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１．アジアの中の日本 

 

アジアの未来～ビジョンの共有と対話の促進に向けて 

5月に日経主催の「アジアの未来」というシンポジウムが開かれた。毎年参加しているが、

株式投資の視点を意識しながら、アジアの政治家の発言に耳を傾けた。いくつかの注目す

べき論点について考えてみたい。 

シンガポールのゴー・チョクトン前首相は、2つの欠落について指摘した。1つは信頼と

信用の欠如であり、もう 1 つは共通のビジョンの欠如である。国として互いに信頼できな

ければ、協力は生まれない。中国、日本、韓国、インドにとって、将来に関する共通の目

標は何か、これが必要である。信頼とビジョンは必ず作れる。その思いをまず持つことで

あると強調した。 

アセアン 10 カ国をみれば、かつては紛争が絶えなかった。今でも対立はある。しかし、

1967 年にアセアンを作って以来、互いに信用できるように戦略的に取り組んできた。信頼

を作るには、過去を直視し、次に和解を進め、そして前へ進むことであるが、アジアの大

国は大戦の後遺症を解決できていない。これを解決しないと、この問題は何世紀も続くこ

とになり、禍根を残すことになろう。和解をするには、過去の誤りを認め、反省し、互い
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に受け入れることが必要であるという。 

日本は戦後 70年間、いいことを沢山やってきた。それは実績である。ゴー・チョクトン

氏は、車の運転に例えて、バックミラーばかり見ても前へ進めない。前に走るには、共通

のビジョンを作り、そこでは価値観の共有と原則を明確にすることである。今、アジアに

はこのビジョンが必要である。アジア共通のビジョンを作るという合意をまず結ぼうと提

案する。 

そんなものができるか、という発想ではなく、アジアのビジョンに何を盛り込むべきな

のか、という視点で現実をみる。自国の利害を中心に摩擦を繰り返すのでは、発展のレベ

ルが全く異なってしまう。日本の時価総額が今から 2 倍になることをイメージする時、ア

ジアマーケットが 3～4倍になるような展開は不可欠である。互いに紛争を起こし、摩擦を

繰り返すようでは、大きな未来はない。 

カンボジアのスン・チャントル商業相は、ビジネスを遂行する上での透明性を上げてい

くことを強調した。9 年間の免税、法人税 20％、価格コントロール無し、内外投資家を同

等に扱うなど、外資の導入に必死である。とにかく、インフラを作って行く必要がある。

ADBに対して、AIIBが補完的な役割を担うのであれば、大いに結構というスタンスである。

2 つの金融機関があれば、使い易くなる。インフラ投資を急ぐので、AIIB を使ったからと

いって、その国に対して何らかの制裁は加えないでほしいと強調した。 

モンゴルのツァヒャー・エルベグドルジ大統領は、首相から大統領になって 6 年、ロシ

アと米国に留学してロシア語と英語が堪能である。モンゴルは 1920 年代から 70 年間共産

主義の世界にいたが、1990 年以降、壁のままか、自由になるかという選択の中で、1 滴の

血も流さずに自由を選んだ。GDPに占める民間の比率は当初の 5％が今や 80％になった。 

エルベグドルジ大統領は、「フォーラム・オブ・アジア」を提案した。地域を包括するメ

カニズムをプラットフォームとして作る。国連に入っているアジア 48カ国が加盟するフォ

ーラムを作る。北アジアにロシアは入る。モンゴルは中国、ロシアと国境を接している。

4800 ㎞もあるが、国境に問題はないという。首都ウランバートルに集まって、共通の価値

について話し合おうと提唱する。各国から平等な代表を出して、1国では解決できない課題

に対して、対話を進める。かつてジンギスカンは、征服はできても統治はできなかった、

という比喩が印象に残った。 

インドネシアのユスフ・カラ副大統領は、繁栄には平和が必要であると指摘した。いか

に共通の価値、ビジョンを醸成できるかが重要である。それでも摩擦は生まれる。それは

目標達成の戦略が違うからである。南シナ海の紛争について、いかに平和的に解決するか。

マラッカ海峡に学ぶ必要があるという。 

経済的には、もはや米国や EUに頼ることはできない。アジアの自立的発展が必要であり、

それにはインフラ不足を解消する投資が必要である。ADB、AIIBだけでは不十分である。民

間の力を一層引き出す必要があると強調した。 
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タイのプリディヤトーン・テワクン副首相は、かつては日本が先行する雁行型発展がア

ジアの経済成長パターンとみられたが、中国の台頭によって状況は一変している。中国は、

政治外交的手段も用いてインフラ投資に関わり、ファイナンスもサポートしようとしてい

る。これに対して、日本の民間投資やインフラ投資はアジアにとって引き続き重要である。

さらに、タイをコアにして周辺国への民間投資を増やしていくことが有効である。そのた

めに、企業はタイに地域総括本部を作ることが望ましい。それをサポートする法制、税制、

仕組みも整備していくという。 

フィリピンのセサル・プリシマ財務相は、アジアは発展するが、努力すべき課題が 5 つ

あるという。1つは、自然災害である。気候変動の影響で大型災害が増えている、世界の大

災害の 6～7 割がアジアで起きている。これにどのように連携して対応するか。2 つ目は連

結、互いにどのように繋がっていくか。3つ目はエネルギーで、4つ目は高齢化である。世

界の人口の 3 分の 2 がアジアの集中する中で、日本を先頭に、いずれ中国でも高齢化が進

んでいく。 

5つ目が海の有効活用である。紛争の海ではなく、協力の海にする必要がある。東南アジ

ア友好協力条約（TAC）は、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ

の 5カ国で作られ、その後の中国、インド、日本、韓国、ロシア、北朝鮮、米国など 28カ

国に入っている。その基本原則には、主権・領土の保全、紛争の平和的解決、武力行使の

放棄などを定めており、これを機能させるべきと強調する。どう心と心を結ぶかが問われ

ている。 

マレーシアのマハティール元首相は、中国は自国が封じ込められようとしていると考え

ていると解釈する。中国はそれを乗り越えるためには、軍事と経済を使おうとしている。

西側はいつも中国を外そうとする。そこで大国主義を強めた中国は AIIBを作ることにした。

対立はよくない。小国は選択しようとしてもできない。米国と中国による別の形の冷戦が

始まったともいえる。 

対立ではなく、対話が必要である。中国はいずれ№１になる。4000 年の歴史もある。こ

ことどう向き合っていくか。日本は米国のセンチメントに組みすぎると警鐘をならす。日

本は米国から自由になって、自分で決めればよいという。中国の南シナ海についても、も

っと対話をすべきである。米国の第 7 艦隊が来ても解決にはならない。軍事的対立から得

るものはないとマハティール氏はいう。 

外交とは相手が受け入れられることを話し合う。日本は中国や東南アジアに対してもっ

とセンシティブであるべきという。アジアの国々は別の文化を持っており、多様である。

経済的格差や抑圧もある。そこで、共通の価値観を持つようにすべきである。すべての人々

に共有できる社会的経済的な価値である。宗教や文化は違ってよい。アジアはブロック化

されて、誰かに支配されるわけではない。通貨も各国ごとに違ってよい。EU のようになる

必要はないと強調した。 
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フィリピンのベニグニ・アキノ大統領は、20世紀は欧米の時代であったが、21世紀はア

ジアの時代になると述べた。平和と安定は、発展と進歩の前提であり、紛争の中にはそれ

はない。過去の禍根を日本とフィリピンは乗り越えてきた。南シナ海における中国との対

立は、自制心を持って、紛争をエスカレートさせないようにしていく。建設的行動をとっ

て、中国にも再考を促すという姿勢だ。 

アセアン経済共同体 AECは、今年末にスタートしよう。6億人の市場ができ、人の移動が

自由になる。10 カ国が自国の強みを生かして、互いに補完する。これからも課題はあろう

が、意見の不一致を受け入れて、誰かに強制されるのではなく、多様化を加速させていく。

これから発展するのは間違いない、とアキノ大統領は強調した。 

こうした政治指導者に共通していたのは、1）紛争ではなく、平和の確保、2）仲間はず

れではなく、共通の価値、目標に基づいたビジョン作り、3）対立ではなく、対話の推進に

よって、新しい発展のインフラ、プラットフォームを作っていこう、というものである。

建前ではなく、互いを尊重しつつ、本音で取り組んでいけるかどうか。 

民間企業においては、企業間の信頼をベースに、アジアにおける企業価値創造に邁進し

てほしい。摩擦や紛争は常に起こりうる、それはリスクである。リスクをマネージしなが

ら、国家間のプラットフォーム作りに貢献しつつ、その中でさらなる発展を目指すことが

求められよう。アジアの次のステージに適合したビジネスモデルに転換する日本企業に注

目したい。 

 

日韓中の国際関係リスク 

尖閣諸島問題、慰安婦問題など、双方の認識があまりにも違い、歩み寄れない課題が日

中間、日韓間にはある。経済的には、日本企業が中国、韓国に進出して事業を活発に行っ

ており、両国からの観光客は日本の内需にとっても大きな効果をもたらしている。しかし、

政治外交問題が経済交流にいつ影響を及ぼすとも限らない。 

4 月の読売国際会議で 4 氏のパネルディスカッションを聴く機会があった。「歴史問題と

東アジア」をどう考えるか。戦後 70年を迎える中で日本の活路をどう見出すのか、という

テーマであった。さまざまな論点や立場があろうが、私がユニークという印象を受けた内

容を中心に考えてみたい。 

鄭大均氏（テイ・タイキン、66 歳、岩手県生まれ、首都大学東京特任教授）は、日本は

韓国との関係において、いつも逃げてきたという。逃げの日本、攻めの韓国というアブノ

ーマルな関係が常態化している。韓国は、北朝鮮との関係において反共であったが、その

後経済が発展する中で民族ナショナリズムが高まり、今や反日が柱になったと指摘する。

反日を基軸とするので、教科書問題、靖国参拝問題、竹島問題、慰安婦問題と、事態は次々

にエスカレートしている。韓国の自己顕示が暴走しており、反日という日本バッシング行

動が、実は韓国の退廃に繋がりかねない、ということを懸念している。 
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石平氏（セキ・ヘイ、54歳、四川省生まれ、北京大学卒、2007年に日本国籍を取得、拓

殖大学客員教授）は、中国の歴史観は 2つから構成されているという。1つは、屈辱の近代

史の禍根を晴らすことであり、もう 1 つは、歴史を外交カードとして都合よく使うことで

ある。近代史の中で、中国は西欧列強に潰された。特に最も許せない国が日本で、とんで

もない屈辱を味わった。何としてもその歴史的屈辱を晴らしたい、という思いが中国首脳

の心の中にはあるという見方だ。かつて鄧小平は歴史問題を棚上げして、経済発展を優先

し、日本からお金と技術を持ち込むことに成功した。 

しかし、経済が発展し世界第 2 の経済大国になると、歴史問題を全面的に出してきた。

習近平国家主席は、3つの新しい国家記念日を制定した。①7月 7日：1937年 7月 7日の盧

溝橋事件、日中戦争の発端、②9月 3 日：1945 年 9 月 3 日の日本降伏文書調印式、対日戦

勝記念日、③12 月 13 日：1937 年 12 月 13 日の南京陥落、南京大虐殺事件である。これら

の記念日は、制定されたからには取り消されることはない。つまり、歴史問題を手放さず

に、永遠に続けていくという姿勢の現れである。 

もう 1 つは、歴史に対するご都合主義である。1989 年の天安門事件は自国の歴史から抹

消している。これを契機にイデオロギーの転換を図り、愛国主義を持ち出した。そうする

と外敵が必要であり、反日教育を通して日本の歴史問題を煽るようになった。日本が中国

を侵略し、中国はそれに抵抗し勝利したという大局的事実のもとで、それ以外の細かい学

問的事象に対しては事実を曲げても全く気にしない。つまり、国内的にも対外的にも歴史

認識は有効なカードであり、そのカードは絶対に手放さない、と石氏は強調する。よって、

これに対して日本が謝ればよいという対応をとったとしても、実は何の意味も効果もない

という。 

グレン・フクシマ 氏（65歳、日系 3世、民主党系の米国先端政策研究所上級研究員、元

米通商代表補代理）は、歴史問題について、米国では意見が分かれているという。法的な

視点を重視する人は、さまざまな意見があってよいと容認するが、そのウエイトは 10%程度。

外交の視点を重視する人は、外交問題になるならば、解決すべきと考える。日韓は同盟国

のはず。日中に緊張はあってもよいが領土で衝突するのはまずい。その時には米国が仲介

する。このウエイトが 60%程度。3つ目の人道的視点を重視する人は、戦争において日本は

加害者であったはずで、それを東京裁判の再解釈をしようとでもいうなら、それは人権上

大問題であるとみる。このウエイトが 30%である、とフクシマ氏は強調する。ウエイトにつ

いては、彼の個人的判断である。 

北岡伸一氏（66 歳、国際大学長、東大名誉教授、元国連代表部次席大使、安倍談話につ

いて検討する「21世紀構想懇談会」座長代理）は、戦後 70年にあたって談話を出すとすれ

ば、これまでの談話から逃げることなく、未来へのメッセージを出せばよいと指摘する。

戦前の日本は軍国主義の中で、違法な侵略を行い、自滅の道を辿った。その後の 70 年は、

海洋平和国家として発展してきた。この 70年の歴史について認識し、未来へのメッセージ
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を出すべきであるという。 

石氏は、中国のいう正しい歴史認識とは、中国が正しいと主張する認識の土俵に乗るこ

とであるという。しかし、そんなものに乗る必要は全くなく、1945 年以降の歴史に重点を

置いて、日本の将来を語ればよいと強調する。 

北岡氏は、戦前の日本の歴史については、大いに反省すべきであるという。また、戦前、

それぞれの国においてどんな事象があったのかは、学問として共同研究を続ければよい。

現在の首相が 1 つ 1 つのことに謝罪する必要はない。謝罪というのは、当事者が相手に対

して行うことであり、70年を経てそのことだけに拘る必要はないという。 

慰安婦問題はどうか。フクシマ氏は、韓国は効果的に国際社会に訴えているという。人

権と女性という人道的立場を主張しており、今の米国では説得力があると指摘する。日本

はどう効果的に反論するのか。日米での認識ギャップは著しく大きいと懸念する。これに

関連して、例えば米国にくる日本の留学生はかつての 4.7 万人から 1.9 万人に減っている

が、韓国は 7.3万人、中国は 29万人であるから、発言力の規模にも著しい差が出ている。 

北岡氏は、和解というのは外交努力である、努力は双方がしないと和解には至らない。

ところが歴史的事実に関する合意ができていない。事実に立脚しないことには、和解はで

きない。まずは事実の積み重ねが必要であるという。 

石氏は、日本は曖昧なまま相手の言いなりになってしまうことが多いという。韓国、中

国に対してもっと主張すべしと強調する。 

尖閣諸島はどうか。石氏は、中国の姿勢としてそもそも歴史は利用するものと考えてい

るので、日中間のギャップはとてつもなく大きいという。領土は絶対に守るという意思を

明確に発信して、それを担保する抑止力を持つしかない。中国が信じているものは力なの

で、力で抑止する姿勢を見せるしかないという。 

靖国問題はどうか。これは 2 つに分けて考える必要がある。国内問題としては、昭和天

皇がなぜ靖国に行かなくなったのか。その理由は、天皇の意向を無視して戦争に突き進ん

だ戦犯を合祀したからである。よって、北岡氏は一国の首相が靖国の参拝に行くことには

消極的であってよいとみている。一方、外交的には、なぜ外交問題になったかをよく考え

るべきであると石氏はいう。85 年の中曽根首相の時に、中国側が外交問題にした。その時

波風を立てたくないと中曽根首相は参拝を止めた。これで中国は味をしめた。つまり、外

交カードとして使えるようにしてしまったのである。中国を無視して毎年行っていたら、

外交カードにはならなかったので、靖国問題は今とは違っていたかもしれないと指摘する。 

安倍首相は、4 月 29 日に米上下両院で、戦後初めて日本の首相として演説をした。その

スピーチで、グローバルとフューチャーについて語ることができるかが注目された。フク

シマ氏は、オーストラリアのキャンベラで行った首相のスピーチは好評であったという。

人権も含めた普遍的価値について語り、戦争を反省した後、70 年間の平和的活動について

語り、それを踏まえて未来への日本の姿勢と貢献を語れば十分評価されるはずであると指



投資家が企業の理解を深めるために                          (株)日本ベル投資研究所 

ＩＲアナリストレポート                                   Belletk 

Independent Research Analyst Report                         ベル投資環境レポート               

                                                     

本レポートは、独自の視点から書いており、基本的に会社側の立場に立つものではない。本レポートは、投資家の当該

企業に対する理解促進をサポートすることを目的としており、投資の推奨、勧誘、助言を与えるものではない。内容に

ついては、担当アナリストが全責任を持つが、投資家の投資判断については一切関知しない。本レポートは上記作成者

の見解を述べたもので、許可無く使用してはならない。 

7 

摘していた。9 月に習近平国家主席は訪米するが、そこでどんな普遍的価値を語れるのか。

確かに見ものである。 

石氏は、中国と日本に共通の未来はないので覚悟せよ、と警鐘を鳴らす。中国は過去の

栄光を取り戻そうとますます力ずくで動いてくる。その中で、どうやって平和をキープす

るか。険しい道になりそうである。AIIB（アジアインフラ銀行）も新しい中華秩序を作る

ための中国の仕組みである。国有企業が海外ビジネスに進出するための道具でもある。日

本が入る必要はないと強調した。 

4氏の提言をまとめると、1）世界を見た時リビショニスト（勝手に歴史を作り変える人）

の国は、中国、ロシア、イランである、2）日本は後ろ向きに陥ることなく、前向きに普遍

的な価値の共有について語るべきである、3）日本は覇権主義には加担しない、4）日本は

中国、韓国以外のアジアの国と協調を図っていく、という認識の下で行動することが最善

の道であろう。 

 

中国株のバブル 

5月の東日本大震災義援金セミナーで、株式投資家に対して、これから注目できる銘柄と

して、伊藤忠商事、PCデポ、日進工具を挙げた。番外として、フィリピンの株式投資(投信、

ETF)が面白いとも紹介した。PC デポと日進工具についてはアナリストレポートを書いてい

るので、ご関心があれば見ていただきたい。（www.belletk.com） ここでは、伊藤忠商事、

フィリピン株、そして中国株について考えてみる。 

伊藤忠商事は、タイのチャロン・ポカパン（CP）グループ、中国の CITIC（中国中信集団）

と組んで、ビジネスを拡大する。昨年 10月の世界経営者会議で CPのチャラワノン会長と、

CITICの常会長の話を聴いていた。どちらも信頼できそうな優れた経営者であった。 

具体的には、伊藤忠と CPグループが CITICに出資し、3社連合で中国、アジアでビジネ

スを拡大する。そのために 2社で 1.2兆円を CITICに出資し、いずれ約 20％の出資比率を

得る。こうした展開をリードする岡藤社長の慧眼には期待できるものがある。 

伊藤忠商事については、2014 年度の「誠実な企業」賞(インテグリティ・アワード)で表

彰された時に、独自の CSR活動について話を聴いた。また、統合報告(IR：インテグレイテ

ッド・レポーティング)の優秀企業でも表彰されたので、その統合報告書は熟読していた。 

フィリピンについても懸念が持たれた。アセアン 10カ国にはいろいろな国があり、発展

段階も違う。今年末に経済統合で AEC(アセアン経済共同体)ができるといっても、なぜフィ

リピンなのか、という疑問である。 

フィリピンについては、同じ世界経営者会議で SMインベストメントのコソン副会長、サ

ンミゲルのアン社長の話を聴いていた。二人ともフィリピン経済は新しいステージに入っ

ており、益々インフラ投資を必要とする。その中で、AECが進行すれば、発展の基盤は一段

と強固なものになると強調していた。 

http://www.belletk.com/
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アジア主要国の株式市場(６月中旬)をみると、上海 A 株（人民元建、中国人向け）は

ROE13.0 %、 PBR3.0倍、PERは 18.3倍、来期の EPS増益率＋14.1％である。同様にフィリ

ピンは 14.3％、3.0倍、19.0倍、＋12.1％である。因みに、インドは 16.0％、3.1倍、16.5

倍、＋18.0％であり、インドネシアは、19.7％、3.2倍、14.5倍、＋13.5％である。 

いずれにも割安感があるわけではなく、ほぼ妥当な水準にあるといえよう。ファンダメ

ンタルズに関するマクロのコンセンサスをみれば、中国の成長率は低下し、インドに抜か

れる局面にある。フィリピンの GDPは 6％を上回る安定した高成長を遂げている。一方、ROE

の水準からみた PBR や、来期の増益率からみた PER において、中国株が異常に高いという

わけでもない。 

６月後半から中国株が急落している。本格的な調整色を見せている。６月半ばに野村證

券投資情報部の山口氏の話を聴く機会があった。当時、上海 A 株は年初来 40％上がってい

るが、深圳 A 株は 2 倍近くになっていた。中国企業の業績が伸びるという点では、ファン

ダメンタルの裏付けがあるともいえる。しかし、それ以上に投機的動きが加速していると

いう。 

つまり、中国における投資機会の変化である。マクロ経済は減速している。住宅・不動

産の値上がりも見込めなくなっている。シャドーバンキング規制があり、信託商品への投

資も十分できない。だから株式に資金が向かっているという見方である。投資先が限定さ

れてきたので、株が注目され、その株が上がるから、さらにデイトレーダーが集まるとい

う構図である。株式に業績の実態はあるとしても、そこに解離が生じている。銀行株も上

がっている。不良債権については、その懸念よりも今問題が生じているわけではない、と

いう楽観ムードに支配されている。 

香港、上海取引所間の相互取引の拡大で、中国本土 A 株に比べて出遅れている香港株へ

の見直し期待もある。しかし、上海 A 株市場では信用の買い残が積み上がっており、一旦

調整が入ると、香港株へ影響してくる公算も高い。 

中国株全体の時価総額は、上海 A株 57％、深圳 A株 35％を中心構成されている。輸出製

造業やテクノロジーの上場企業が多い深圳株の方に調整余地が大きいともいえよう。 

中国政府は GDP の鈍化をある程度許容しており、それを補うために海外市場の開拓に向

かおうとしている。中国主導の AIIB（アジアインフラ投資銀行）は、途上国のインフラ作

りには歓迎されるとしても、中国の領土問題や軍事的拡張が絡んでくると摩擦が激化する

公算が高い。 

中国の政治システムがすぐに綻ぶわけではないが、外交的摩擦は激しくなりそうである。

その時に、民間の経済活動はどうなるのか。フィリピンの大手、サンミゲルのアン社長が

いうように、①隠れたリスクに関する情報を十分収集せよ、②そのためには、ローカルな

パートナーと組むことである、③適切な品質と価格を提供して、しっかりした信頼関係を

築くことが必須であろう。 
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伊藤忠商事を通じて中国ビジネスの実態を見極める、という視点は投資家として興味深

い。中国株ファンドを既に保有する投資家にとって、上海インデックスの高騰はとりあえ

ず嬉しいことであったが、その後の急落も含めて、中国の政策展開とビジネスの実態は注

意深くフォローする必要があろう。 

 

日本の成長戦略～アベノミクス第 3弾 

『「日本再考戦略」改訂 2015～未来への投資・生産性革命』が 6月末に公表された。株式

投資の観点から注目すべき論点をいくつか取り上げてみる。 

日本の GDP の 7 割がサービス産業で稼ぐ。このサービス産業の生産性は製造業よりも低

く、米国に比べても 6 割水準にとどまる。きめ細かな日本的サービスの提供によるものと

いう見方もあるが、働き方が稼ぎに見合っていない。サービス価格が安いという面もある。

付加価値のあるサービスを効率よく提供し、価値に見合った価格で納得してもらう仕組み

が必要である。具体的には、小売り、飲食、宿泊、運送の 5分野で、「カイゼン」に取り組

む。ここで ICTの活用は有力な武器である。 

また、「経済財政運営と改革の基本方針 2015」も 6 月末に公表された。“経済再生なくし

て財政健全化なし”というテーマである。当然であろう。2020年度の PB（プライマリーバ

ランス）黒字化は目標として変更していない。PB赤字の対 GDP比率を減らしていく。 

医療・介護分野や公共施設への民間投資を活用して、公共サービス分野を成長のエンジ

ンとする。社会保障は高齢者も相応の負担をせざるをえない。医療・介護は効率が求めら

れる。個々人は生活習慣を見直して、元気な高齢者をできるだけ長く続ける必要がある。

ポイントは公的サービスの産業化で、その鍵は生産性の向上である。 

人口減少・高齢化社会で、働き手が足りない。人手不足が目立っている。女性や高齢者

にもっと働いてもらう必要がある。その時でも生産性が向上しなければ、成長の限界にぶ

つかってしまう。そこで、生産性革命が成長戦略のテーマとなった。 

目玉はロボットである。狭い意味でのロボットに留まらず、IoT、ビックデータ、人工知

能（AI）といった ICT の活用を促進する。そのためには、マイナンバーの活用とともに、

セキュリティの確保が絶対的に必要である。セキュリティ認証制度とサイバーセキュリテ

ィの確保が求められる。ロボットでは、ヒト型ロボットによる接客サービスや介護ロボッ

ト、防災ロボット、無人耕作ロボットなどさまざまな応用が進むことになろう。 

さらに、農業、医療・介護、観光の基幹産業化が進もう。農林水産業の 6 次産業化はす

でにスタートを切っている。JA の改革も緒についた。遊休農地の有効活用を推進する。農

地の集約に向けて、耕作放棄地への課税強化は必要である。また、農産品の輸出産業化は

一段と進展しよう。 

ヘルスケアでは、電子カルテの普及、地域医療情報連携ネットワークの促進、医療ビッ

クデータの活用などによる次世代ヘルスケア産業の創出が始まることになろう。ジェネリ
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ック（後発医薬品）の使用比率を 80％にもっていくことで、医療費の負担を減らす。一方

で、新薬開発へのインセンティブも強化する必要がある。マイナンバー（社会保障と税の

共通番号）を活用すると、薬歴情報を共通化して、無駄な投薬や検査が減少できる。マイ

ナンバー活用への IT投資が市場を活性化し、その利用が生産性の向上に結びつこう。 

インバウンド 2000 万人はみえた。次の 3000 万人に向けて、キャパシティを拡大する必

要がある。日中関係からみて突然観光客が途切れるリスクには十分注意する必要があるが、

国別の分散を図りながら、日本のさまざまな地域が競って、インバウンドの受け入れに力

を入れていくことになろう。モノからサービスの真価が問われる。成田、羽田だけでは間

に合わないので、地方の空港の活用が進もう。広域観光ルートの整備で、今まで無名の地

域にも客を呼ぶことができる。免税店も 2 万店近くになっているが、今後一段と増えてこ

よう。 

ベンチャー企業の育成では、シリコンバレーとの連携が注目される。ベンチャー人材の

シリコンバレー進出、シリコンバレーへの日本からの投資、シリコンベンチャーとのオー

プンイノベーションなど、これまでの動きが加速することになろう。こうみてくると、民

間企業にビジネスチャンスが広がってくる。大学発ベンチャーも一段と伸びてこよう。ロ

ボット、IT、ヘルスケア、ベンチャー企業の IPO、社会インフラ投資、地方の余剰アセット

の活用など、今後 10年のビジネスは面白くなってこよう。 

2030 年度のエネルギーミックスについては、原発を一定程度活用するとともに再生可能

エネルギーを全体の 22～24％に持っていく計画である。その内訳は水力 8.8～9.2％、太陽

光 7.0％、風力 1.7％、バイオマス 3.7～4.6％、地熱 1.0～1.1％である。その中で、重要

なテーマは、原子力災害からの福島復興の加速である。廃炉、汚染水対策に手を打ちつつ、

長期的には放射性物質汚染廃棄物の処理のための R&D、人材育成も不可欠である。そのため

の国際的産学連携の拠点作りも進むことになろう。 

税負担の公平化も喫緊の課題である。配偶者控除への工夫が必要である。妻の年収が 103

万円以下なら夫の課税所得から 38 万円控除され、1400 万人がそれを利用しているが、103

万円の壁をなくして働いただけ本人にプラスになるようにすべきである。次の 130 万円の

壁についても、これを超えると社会保険料を納める必要が発生するが、広く薄く負担して

もらって大いに働くことにメリットがあるようにする必要があろう。 

2013 年のデータでみると、共働き世帯は 1065 万、専業主婦の世帯は 745 万である。90

年代前半からすでに逆転しており、共働きが当たり前になりつつある。一方、正規社員 3281

万人に対して、非正規社員は 1870万人と年々増えている。基本的な考え方としては、税負

担、社会保障の負担はできるだけ公平にするということである。もう 1 つは、子供を増や

すために、子育て世帯に対する働き易さを確保することである。 

そうすると、次のようなことが基本的な軸になろう。1）元気な高齢者にはできるだけ長

く働いてもらう、2）働くことが収入のプラスになると同時に、一定の税負担も担ってもら



投資家が企業の理解を深めるために                          (株)日本ベル投資研究所 

ＩＲアナリストレポート                                   Belletk 

Independent Research Analyst Report                         ベル投資環境レポート               

                                                     

本レポートは、独自の視点から書いており、基本的に会社側の立場に立つものではない。本レポートは、投資家の当該

企業に対する理解促進をサポートすることを目的としており、投資の推奨、勧誘、助言を与えるものではない。内容に

ついては、担当アナリストが全責任を持つが、投資家の投資判断については一切関知しない。本レポートは上記作成者

の見解を述べたもので、許可無く使用してはならない。 

11 

う、3）女性にもできるだけ、働きに出てもらう。4）働くことが収入になって、必ずプラ

スになるようにする、5）働き易いように育児などのサポートシステムを一段と強化する、

6）非正規社員を減らすような施策を推進する、7）非正規社員にも一定の税負担を担って

もらう、ということが求められる。 

次に、あらゆるサービスについて有料化を図ることを考えるべきであろう。無料による

ボランティアという活動はあってよいし、必要な場面も多い。しかし、社会的に必要なサ

ービスであれば、民間企業、NPO法人、公共機関のいずれにあっても、サービスに価格をつ

けることを考えてみたい。そうすると本当に必要なサービスかどうかが分かる。 

その上で、サービス収入を原資として、そこで働いた人たちの対価として支払う。そう

すれば、これまでよりも収入を得る機会が増える。つまり、社会的参加に対して、一定の

対価が支払われるので、働き手の収入が全体として増える。サービスの付加価値化が図れ

るわけである。ひいてはサービスの生産性を向上させるインセンティブにもなろう。 

 

 

（出所）日本経済再生本部、首相官邸、２０１５年６月

『成長戦略』改定2015～未来への投資・生産性革命
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２．投資家を企業価値創造に活かす 

 

『知りたいこと』と『伝えたいこと』 

株式投資家は何を知りたいか。それは儲かる銘柄を知りたい。上場企業は何を伝えたい

か。わが社はよい会社になろうと、こんなにがんばっていることを知ってほしい。しかし、

実際にはギャップがある。あの株を買っておけばよかったという事後的な情報は誰でもわ

かるが、将来のことになると簡単ではない。企業の中身と株式市場の環境をよくみる必要

がある。企業サイドにとっても、1）投資家にとってよい会社とは、2）わが社は何をどう

がんばっているのか、について上手く伝えるのはかなり難しい。どうすればよいか。論点

は「伊藤レポート」でも議論されているが、私が重要と思うことをいくつか述べてみたい。 

 

伊藤レポートにおける対話

（出所）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～（伊藤レポート）、2014年8月

Belletk

 

 

1つは、投資家が短期化しているので、中長期の企業経営とは合わない、という論点であ

る。確かに短期の業績変動で株価は動くので、その変化を先取りしたいという投資家はい

る。そこに重点をおいて調べるアナリストもいる。それはそれでよい。多様な投資家がい

てよいからである。しかし、会社側は四半期決算の数字に振り回されないように、IR を行

う必要がある。数字を中心に聞きたい投資家には、夜電話会議を行えば十分である。社長

や CFOがわざわざ出ていく必要はない。 
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なぜ短期化したのか。1つの理由は、会社のいう中長期経営が信頼できない点にある。予

測できない経営環境の変化もあるので、将来を見通すことは難しい。その中で、トップマ

ネジメントは意思決定をしていく。よって、思うようにいかないことも多い。しかし、そ

れを言い訳にはしないでほしい。中期計画を発表したらやり遂げてほしい。できなければ、

説明責任ではなく、結果責任をとってほしい。かいって、責任追及を目的にしているので

はない。日本企業にとって改善すべきことは、中期計画の中身の立て方である。多くの場

合、目標を細分化して数値目標を掲げるだけある。KPIは大事であるが、十分に練れていな

いので説得力がない。様子を見ていると、1年目の終りからかい離が目立ってくるというケ

ースもある。 

事業はポートフォリオである。すべてが上手くいくはずはない。すべてが上手くいく前

提で、足し算型中期計画を作ったら、必ず未達となろう。かといって、対外発表の数値を

安全サイドに立って低く発表するのでは、今一つ迫力がない。逃げの経営になりかねない。

ポートフォリオを考えて、いかに事業収益の糊代を作り込んでいくかが鍵である。 

第 2は、企業価値創造とは何かという定義とその前提となる価値観の論点である。1）企

業価値などという抽象的なことをいうから、わからなくなる。2）所詮ほしいのは、財務の

数値であろう。3）将来キャシュ・フローの現在価値を DCFで計算するというが、それで価

値が分かるのか。4）投資家は ROE、ROEというが、ROEで企業経営などできない。こういう

経営者の声はかなりある。 

確かに、そういう側面もあろう。海外のグローバル企業において、自社株買いで ROE を

高めることに何ら問題はないというマネジメントも多い。さまざまな投資家がいる中で、

一度「あるべき投資家」を想定してみよう。筆者が想定する「あるべき投資家」は、ROE至

上主義ではない。企業価値には社会的価値と経済的価値の両面があり、そのトータルを追

求してほしいと考える。また、企業価値を常に極大化しなくてもよい。H.A.サイモン流の

一定の満足度基準を満たすという考え方でもよい。定量的に捉えきれない価値は、ヒュー

マンキャピタルを始めいくつもあるので、DCFの計算がすべてではない。 

しかし、はっきりさせるべきことが 2つある。1つは、いろいろあるにしても ROEが継続

的に低いということは、投資家として許容できない。経営者なら一定水準をクリアするマ

ネジメントを実践してほしい。もう 1 つは、わが社の企業価値創造の仕組みをきちんと語

ってほしい。その時に、資本コストについても言及してほしい。企業価値創造とは、長期

の金儲けである。儲け方についてのビジョン、価値観、戦略とともに、その基準をはっき

りさせてくれなければ、投資家としては、その会社の企業価値創造がよく理解できない。

つまり、もし投資家がわが社を分かってくれないと思うならば、かなりのところ説明が不

十分か、中身が不十分であると考えてほしい。 

ROEで、企業経営などできない。経験値をベースにするなら、その通りかもしれない。長

年、月次の売上げと営業利益を見て育ってきたのであれば、一定のマネジメントの地位に
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ついて、突然 ROEと言われても、その算式はわかっていても、ROE経営は身に付いていない。

しかし、その一方で ROE経営を実践している会社はある。ROEを、ロジックツリーで展開し、

事業の現場で使いこなせるように工夫している。 

伝統的な月次データだけでなく、それぞれの現場の KPI に落とし込んで、経営に活かし

ている。実はこうしたことは、どの企業でも行われていよう。その会社、その現場で特に

重要な固有指標というのは必ずあるし、それを大事にしているはずである。しかし、それ

が価値創造プロセスときちんと結びつき、対外的にさしつかえない範囲で開示されるよう

になっているかというと、ここは難しい。価値創造のプロセスにおけるコネクティビティ

を分析・統合して、見える化をしてほしい。 

 

伊藤レポートにおける対話

（出所）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～（伊藤レポート）、2014年8月

Belletk

 

 

3 つ目の論点は、稼ぐ力の底上げである。いつの時代にも輝く会社はある。10 年という

長期で株価が上昇している会社もある。日経平均株価（225社）は 1989年末の 3.89万円が

いまだに抜けず、やっと 2万円台に戻ったところである。一方、東証 1部の時価総額は 600

兆円と、ピークを抜いた。但し、かつてのバブル期は会社数が 1200 社であり、今は 1800

社である。当時は存在しなかった会社ががんばっているもの事実である。それにしても、

この 20年の株価パフォーマンスはよくなかった。 

バブル期と比べても仕方がないという見方もできるが、2つの点に注目したい。私たちの

年金基金はかなりのウエイトが株によって運用されている。金額の規模が大きいので、一
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定の割合がパッシブ運用（インデックス運用）されている。つまり、上がる銘柄のポート

フォリオを組むというアクティブ運用だけでは賄いきれない。そうなると、株式市場には

いい会社が一部ある。そこに投資すればよいというだけでは済まない。もっと広く多くの

上場会社によくなってもらう必要がある。 

企業は競争をしているのだから、みんながハッピーになることはない。誰かが勝てば、

誰かが負ける、という見方もある。しかし、企業価値創造はゼロサムではない。プラスサ

ムの活動である。みんなでパイを広げることができる。そのために、企業経営者にがんば

ってほしいし、投資家はそれを応援していく。がんばるに当って、経営者が自らの保身を

先に考えるのでは度量が小さい。中長期の企業価値創造からみて納得できるのであれば、

①株式の持ち合いや②買収防衛策があってもよい。十分なアカウンタビリティが問われ、

それをチェックするのは社外取締役の重要な役割の 1つでもあろう。 

稼ぐ力を高めるのであれば、経営者の報酬はもっと高くてよい。長期の業績に連動して

報酬が支払われるのであれば、何ら問題はない。年俸 1 億円以上は個別に公表するという

ような考え方では不十分である。報酬体系を明確にして、長期的な成果に対してもっと報

いるべきである。 

企業の保有する余剰資金の活用も課題である。稼ぐ力がより高まるように活用してほし

い。多くの企業は、事業の苦しい時に資金繰りで苦労した。銀行とは仲良くするが、銀行

に頭を下げるようなことはしたくない、という経営者も多い。リーマンショックのような

危機が、時には起きる。その時でも社員をリストラせずに、凌げるような一定資金を持っ

ていたいという願望は分かる。そこは明らかにした上で、あとは前向きの投資に使ってほ

しい。その時にきちんと資本コストを考えてほしい。それでも余剰資金がある場合は、株

主に返してほしい。投資家も目先の増配や自社株買いだけを要求しているわけではない。 

企業と投資家が対話して、それで企業価値は向上するのか。その蓋然性は高い。スチュ

ワードシップ・コード（SSC）、コーポレートガバナンス・コード（CGC）にいかに魂を入れ

るかは、機関投資家と企業経営者の手腕にかかっている。形を整えるだけでは成果は上が

らない。10 年がかりで世界に通用するトップクラスの機関投資家と企業経営者及びその後

継者を育てて、日本企業の時価総額 1000兆円を目指したい。そうなれば、私たちの年金問

題もかなり克服されよう。 

 

コーポレートガバナンス・コードを投資に活かす 

3 月にコーポレートガバナンス・コード(CGC)の原案が策定された。金融庁と東京証券取

引所が事務局となっており、この 6 月からは取引所のルールとして実行に移される。金融

庁の油布企業開示課長の話を聴く機会があった。これをいかに投資に活かすか。この点に

ついて考えてみよう。 

CGCは、上場企業が自社のコーポレートガバナンス（企業統治）の仕組みを強化する上で
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の指針となる。原則主義(プリンシプルベース)であるから、決められたルールに違反しな

いように守ればよいというものではない。CGCの原則にある考え方に従って、各社が自分で

方針を定め実行していく。それを評価するのは株主であり、ステークホルダーである。5つ

の基本原則を軸に、補充原則まで入れれば、73 本の原則がある。これらをすべて満たす必

要はない。コンプライ・オア・エクスプレイン（「順守せよ、しないなら説明せよ」）であ

るから、自社に合ったように工夫すればよい。原則に従わない場合は、株主に分かっても

らえるように、きちんと説明すればよい。 

企業は、自社のコーポレートガバナンスの独自性を自らの言葉で語る必要があり、原則

に従わない場合も、自社固有の状況を説明して理解を得る必要がある。株主やこれから投

資対象にしようとする投資家は、各々の会社のコーポレートガバナンスがどのくらいしっ

かりしているか、を判断する。もし CGC を順守しない場合は、その説明が十分納得できる

かどうかをみていく。 

一見難しそうでもあるが、実はさほどでもない。どうすればよいか。何社かを比較して、

その違いを抽出していけば、ガバナンスの良し悪しは次第にみえてこよう。CGCを何のため

につくったか。それは、企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上を図るためである。

もちろん、CGCに従ってガバナンスを強化すれば、それだけで成長性や持続性が確保できる

というものではない。しかし、コーポレートガバナンスを強固にすることは、企業価値の

向上に結び付く蓋然性（可能性）を高め、株主や投資家の期待に応えることになるはずで

ある。 

CGCの建前はわかった。ならば、何をやればよいのか。社外取締役を 2人入れればよいの

か。入れたら何かよいことがあるのか。よくわからないが、入れろというなら誰かを選ん

で入れるしかない。一応対応しておけばよい。もしこのような企業があったとすれば、そ

れは形式基準を満たせばよいという姿勢であって、本来の趣旨や精神を取り入れておらず、

やったふりで済まそうという企業かもしれない。それでも業績が上がれば文句なしといわ

れそうだが、そうではない。表面的な姿勢がみえみえであれば、投資家の信頼を得ること

はできない。 

6月より東証 1部 2部上場企業を中心に、CGCに則したコーポレートガバナンスの確立に

向けて、実行が義務付けられる。①コンプライしてどういうガバナンスを確立したのか、

②まだできていないこと、やらないことをどうエクスプレインするのか、を含めて、コー

ポレートガバナンス報告書に記載する必要がある。初年度ということもあり、その報告書

の提言期限は 2015 年 12 月と長めになる。よって 6 カ月間ほど、次の対応を考える猶予期

間もある。例えば、複数の社外取締役をこの 6 月の株主総会までに、見出すことができな

かったとしても、次の 6 カ月の間に方針を定め、人選を進めることはできよう。そして、

来年には条件を満たすようにするということもできよう。 

株主総会や会社説明会では、1）コーポレートガバナンス体制をどのように変化させたか、
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2）その本質的狙いは何か、3）どんな効果を期待し、実際効果は出ているか、4）課題があ

るとすれば、どのように手を打っていくのかなど、きちんと対話していくことが重要であ

る。投資家としては、社長の経営力を知ることが最も重要であるが、社外取締役の資質や

活動についてもよく知っておく必要があろう。 

 

コーポレートガバナンス・コード

・攻めのガバナンス～迅速果敢な意思決定を促す
・スチュワードシップ・コードとは車の両輪～機関投資家と会社との建設的な目的をもった対話
・どちらも、コンプライ・オア・エクスプレイン
・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にも当てはまる

５つの基本原則
１．株主の権利及び平等性の確保～少数株主、外国人株主への配慮

・相当数の反対が出た議決権への対応
・総会議案への十分な検討期間の確保
・政策保有株式への合理的な説明
・株主の利益を害する資本政策、関連当事者間の取引の回避

２．株主以外のステークホールダーとの適切な協働
・経営理念の策定、行動準則の策定、多様性、社会・環境を含むサステナビリティへの対応

３．財務・非財務情報の適切な開示～建設的な対話の基盤となる有用な情報
４．取締役会等の責務として持続的な成長と中長期的な企業価値向上を促す～収益力・資本効率の向上を図る

・企業戦略、リスクテイク、実効性の高い監督
・中長期計画も株主へのコミットメント
・経営陣の企業家精神を発揮させるインセンティブ付け
・独立社外取締役の役割は価値向上への助言、経営陣・支配株主の監督、ステークホールダーの意見反映
・独立社外者のみの定期会合の開催
・独立社外取締役は２名以上、独立性判断基準の策定と公表
・指名・報酬に関して、独立社外取締役の適切な関与助言を得る

５．株主との対話～株主総会以外、ステークホールダーとのバランス
・株主からの対話（面談）への対応
・経営計画の策定においては、収益力、資本効率の目標を提示し、そのための経営資源の配分を明示

Belletk

Belle Investment Research of Japan Inc.
All rights reserved  

 

5つの基本原則とは、①株主の権利、平等性の確保、②株主以外のステークホルダーとの

適切な協働、③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等の責務、⑤株主との対話で

ある。具体的には、少数株主の権利や平等性を損なうことのないようにする。従業員、顧

客、取引先、債権者、地域社会などステークホルダーと適切に協働する。法令に基づく情

報開示だけでなく、経営課題、経営戦略、リスクマネジメントやコーポレートガバナンス

に係る非財務情報についても有用性を高める。取締役会は、1）企業の大きな方向性を示し、

2）適切なリスクテイクを支援し、3）独立した客観的な立場から経営の執行サイドを監督

する。そして、株主と建設的な対話を行い、互いの理解を深めるように行動する。 

今回の CGC は、社長など経営の執行サイドにブレーキをかけるものではない。むしろコ

ーポレートガバナンスを強化することによって、もっとリスクテイクしてほしいという考

えである。これが「攻めのガバナンス」といわれる所以で、アベノミクスの成長戦略の柱
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として取り上げられた理由でもある。 

会社をよくするのは、第一義的に社長（CEO）である。ただし 1人ではできないし、十分

でもない。いかに組織能力を高めるか。その 1 つの要がコーポレートガバナンスである。

企業が中長期的な価値創造を行い、収益性を高めていくには、①経営者の経営力、②事業

の成長力、③ESGへの適応力、④業績変動に対するリスクマネジメント力が問われる。それ

を集結したものが、ビジネスモデル（価値創造の仕組み）であり、その頑健性がサステナ

ビリティのコアとなる。 

投資家は ROE至上主義ではない。しかし、いかにエクスプレインされたとしても、低 ROE

に満足することはできない。資本効率を上げて一定水準はクリアしてほしい。上場企業の

平均 ROEは 8%を超えてきたが、これは平均であって、この平均を下回っている企業も多い。

①まずは 8%をクリアすること、②次に 10%の二桁を目指すこと、③さらにドイツ並みの 12%

を目標にし、④最終的には米国並みの 15%がターゲットになろう。それを生み出す仕組み作

りに自社の独自性を発揮してほしい。その独自性を投資家は評価する。価値創造のプロセ

スを‘見える化’して、投資家との対話が進めば、そのことがビジネスモデルの強化にも

結びつこう。その枠組みを構成する重要コアの 1 つが CGC であると評価したい。建前でな

く、魂の入ったガバナンス体制を作っていく企業にこそ投資をしたいものである。 

 

株主総会改革の方向 

今年は 6月 26日（金）が株主総会のピークであった。この一週間で 4社ほど株主として

出席してみた。重なっていて参加できない会社もあったが、日にち順に印象に残った点を

コメントしたい。 

6月 19日（金）、NRI（野村総合研究所）に参加した。不採算プロジェクトで 100億円の

損失が出たことに対して、今後どのように手を打っていくのかという質問が出た。業績は

順調であり、平穏に終わった。8年後の「ビジョン 2022」では、“磨く、変える、創る”を

テーマに、営業利益で現在の 2倍の 1000億円、ROE14％、売上高営業利益率 14％、海外売

上高 1000億円を目指すという将来計画について、きちんと語った。内容的にはよくまとま

っており、納得できるものであった。 

6 月 23 日（火）は京都に行って、オムロンに参加した。“自走的成長”をテーマに、25

年ぶりに売上高営業利益率が 10％に乗せ、ROE も 13.4％を達成した。「長期 VG2020」では

売上高 1 兆円、営業利益率 15％を目指している。制御システムを中心にイノベーションに

よる市場開拓余地は、大アジアに大きい。オムロンの企業理念経営が具体的に語られ、会

社の一体的運営がよく伝わってきた。価値創造の仕組みを現場にうまく組み込んでいる。

他社を例にして当社のリスク管理体制に対する質問も出たが、実に丁寧で好ましい総会で

あった。 

6月 25日（木）、日立製作所に参加した。業績はかなり浮上し、過去最高を達成した。さ
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まざまな株主がいるので、まだ株主対峙色があるが、今後は改善されよう。今期は中期 3

ヵ年計画の 3年目で、売上高 10兆円、営業利益率 7％を目指す。ほぼ達成できそうである。

筆者も赤い紙を上げて、株主総会で初めて質問してみた。①企業価値向上における日立ら

しさとは何か、②他社とどのように違いを出すのか、③それを多様な事業の現場にどのよ

うに落とし込んで仕組み化していくのか、という視点である。共通プラットフォームの確

立やフロントの強化を通して、社会システムイノベーションが推進されるならば、期待が

もてる。次の中期計画では ROEの目標も出てこよう。 

6 月 26 日（金）は LIXIL（リクシル）に参加した。買収した企業の中国子会社が粉飾を

行っていた。中国のジョウユウは一時フランクフルト市場に上場、それを独グローエが買

収し、そのグローエをリクシルが買収した。デューデリジェンス（企業価値の精査）は一

流のプロを使って行い、経営陣とも直接会っていたが、中国人ファミリーの粉飾は見抜け

なかった。現在、調査委員会を設置し調べている。リクシルの株主は論理的で、質問も的

を射ており、出る幕はなかった。今回の失敗を次にいかに活かすか、が問われる。グロー

バルな M&Aはこれからも継続する。案件ごとに 5～10年の収支を試算し、3年でマネジメン

トの一体化が図れるかどうかを判断基準にしていく。海外ビジネスの収益性を高めて、ROE

をいかに 8％以上にもっていけるか。挑戦のハードルは高いが、トップマネジメントへの期

待は持続しているという雰囲気であった。 

「あるべき株主総会」を考えてみると、5つの重要な軸がある。各社の個性があってよい

ので、ここでは一般論としての視点で検討する。1つは、マネジメントの軸で、経営者が株

主からの企業価値向上に関わる質問に対して、真摯に受けとめてきちんと答えているか。

特別な意見を開陳したい株主は別にして、これを受け止めて答える姿勢にかなり違いが見

られる。 

2つ目は、成長に向けたイノベーションの軸である。会社としてどのような成長戦略を実

行していくのか。そのためのイノベーション（仕組み革新）にいかに取り組んでいるか。

この点を価値創造とのコネクティビティ（結びつき）を含めて明確に語っているか。ここ

にも差が見られる。 

3つ目は、ESGの軸である。環境、働き方、ガバナンスにおいて、納得できる経営を行っ

ているか。その説明をきちんと取り入れているかどうかで差がある。環境経営、ダイバー

シティ、コーポレートガバナンスの実効性について、価値創造の視点から語ってほしい。 

4つ目は、業績変動に対するリスクマネジメントである。1）不正競争を行っていないか、

2）不採算プロジェクトのマネジメントはできているか、3）海外子会社の内部統制は本当

に大丈夫か、4）M&A のデューデリジュンスに抜かりはないかなど、株主はビジネス優先の

甘い管理は許さないという姿勢である。 

5つ目は、将来のビジネスモデルを描いているか、という軸である。価値創造の仕組みで

あるビジネスモデルを、どのように新しいものに仕上げていくか。そのビジョン、戦略、



投資家が企業の理解を深めるために                          (株)日本ベル投資研究所 

ＩＲアナリストレポート                                   Belletk 

Independent Research Analyst Report                         ベル投資環境レポート               

                                                     

本レポートは、独自の視点から書いており、基本的に会社側の立場に立つものではない。本レポートは、投資家の当該

企業に対する理解促進をサポートすることを目的としており、投資の推奨、勧誘、助言を与えるものではない。内容に

ついては、担当アナリストが全責任を持つが、投資家の投資判断については一切関知しない。本レポートは上記作成者

の見解を述べたもので、許可無く使用してはならない。 

20 

KPIをきちんと語っているかどうかで、大きな違いが出ている。 

以上の 5つの軸を 3段階(3点、2点、1点)で評価してみると、15点満点に対して、オム

ロン 14 点、NRI 13 点、日立製作所 10 点、リクシル 9 点であった。これは筆者の個人的

評価であって、単なる参考値である。投資家本人が自ら評価することが重要である。株主

総会の中で、企業が株主に訴えるコンテンツについて、株主が自ら評価してみる。①会社

説明会で納得して株主になり、②総会に出て会社の将来を確認する、③確認できれば株主

を継続し、できなければ株主をやめる。その意味において、株主総会の改革は、制度的に

も自主的にも、一段と進められるべきであろう。 

 

企業価値創造に向けた戦略実行と統合報告(IR)の活用 

CFO エグゼクティブフォーラム（CFO 協会）で、スリーエムジャパン（3MJapan）の昆政

彦副社長の話を聴く機会があった。CFOの役割について 3つの視点から考えを述べたが、そ

の中で IR（Integrated Reporting、統合報告）の枠組みを活用することが有効であると強

調したことに注目したい。 

まず昆副社長はアカウンタビルティの意味についてコメントした。通常は、説明責任と

翻され、きちんと説明すべしととられるが、それでは不十分であるという。アカウンタビ

リティには執行責任が伴うので、やるといってできなかったことに対する責任を意味する。

かつて、日産自動車にカルロス・ゴーンが乗り込んできた時、一緒にきた仏ルノー出身の

CFOは、アカウンタビリティとは結果の責任をとることであり、できなかったらやめるとい

うことだと説明したことを思い出した。つまり、コミットメントとアカウンタビリティは

対になっているといえよう。 

CFOの役割については、昆副社長は自ら 30年間財務で働き、CFOを努めてきた経験から、

3 つの目線を強調する。1 つは、社長と同じ目線、2 つは市場と同じ目線、3 つは戦略実行

と同じ目線である。 

1つ目の社長と同じ目線については、LIXILの藤森社長や富士フィルムホールディングス

の高橋元副社長（CFO）も同じように指摘をしている。社長の替わりが務まるような経営の

視点を共有しながら、財務をみていく。1 年後、2 年後、3 年後の事業推進において、その

PDCAに具体的に関わって行くことが重要である。 

3MJapan は、5 つの事業分野を柱とする。技術のベースは同じものながら、領域として、

①コンシューマ、②エレクトロニクス＆エネルギー、③ヘルスケア、④インダストリアル、

⑤セーフティ＆グラフィックスに分けている。ポストイットの接着剤はもちろん、液晶フ

ィルム、交通標識など当社の製品は、実に多様なところに使われている。 

市場は米国以外が 65%と、グローバルに展開している。常に、テクノロジー、プロダクト

のイノベーションによって、社会的価値を上げることをビジョンとしている。面白いだけ

のイマジネーションでは対価は払ってもらえない。顧客が価値を見いだせるイノベーショ
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ンを追求する。価値に対してお金を払ってくれるプロフィッタブルマーケットを相手に、

市場を作っていく方針である。リージョナルを重視し、その国に合ったものを提供するた

めに、日本の 3Mでも独自の R&Dや生産拠点を充実させてきた。 

事業の推進の当っては、①ポートフォリオ・マネジメント（PM、5セグメント 27事業部）、

②イノベーション投資（II）、③ビジネス・トランスフォーメーション（BT）をレバー(操

縦桿)としていく。BTとは、PMや IIをできるだけシンプルにするためのソリューションを

ビジネスプロセスに埋め込んでいくことである。 

3MJapanでは 5カ年計画を作るが、その前に社会情勢のメガトレンドを知るという作業を

行う。直近では、1）ヘルスケア、2）インフラ、3）エネルギー、4）ハイテク、5）新しい

購買行動などがテーマとなった。そこで見定めたメガトレンドを中期計画のプログラムに

落とし込んでいく。 

この中期計画は毎年作る。5年目までの計画を現在に戻して絶えず見直していく、という

方式である。ベクトルを設定し、戦略を立て、予算として具体化する。それをモニタリン

グして、戦略の見直しを踏まえて計画を立て直し、次の 1年に活かしていく。5カ年計画を

毎年ローリングしていく。 

さらにユニークなのは、経理財務部門にビジネスカウンシル(事業協議)の機能を持って

おり、そこにいる事業アナリストが事業計画の立案遂行の推進役となる。事業アナリスト

は事業の将来をみて、ビジネスプランに責任を持つ。 

2つ目の株式市場と同じ目線を持つという点では、トレジャリー（キャッシュベースの資

金マネジメント）に力を入れている。上場企業としての 3M(米国本社）は、①EPS を毎年 9

～11%伸ばす、②そのうち内部成長は 4～6%で、足らないところは M&A や自社株買いなどで

対応する、③追加資本に対する ROIC(投下資本利益率)は 20%を確保する、④FCF（フリーキ

ャッシュ・フロー）のコンバージョン比率（FCF/ネットインカムで定義）100%を以上とす

る、ということを 2013～17年の中期計画でコミットしている。 

3つ目の戦略実行の目線に立つという点では、IIRC（国際統合報告評議会）のフレームワ

ークを重視する。つまり、どこで企業価値を生み出しているかについて、6つの資本（財務

資本、製造資本、人的資本、知的資本、自然資本、社会資本）という観点で、検討を加え

ている。もともと 3Mは、PM、II、BTなど独自の価値創造モデルを確立し、それを磨きつつ

実践している。技術と製品は必ず分け、製品は陳腐化しても、技術は捨てない。自由に新

しいものに挑戦できる仕組みを持っている。それを踏まえて、事業アナリストが作った価

値創造のロジックツリーを、IIRCのオクトパスモデル(6つの資本)に入れてみた。これが、

自らの価値創造プロセスを再認識することにもなった、と昆副社長は強調した。 

3M のビジネスモデルは強い。その強みを引き出すべく、価値創造のロジックツリーが機

能している。それが、IIRC の枠組みにも合致しているとすれば、投資家にとってはより理

解しやすいものとなろう。企業サイドにおいても、投資家との対話において、今後さらに



投資家が企業の理解を深めるために                          (株)日本ベル投資研究所 

ＩＲアナリストレポート                                   Belletk 

Independent Research Analyst Report                         ベル投資環境レポート               

                                                     

本レポートは、独自の視点から書いており、基本的に会社側の立場に立つものではない。本レポートは、投資家の当該

企業に対する理解促進をサポートすることを目的としており、投資の推奨、勧誘、助言を与えるものではない。内容に

ついては、担当アナリストが全責任を持つが、投資家の投資判断については一切関知しない。本レポートは上記作成者

の見解を述べたもので、許可無く使用してはならない。 

22 

重視すべきものがみえてくるとすれば、それこそが対話のコンテンツとなろう。3M のマニ

ュアルレポートを読んでみたが、まだそこまでは書かれていないように思う。3M のアニュ

アルレポートの統合レポート(IR)化に期待したい。 

 

対話・エンゲージメントの推進に向けて～コンテンツの提供

〈企業〉

IRR
（統合報告書）

〈機関投資家〉

SSC

（スチュワードシップ・
コード）

〈企業〉

CGC

（コーポレートガバナンス・
コード）

〈証券会社〉

SAR
（セルサイド・アナリストレポート）

Belletk

Belle Investment Research of Japan Inc.
All rights reserved

対話
（エンゲージメント）

〈調査機関〉

IRAR

（インディペンデント・リサーチ・アナリストレポート）

 

 

誠実な企業～次のハードルは海外腐敗行為の防止 

「誠実な企業」賞 2015 －Integrity Award において、表彰を受けた 3社の話を聴いた。 

加えて、次なるテーマである海外腐敗行為の防止についても警鐘を受けた。注目すべき点

について、いくつか論じたい。2003年から始まったこの表彰は、今回で 13回目を迎えたが、

CSRについては一定の定着をみたということで終了となる。 

企業は社会の公器である。よって、企業は人と同じように誠実であるべし。そして、怯

まずにリスクテイクに挑戦し、悪しきを行うことなく、真実を語るという姿勢はいつの時

代でも貫くべきであろう。審査に当たった長友委員長は、この点を強調した。 

最優秀賞の伊藤忠商事は、創業 157 年目、商人の道をひたすら歩んでいる。初代の伊藤

忠兵衛（1842～1903）は 15歳で麻の商売始め、利真於勤（利は勤むるに於いて真なり）を

モットーとした。2 代目の伊藤忠兵衛（1886～1973）は、「嘘をつくな、一度嘘をつくと何

倍にもなって暴れ出す」ということを戒めとした。現在の岡村社長（8 代目）は、「現場力

と高めよ、プロの商売人であれ」と強調している。昨年からは、“ひとりの商人、無数の使
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命”をコーポレートメッセージにして、事業に取り組んでいる。 

伊藤忠が 2013 年 10 月より導入した「朝型勤務」は、働き方の創意工夫として高く評価

されている。夜 8 時以降の残業を禁止して、早朝から働けるようにした。そこに残業代も

つけ、朝食も用意するようにした。組合からも最も優れた労使協定といわれ、働き方が大

きく変化した。生産性は上がり、トータルの残業代も 7%ほど減少している。 

また、女性の活躍を推進する方策として、「げんこつ改革」を実行している。現場（げん）、

個別（こ）、つながり（つ）、を重視する。商社の業務遂行において、女性の場合、育児、

海外駐在、管理職登用が大きなハードルとなる。その時に、一般論として難しいというの

ではなく、げん・こ・つ を重視して、具体的に手を打っていく。実際、女性社員の活躍の

場は、これによって広がっている。 

滋賀銀行は、「自分に厳しく、人には親切、社会に尽くす」を行是（社是）としている。

創業 82 年で、①地元でも高いシェア（預金・貸出シェア 45%）と、②早くからの県外進出

を強みとしている。グリーンバンクやエコファースト、エコファイナンスを実践して、自

然を大事にして、地域社会へ還元する姿勢を強めている。近江商人の三方よし（売り手よ

し、買い手よし、世間よし）に、“地域環境よし”を加えて、“四方よし”を CSR のコアと

している。 

東レは創業時のレーヨン工場を滋賀県に作った。来年、創業 90 周年を迎える。「新しい

価値を創造して社会に貢献する」ことをモットーとする。事業活動そのものが持続的社会

を作り、素材には社会を変える力があると自負している。事業を基幹事業（繊維、プラス

チック・ケミカル）、戦略的拡大事業（情報通信材料・機器、炭素繊維複合材料）、重点育

成・拡大事業（環境・エンジニアリング、ライフサイエンス）に分けて、各事業分野にお

いて世界で№１になるべく取り組んでいる。 

東レは企業理念、経営戦略と一体となった CSRに推進している。CSRのロードマップを作

成し、分野ごとに担当役員を決め、目標、KPI を定めて PDCA をまわしている。グリーンイ

ノベーションでは、ボーイングの 777Xやトヨタのミライ（新型燃料電池車）に炭素繊維を

用い、燃費の改善に大きく貢献しようとしている。ライフイノベーションでは、がん診断

用の高感度 DNA チップの開発や、紙おむつ・衛生材料用不織布のアジアでの生産拡大を図

っている。全ての活動でイノベーションを追求し、企業の成長と社会の持続性を両立させ

ようとしている。 

3 社とも近江出身であるが、CSR を事業の根幹において実践している。この 10 年で日本

企業の CSR 活動はかなり充実してきた。しかし、新興国へのグローバル展開を目指すにつ

れて、新たな課題も浮かび上がっている。グローバルリスクとしての海外腐敗行為をいか

に防ぐかである。この点について、麗澤大学の高教授が重要な問題提起を行った。 

海外において事業を推進しようとする時、何らかの贈収賄が意図的に行われる場合があ

り、自らが当事者でない時でも不正行為が波及してくることがある。人権、労働、環境な



投資家が企業の理解を深めるために                          (株)日本ベル投資研究所 

ＩＲアナリストレポート                                   Belletk 

Independent Research Analyst Report                         ベル投資環境レポート               

                                                     

本レポートは、独自の視点から書いており、基本的に会社側の立場に立つものではない。本レポートは、投資家の当該

企業に対する理解促進をサポートすることを目的としており、投資の推奨、勧誘、助言を与えるものではない。内容に

ついては、担当アナリストが全責任を持つが、投資家の投資判断については一切関知しない。本レポートは上記作成者

の見解を述べたもので、許可無く使用してはならない。 

24 

どにおいて、金を支払えば不正がスムーズに通ってしまうことがある。それが、報奨金付

きの内部告発によって摘発される。その時の制裁が、とんでもなく重いものとなってしま

う可能性がある。 

これをどのように防ぐか。海外での事業のウエイトが高まっていくと、迂闊な対応では

済まない。これまで通用していた袖の下が、違法行為として晒されてしなう可能性が高ま

っている。賄賂やカルテルは許されない。何らかの嫌疑がかけられた時に、不正の意図は

なかったということを明確に示すような記録をきちんととっていく必要がある。 

第三者のエージェントを使ったとしても、エージェントのリスクを評価するようなグリ

ップをきかせるべし、と高教授は指摘する。「郷に入っては郷に従え」とはいえ、「ならぬ

ことはならぬ」と明確に歯止めをかけることが絶対的に必要である。それぞれの場面でト

ップの判断とリスク志向がどこまで浸透し、実践されているかが、ますます問われること

になろう。 

 

TDLはなぜ成功したか 

東京ディズニーランド（TDL）はなぜこんなにうまくいっているのか。その成功要因をあ

げよ、と言われたら、誰でも答えることができそうである。行ったことのある人なら 2つ 3

つを大いに語りそうである。そのくらい誰でも話題にできる。 

当の経営者はいかがであろうか。オリエンタルランド（コード 4661、時価総額 3 兆円）

の加賀見会長（CEO）の話を聴く機会があった。オリエンタルランドは 1960 年に設立され

た。京成電鉄の川崎社長が米国のディズニーランドを見て、子供たちに夢を与えたいと考

えた。当時加賀見氏は、机を 3 つ並べただけの場所で、定款を作るところから事務を担当

した。 

今の場所の埋め立てについて合意したのが 1974年、ディズニーランドがオープンしたの

が 1983 年 4 月である。会社設立から 23 年も経っていた。その間は何の収入もないさびし

い会社であったと、加賀見会長はいう。しかし、絶対に成功させるという強い決意をもっ

ていた。 

初年度 1000万人が来園した。2001年 9月にディズニーシーがオープンした。昨年は 3100

万人が来園し、累計のゲスト(入場者)は 6.3 億人に達した。90％がリピーターで、年に 2

～3回来る人が多い。 

TDLの成功要因は 5つある、と加賀見会長は説明した。第 1は、タイミングのよさである。

1983 年という時期は日本経済が発展し、休日が増えて、人々の価値観もモノから心へと変

化し、レジャーに安らぎを求めるようになってきた。 

第 2は、立地条件のよさである。日本橋から直線で 10㎞、東京という人口の多い都市部

から少し移動するだけで、「異空間」に入っていける。ゲストの気持ちをうまく切り替える

演出が鍵であった。 
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第 3 は、ディズニーブランドのフル活用である。おもてなしにはハードとソフトの 2 つ

が必要である。契約上、国内の独占権と、ミッキーマウスを自由に使える権利を獲得した。 

第 4 は、地元住民、行政の協力である。当初は批判もあったようだが、千葉県や浦安市

などの支援が大いなる発展を導いた。 

第 5は、全役職員の頑張りである。何が何でも成功させようという強い意志で団結した。

当時の遊園地は、都内の有力所（としまえん、後楽園、よみうりランド、谷津遊園など）

を合わせて年間 1000万人の来場者であった。それに対して、年 1000万人を目標にした。3

年ももたないと揶揄されもしたが、見事に成功した。ゼロからの立ち上げに対する遂行力

は、今や社員の DNAになっている、と加賀見会長は強調する。 

テーマパークは永遠に完成しない、とはウォルト・ディズニーの言葉である。顧客(ゲス

ト)のニーズはどんどん変化する。アトラクションの中身も変えていく。ショーは観るもの

から、一緒に遊ぶものとなっている。当初のねらいがはずれても、次に変化させていく。

その能力もかなり身に付けたという。 

新しいアトラクションは 3～5年かけて計画する。ファンタジーランドを 2倍にする。デ

ィズニーシーにアナと雪の女王のエリアを作る。パレードは 2～3年かけて準備するが、ア

ナと雪の女王のパレードは 1年でスタートさせた。タイミングを重視したという。 

3100 万人のゲストの 95％が日本人で、外国人は 5％程度である。社員も日本人である。

32年前にオープンした時は、100％米国のマニュアル通りであった。しかし、運営理念は同

じであっても、ノウハウをためて、日本的な対応も取り入れている。安全性やコーテシー(礼

儀正しさ)は進化している。ショーやパレードの場所取りをどう規制するか、入場制限の工

夫、キャストの気配り、レストランでのサービスやレシピの改良、グッズの開発など実に

多様である。ディズニーシーのダッフィーのぬいぐるみはものすごい年商、でも米国では

全く違う。  

TDLは日本流で発展した。パリや香港のディズニーランドを見ても日本の成功とは比較に

ならない。来年、上海にディズニーランドがオープンしても何ら競争にならないと、加賀

見会長は心配していない。 

ディズニーランドに 3600 億円、ディズニーシーに 3600 億円、その他も入れて、トータ

ルではこれまで 1 兆円の投資をしてきた。これに対して、次の 10 年で 5000 億円の投資を

行っていく。第 3 のディズニーランドを作るのではなく、既存のエリアを拡張し、中身を

充実させていく。 

TDL のインバウンド(来日観光客)は 5％、少ないと思いきや、そうでないかもしれない。

3100万人の 5％は 155万人。すでにインバウンドの 10％を超える。インバウンドについて

は、今のところ日本での買い物が中心であるため、ディズニーランドを楽しむ客はさほど

多くない。しかも、ディズニーランドを本当に楽しむには 2～3日必要である。とすると宿

泊してゆっくりする必要がある。来日観光客がモノではなく心を楽しむようになれば、そ
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の 1 つの選択として TDL が注目されよう。上海や香港にない日本独特のおもてなしのディ

ズニーランド、米国との違いも認識されてこよう、TDLはグローバルの中で、じっくりとオ

ンリーワンを目指す。これが加賀見会長の経営哲学である。 

若者だけでなく、壮年も熟年もますます行くようになるかもしれない。アルコールが楽

しめるようにもなっている。ファーストサービスではなく、スローサービスのレストラン

も増えてこよう。「異空間」の次なる演出に注目したい。 

 

 


