明 ”率  16 年 12 月比  

補充原則  

1－2④  

議決権の電子

行使のための

環境整備、収

集通知の英訳  

1122 社  1418 社  55.8％  －1.9pt 

3.6

4

63.8

69

32.6

27

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

2016年1月

2017年1月

市場第2部

全原則実施 実施90％以上 実施90％未満

http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/
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補充原則  

3－1②  

海外投資家な

どの比率など

を踏まえた英

語での情報の

開示・提供の

推進  

1794 社  746 社  29.4％  －0.7pt 

補充原則  

4－2①  

中長期的な業

績と連動する

報酬の割合、

現金報酬と自

社株報酬との

割合の適切な

設定  

1800 社  740 社  29.1％  ―2.3pt 

補充原則  

4－11③  

取締役会によ

る取締役会の

実効性に関す

る分析・評

価、結果の概

要の開示  

1812 社  728 社  28.7％  －16.1pt 

補充原則  

4－10①  

指名・報酬な

どの検討にお

ける独立社外

取締役の関

与・助言  

1948 社  592 社  23.3％  －2.3pt 

（図８）「日本取引所グループ HP」コーポレートガバナンス・コードへの対

応状況 http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/ より筆者作成  

http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/


32 

 

また、次の表は 2016 年 12 月末時点では説明率が 20％以上だったが今回は

下回った原則である。  

（図９）「日本取引所グループ HP」コーポレートガバナンス・コードへの対応

状況 http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/ より筆者作成  

 5 

次に海外のコーポレートガバナンスを見ながら比較していきたい。  

 まずは、英国。  

英国における CG コードとは、主要原則、補助原則および各則から構成され、

金融行為監督機構の上場規則によって「主要原則」をどのように適用したか、

「各則」すべてコンプライアンスしたか否か、「各則」をコンプライアンスして10 

いない場合にはその理由の説明などの株主への報告が要求されている。年次報

告書の戦略報告書または取締役報  告書の一部、もしくは独立した報告書とし

て開示されるため、報告期間は会計期間と一致する。さらに、年次報告書公表

前に第  C 章「説明責任」の一部の内容について外部会計監査人によるレビュ

ーを受けることが要求されている。  2014 年  9 月に財務報告評議会から  CG 15 

コードの改訂版が公表されているが、新コードは、2014 年  10 月  1 日以降開

始する会計年度から適用されるため、本調査に際しては主に  2012 年  9 月版

の  CG コードに対する適用状況がヒアリング対象となっている。  

また EU 規制市場（例：ロンドン証券取引所のメインマーケット）で株式が

取引される会社で  FCA のプレミアム・リスティングの上場規則が適用される20 

発行体が対象となり、外国会社も対象に含まれる。EU 非規制市場である  AIM 

で株式が取引される会社は適用対象ではない。  

仏では、フランス私企業協会（AFEP）およびフランス企業連盟（MEDEF）の

原則  内容  “実施 ”会社数  “説明 ”会社数  “説明 ”率  16 年 12 月比  

原則  

4－8 

独立社外取締

役の 2 名以上

の選任  

2153 社  387 社  15.2％  －5.3pt 

http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/
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作業  部会が策定した  AFEP/MEDEF コードに加えて、主に中小規模会社向け

の  Middlenext コードがあり、会社は、OECD の多国籍企業向けガイドライン

15 等も含めた複数のコード  から最適なコードを選択してレファレンス・コー

ドとすることができる。AFEP/MEDEF コー  ドは  1999 年に初めて制定され、

その後、数回の改訂を経て、現在参照されているものは  2013 年  6 月版であ5 

る。一方、Middlenext コードは、2009 年  12 月に初めて公表され、現在に至

る。  フランスでは、会社機関として取締役会を設置する単層構造の株式会社、

マネジメント・ボードとスーパーバイザリー・ボードの二層構造の株式会社、

そのほか、株式合資会社（ société en commandite par actions）等があるが、

AFEP/MEDEF コードおよび  Middlenext コードは、いずれも主に単層構造の10 

株式会社を想定しているため、その他の構造の会社は適宜調整をする必要があ

るとされている。 また、フランスでは、商法典（L.225-37 または  L-225.6816）

規定により、取締役会議長  （またはスーパーバイザリー・ボードの議長）がコ

ーポレートガバナンスに関する事項を含む報告書を作成し、年次の法定提出書

類（ registration document17）に含めなければなら  ない。したがって、CG コ15 

ード実施（コンプライ）状況は、会計年度と同一の期間について  報告される。

また、当該報告内容のうち財務報告に関する内部統制およびリスク管理に  関

する項目は、商法典（L.225-235）に従って法定監査人（ statutory auditor）の

保証  （attest）を受ける必要がある。  

ま た 、 AFEP/MEDEF コ ー ド と し て 取 り ま と め ら れ た 「 勧 告20 

（ recommendations）」は、EU 規制市  場において証券の取引が認められてい

る会社を念頭に置いて策定されたものであり、そのような会社 18 が商法典

（L.225-37 または  L-225.68）に従って開示をする際のレファレンス・コード

とすることができる。  それ以外の市場で取引される会社や非上場会社につい

ても、このコードの全体または  一部分を採用することが推奨されているが、強25 

制はされていない。 一方、Middlenext コードは、その序文に記載されている

通り、EU 規制市場では株式  が取引されていない会社、特に、その中でも多国

的な取引所（Alternext 等）において株式が取引されている会社や、非上場企

業が採用することも可能かもしれない、とされている。コーポレートガバナン

ス、内部統制、リスク・マネジメントに関して取締役議長による報  告書を作成30 
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している中小上場会社は、商法典（L.225-37 または  L.225-68）における「企

業の代表団体が策定したコーポレートガバナンス・コード」として当該コード

を参照することができる。  

独の  CG コードの特徴は、マネジメント・ボード（Vorstand）とスーパーバ

イザリー・ボード（Aufsichtsrats）の二層構造であり、スーパーバイザリー・5 

ボードの一定人員（2 分の  1 または  3 分の  1）は従業員代表から構成されな

ければならないとされている。  

ドイツの  CG コードには、「コンプライ・オア・エクスプレイン」対象となる

「勧告  （ recommendations）」と、実施（コンプライ）していなくても説明の

開示が要求されない「提  案（ suggestions）」がある。  提案（ suggestions）に10 

ついては、任意で実施状況を開示して  いる会社もあるが、強制はされていない。 

ドイツ株式法（AktG）セクション  161 は、上場企業のスーパーバイザリー・

ボードおよび  マネジメント・ボードが、毎年ドイツの  CG コード委員会の勧

告（ recommendations）を実施  してきたかどうか、もし、実施していない場合

はどの勧告（ recommendations）を実施していないかの宣誓（declaration）を15 

することを上場会社に要求している。当該宣誓書には株主が永久にアクセス可

能でなければならないとされているため、企業のウェブサイト上で  は年次報

告書とは別に過去分も含めて  CG 宣誓書が、すべて掲載されている。一方、ド

イツ商法（HGB）では、セクション  289a により  EU 規制市場で株式が取引

される株式会社および一定の要件を満たす EU 規制市場で株式以外の証券が20 

取引される会社は、状況報告書（またはグループ状況報告書）の中の独立した

セクションとして  CG 宣誓書を含めることが求められる。 また、HGB のセク

ション  289a は、当該  CG 宣誓書を  会社のウェブサイト上で開示する公開方

法も認めており、その場合は、状況報告書（またはグループ状況報告書）上は

該当するウェブサイトを参照することで足りる。フランクフルト証券取引所の  25 

DAX および  MDAX 各社のＣＧ宣誓書が掲載されたウェブサイトへのリンク

は、ドイツ・コーポレートガバナンス政府委員会のウェブサイト  30 にも掲載

されている。 なお、HGB セクション  289a で要求される  CG 報告には、AktG 

のセクション  161 に基づく  CG 宣誓書に加えて、コーポレートガバナンス実

務の説明、マネジメント・ボードおよびスーパーバイザリー・ボードならびに30 
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各委員会の構成とそれぞれがどのように業務を遂行しているかの説明を含む。  

今回の調査は、2014 年  10 月上旬に、直近の年次  CG 宣誓書にもとづくヒア

リングを  実施したものである。 この年次  CG 宣誓書の日付は、必ずしも会計

年度末である必要  はなく、12 月決算の企業は、毎年  12 月中旬の日付で宣誓

書を公表することが多いという。  年次  CG 宣誓書は、直前の宣誓書日付以降5 

の期間について、当該期間中に有効で  あった  CG コードに基づき宣誓をする

ことが求められる。  ドイツでは毎年  CG コードの見直しが行われ、最近では  

2014 年  6 月  24 日改訂版 31 が公表されているが、今回の調査  では、各社は

主に  2013 年  5 月  13 日改訂  CG コード  32 に基づき回答をしている。  CG 

コードの改訂サイクル、年次報告書の対象期間（会計期間）、CG 宣誓書日付が10 

それぞれ異なる場合には  CG コードの適用は複雑なものとなる。例えば、ドイ

ツ銀行（決算  日は  12 月  31 日）の  2014 年  10 月  29 日付  CG 宣誓書では

次のような開示をしている。  

コードは、主に、ドイツにおける  EU 規制市場で証券が取引されている株式

会社等  （AktG セクション  161(1)による）を対象としているが、それ以外の15 

会社（「資本市場に焦点  を当てていない会社」と表現される）も当該コードを

尊重することが期待されている（2013 年  5 月  13 日改訂  CG コードの「1．

序文」より）。  

シンガポールでは、2001 年  3 月  21 日に最初の  CG コードが公表され、す

べての上場会社に対して、2003 年  1 月  1 日以降開催される定時株主総会で20 

提供される年次報告書において、コーポレートガバナンスに関する実務を開示

し、コーポレートガバナンス・コードを実施  （コンプライ）していない項目に

ついて説明をすることが要求されている。 この背景には、1997 年のアジア金

融危機および  2000 年のシンガポール取引所統合等の  流れがある。 2000 年  

12 月、コーポレートガバナンス委員会（CGC）  35 は、約  1 カ月間におよぶ25 

公開意見聴取を開始し、幅広くシンガポール資本市場における企業のガバナン

スのあり方  を検討した後、欧州や米国の実務を参考にしつつ「コンプライ・オ

ア・エクスプレイン」アプロー  チの  CG コードを  2001 年  3 月に導入した。  

シンガポールの  CG コードは、以下の  4 つの主要項目から構成され、各項目

には、原則  （principles）とガイドライン（ guideline）の二段階の推奨事項30 
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（ recommendations）があり、各企業  は、原則とガイドラインの双方について

年次報告書の中で実施（コンプライ）状況を開示する  ことが要求されている。 

 取締役会に関する事項   報酬に関する事項   説明責任および監査   株主

とのコミュニケーション  CG コードは、当初制定後、2 度の改訂が行われ現在

有効な  CG コードは  2012 年  5 月  2 日版であり、この中には明示的に開示5 

が要求されるガイドラインが  28 項目含まれている。  CG コードを補完しガ

バナンス実務を強化するガイドブックとして、「監査委員会ガイドブック  

（Guidebook for Audit Committees in Singapore）」が監査委員会ガイダンス

委員会（ACGC） によって  2008 年  10 月に策定され  2014 年  8 月にその改

訂版 36 が公表されている。  10 

シンガポールでは、すべての上場会社に対して、シンガポール証券取引所

（SGX）の上場  マニュアル 37 によって、シンガポールの  CG コード実施（コ

ンプライ）に関する情報の開示が要求されている。  

米国においては、欧州各国のような CG はないが、取引所の規則によって CG

に関する措置が要求されている。  15 

 NYSE 規則  NASDAQ 規則  

取締役の独立性  過半数の取締役は独立

していなければならな

い。  

過半数の取締役は独立

していなければならな

い。  

取締役の委員会  取締役会は、監査、報

酬、指名・が那波ナン

ス委員会を設置しなけ

ればならない。  

取締役会は、監査委員

会及び報酬委員会を設

置しなければならな

い。指名委員会の設置

は要求されないが、設

置されない場合は独立

取締役がその債務を負

う。  
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エグゼクティブ・セッ

ション  

非業務執行取締役は執

行役抜きのエグゼクテ

ィブ・セッションとし

て定期的に会合を持た

なければならない。独

立執行役は単独で少な

くとも年に 1 度エグゼ

クティブ・セッション

で会合しなければなら

ない。  

非業務執行取締役は定

期的に開催される独立

取締役だけが出席する

エグゼクティブ・セッ

ションに出席しなけれ

ばならない。  

コーポレートガバナン

ス・ガイドライン  

以下の項目を含むコー

ポレートガバナンス・

ガイドラインを開示し

なければならない。  

・取締役の資質基準  

・取締役の責任  

・取締役が必要に応じ

て執行役及び独立顧問

にアクセスできること  

・取締役報酬  

・取締役向けオリエン

テーション及び継続教

育  

・執行役の後継  

・取締役会の有効性年

次評価  

N/A 
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CEO による宣誓  CEO は NYSE コーポレ

ートガバナンス規則違

反を認知していないこ

とについて年次で宣誓

をしなければならな

い。  

N/A 

（図 10）「日本取引所グループ HP」http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/

株式会社東京証券取引所委託調査報告書コーポレートガバナンス・コード等

に関する海外運用実態調査～英国、フランス、ドイツ、シンガポール、米国～

より筆者作成  

すべての米国上場会社は、取引所の規則に従う必要がある。外国企業  につい5 

ては基本的にコーポレートガバナンスに関する規定の適用を受けないが、自国

の  CG コード等に関する開示に加えて、取引所規則との重要な相違点を説明す

る必要がある。  

東京証券取引所により、日本におけるコーポレートガバナンス・コードの  策

定に関する議論するため、外国の実情から有益な示唆を得る目的で行ったもの10 

である。 既にコーポレートガバナンス・コードが制定されている英国・フラン

ス・ドイツ・シンガポールに、コードは制定されていないがコーポレートガバ

ナンスに係る規則や開示が先進的な  米国を加えた合計  5 カ国の回答を含ん

でいる。これらの、各国の制度の解説や実際の開示例を加えることにより、各

国企業のコーポレー  トガバナンス・コードへの対応姿勢や課題について理解15 

を容易にするとともに、日本におけるコー  ポレートガバナンス・コードの導入

に際しての示唆を得ることを試みた。  

コーポレートガバナンス・コードを導入している  4 カ国からは、総じてコー

ポレートガバナンス・コードに対する前向きな姿勢と理解が伺えた。特にコー

ド制定後  20 年を超える英国  からの回答には、自国の制度とその実践への誇20 

りが滲み出ていると同時に、これからコードを制定  する日本への提言として、

原則主義やコンプライ・オア・エクスプレインといった考え方の定着には  文化

的なチャレンジが伴うことや、これを実践する企業トップの姿勢（Tone from 

the Top）の重要性  などが指摘されている点が興味深い。  

http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/
http://www.jpx.co.jp/equities/listing/cg/
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コーポレートガバナンス・コードの定着と実践には一定の時間が必要である。 

英国をはじめとした国々ではコーポレートガバナンス・コードの実践や開示状

況の定期的なレビューとコード自体の改訂が繰り返されてきた歴史を経ている。

日本においても制定後の定期的なレビ  ューを通じて、適切な対応と実践を継

続的にモニタリングすることが必要と思われる。  企業側の規範であるコーポ5 

レートガバナンス・コードと機関投資家側の規範であるスチュワード  シップ・

コードを車の両輪とした企業と投資家の建設的な対話を促進するというモメン

タムを日本に  おいて定着させるためには、企業と投資家といった当事者の継

続的な取組を行うことが求められる  ことは言うまでもない。加えて、規範とし

て示されたガバナンスの実践を企業内外で支援する仕組づくりが課題となって10 

くると思われる。英国等においては、コーポレート・セクレタリーといった会

社  機関や外部からガバナンスの実践を支援する専門家などが存在し、さらに

コーポレートガバナンス  報告の一部に第三者の保証を付すといった制度も存

在する。翻って、日本企業をとりまく環境を考  えた場合に、コードが示すコー

ポレートガバナンスへの対応と実践を主導する組織横断的な仕組  み、企業外15 

部からガバナンスの実践をサポートするインフラ構築、また独立取締役や  

CEO 後継者  等の人材の育成、さらにコーポレートガバナンスの報告や報告内

容の保証など関連する様々な課  題について、今後も諸外国の実情から日本へ

の示唆を得ることは非常に有益であろう。  

 20 
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「日本取引所グループ」２０１６年度株式分布状況調査より

筆者作

日本所有者別持ち株比率推移

金融機関 外国法人等

第 4 章日本経済・証券市場のその後の在り方  

本章では各章で追及や各国の比較を行ったうえで現在の日本経済・証券市場

（株式に限定する）の停滞の解決策、今後の在り方などについて提案する。ま

ず前提に先で述べた通り、2000 年度以降の日本の株式の保有構造について大幅

な変化が図で示すように起きている。このことから株式を発行する企業は株を5 

保有する影響力ある対話の相手の変化に対応し企業を持続的に成長していかね

ばならない。日本再興戦略の一つとして機関投資家については「責任ある機関

投資家」の諸原則を取りまとめ、企業に対しては「コーポレートガバナンス・

コード」を定めた金融庁は証券市場のプレイヤーたちに賛同し受け入れるよう

呼びかけた。証券市場や日本経済は今一度制度や在り方に向き合わなければい10 

かなければならなくなっている。一章で述べたように日本経済のより良い発展

につながることに活性化の意義があることを中心に述べていく。  

 

 

 15 

 

  

 

 

 20 

 

 

 

 

 25 

（図 11）  

http://www.jpx.co.jp/markets/statistics -equities/examination/01.html  

 

 

 30 

http://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/examination/01.html
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第 1 節 マネジメント  

各章で述べてきたように日本は証券市場の各プレイヤーたちに証券市場の活

性化にはプレイヤーの一人一人の成長が不可欠である。ならば、企業経営に関

してコーポレートガバナンスを拡充する必要がある。コーポレートガバナンス

には内からと外からのガバナンスがあると考えられる。はじめに内側からだが、5 

これは組織内で経営者の意向によるガバナンスである。しかし、日本の年功序

列制や終身雇用の慣行を考えると企業内からのガバナンスは困難になると考え

る。それは組織内での上下関係の摩擦や発言の抑制が少なからず存在し問題点

の改善が容易に行われづらいと考えられるからである。また、外からのガバナ

ンスは当該企業の株主による経営に関する働きかけと監視によるものである。10 

これらのコーポレートガバナンスは二者ともバランスの取れた連携が必要であ

る。そして、外からのもう一つの目である社会もある。企業価値の向上手段の

提案として企業の社会的責任を果たすため投資するというものがある。投資す

る側も社会的に貢献している企業に投資する動きがある。日本は島国であり地

震といった災害と密接にある。したがって、非常事態に備える存在の重要性は15 

高い。震災後震災で被災した企業復興に投資する震災復興支援型 SRI（Socially 

Responsible Investment）ファンドの設立が物語っている。また、ESG 投資

（Environment）（Social）（Governance）もあり環境などに配慮した企業活動

を行えば資本が集まるとともにコンプライアンスも強化されコーポレートガバ

ナンスに良い影響を与えることができる。これは世界規模で注目も集まってお20 

り（図 12）の通り外国の投資を呼び込む新たな可能性として提案する。  

 

※２０１４年度日本割合はアジアのグループに統合（図 12）  

（出所）GSIA “2016 Global Sustainable Investment Review”  

 http://www.gsi-alliance.org/ より作成  25 

世界ESG投資額 割合

2014年 2016年 2014年 2016年

欧州 $10,775 $12,040 欧州 58.8% 52.6%

米国 $6,572 $8,723 米国 17.9% 21.6%

カナダ $729 $1,086 カナダ 31.3% 37.8%

豪州・NZ $148 $516 豪州・NZ 16.6% 50.6%

アジア $45 $52 アジア 0.8% 0.8%

日本 $7 $474 日本 3.4%

合計 $18,276 $22,890 合計 30.2% 26.3%

http://www.gsi-alliance.org/
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第２節 フィデューシャリー・デューティー  

これまで述べてきたように企業と機関投資家といった証券市場プレイヤーた

ちの「建設的な対話」が活性化にとって必要であることを提案する。「建設的な

対話」とは企業や機関投資家の双方が相手の望むものを理解することにあると

考える。また、対話による企業価値の向上やコーポレートガバナンスの面から5 

みる外側からの監視に対する緊張感の意識による不祥事対策も「建設的な対話

を」行うことの意義であると考える。しかし、ここで注目するのは（図 13）で

示すように出資者と企業の間に立つ機関投資家である。  

 

 10 

 

 

 

 

 15 

 

 

 

 

 20 

 

 

（図 13）  

 日本銀行 HP http://www.boj.or.jp/ 参考より筆者作  

このことからわかるように機関投資家は企業だけではなく出資してもらう出資25 

者の存在にも責任を負わなければ出資者から企業への投資資金を築けないので

はないかと考える。そのためには「スチュワードシップ・コード」によって機

関投資家と企業の関係を意識させたように機関投資家と出資者の関係も意識す

るべきである。そこで「フィデューシャリー・デューティー」のより一層の周

知を提案する。「フィデューシャリー・デューティー」とは金融庁が平成 26 事30 

複
数
投
資
先 

投資ファンド  

複
数
出
資
者 

設立・運営  

投資  

利益  

手数料  

http://www.boj.or.jp/
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務年度金融モニタリング基本方針の一部で使われ始めた言葉であり、広く使わ

れる英訳表記では「顧客本位の業務運営」と訳されるが各企業、金融機関によ

り「スチュワードシップ・コード」と同じく法的拘束力はなくその内容に対す

る業務運営も多岐にわたり遵守するか否かも委ねている。例えば、機関投資家

にとっての「フィデューシャリー・デューティー」は受託者責任と訳されるこ5 

とがある。機関投資家が出資者（顧客）にとってよりよい商品説明や情報の開

示、手数料の明確化など真に顧客本位の業務運営を行うことである。各金融機

関などは「フィデューシャリー・デューティー」宣言という形で出資者たちに

コミットメントし機関投資家自身の成長を促すものである。このように証券市

場に関するプレイヤーすべてがフェアにトレードできる環境が整ってこそ「建10 

設的な対話」を行えるものと考える。したがって、出資者も安心して運用を任

せられる環境が整うならばより新規の投資者も呼び込みやすい環境になり、資

金活用の幅が広がる企業も持続的な成長が見込めると考える。  

 

 15 
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第３節 証券市場・日本経済の今後  

現在 IoT 革命や第４次産業革命の進展など産業の転換が行われている。これ

らの革新が行われることによる影響と対応、変化も考慮しなければこれまで述

べてきた企業や機関投資家の行動もすべてが変化してしまうだろう。例えば、

対外直接投資を通じた新市場革新、フィンテックの進歩による集積データの効5 

率的な収集や活用があげられる。これにより機関投資家と企業の目指す利益変

化、企業経営コスト削減などによる経営の変化がインターネットの普及してい

く今後は一層に顕著になりえていくと考える。また、各国との比較もあったが

日本が抱える少子高齢化問題など他国との人口層の違いなどが与える国内機関

投資家への影響も考慮しなければ日本の成長にはなりえない。社会保障におい10 

て自助努力が求められることは社会保障関係費の内訳の数からわかる通り

H29 年度約 92 兆円歳出のうち社会保障が占める負担は今後の負担も考慮する

と軽視できない。したがって、証券市場の活性化には「スチュワードシップ・

コード」、「コーポレートガバナンス・コード」、「フィデューシャリー・デュー

ティー」の遵守、またその情報の周知や市場がフェアで機能する環境の整備こ15 

そがモノ言う株主の増加と、企業の持続的な成長につながると提案する。また、

これらの活動で証券市場が活性化すれば企業の持続的成長の積み重ねが起こす

経験学習の生産性向上も見込み技術進歩に貢献し経済進歩がしやすくなると考

える。これらの投資が「建設的な対話」の元なされ社会全体に機能すればその

経済革新により停滞する証券市場・日本経済の革新に続くと考える。  20 

 

 

 

 

 25 

 

 

 

（ 図 14 ）（ 財 務 省 一 般 会 計 予 算 ・ 社 会 保 障 関 係 予 算 の 内 訳 ）

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a02.htm より筆者作成  30 
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おわりに  

第１章では証券市場について触れて株式市場の理解を深めるとともに、モノ言

う株主の増加と企業価値の向上の捉え方や意義について述べた。中長期の具体

的な年数を考え企業価値の計り方の認識をした。そのうえで第２章、第３章で

機関投資家と企業のあるべき姿について「スチュワードシップ・コード」と「コ5 

ーポレートガバナンス・コード」の両方の内容を各国との比較をしつつ我が国

の停滞する現状を両コードの内容を軸に議論し、両コードの今後の普及と影響

力について考察し本論文のテーマである活性化に不可欠な要素であることを述

べてきた。そして４章では活性化の方策として ESG 投資の促進、「フィデュー

シャリー・デューティー」の遵守と普及など、証券市場のプレイヤーすべてが10 

市場の前にフェアな関係を築く環境の整備こそが証券市場の活性化につながる

と提案した。そして、第１章で述べた企業価値の創出にもつながり日本経済の

好循環が望まれると結論付けた。  

以上のように「スチュワードシップ・コード」と「コーポレートガバナンス・

コード」の両コードの各国比較でまだまだ成長と経験積み立ての見込みがある15 

ものと考えた。しかし、日本の少子高齢化などの各国との違いも考慮しなけれ

ばならないことも視野に入れる。そのうえで、本稿で述べていった方策が機能

し企業と機関投資家、出資者など証券市場のプレイヤーたちが切磋琢磨すれば

おのずと活性化は果たされるだろう。  

 20 
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大和総研 2017 年株主総会争点        

http://www.dir.co.jp/research/report/capital -mkt/20170410_011893.pdf 

GSIA HP 

http://www.gsi-alliance.org/ 10 

日興リサーチセンターHP 

http://www.nikko-research.co.jp/  

三菱 UFJ 信託銀行  

http://www.tr.mufg.jp/  

日経 bizgate 15 

http://bizgate.nikkei.co.jp/article/116114518.html  
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http://www.boj.or.jp/
http://www.fsa.go.jp/
http://www.mof.go.jp/
http://www.dir.co.jp/research/report/capital-mkt/20170410_011893.pdf
http://www.gsi-alliance.org/
http://www.nikko-research.co.jp/
http://www.tr.mufg.jp/
http://bizgate.nikkei.co.jp/article/116114518.html

