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は じ め に 
 

 

 プロネクサス総合研究所は、「企業ディスクロージャーに関する基礎研究及び実務研究を行い、そ

の研究成果等を社会に還元することにより、資本市場の発展に貢献する」ことを目的として、2006年

10月１日に開設いたしました。その後2007年３月29日に常設の研究会として「ディスクロージャー基

本問題研究会」を設置することにより、その活動を本格化させました。当研究所は、本目的の趣旨に

基づき、大変お忙しい中、研究所顧問及び研究会委員の方々をはじめ多くの関係者の皆様に、多大な

るご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

 2017年における当研究所の活動としましては、「ディスクロージャー基本問題研究会」を７回（累

計では62回）開催いたしました。そのなかで、企業会計基準委員会（ASBJ）に対して、「『税効果会

計に係る会計基準』の一部改正（案）」、「収益認識に関する会計基準（案）」等の意見表明を行い

ました。そして「ディスクロージャー研究会議」を２回開催いたしました。１回目は、東京大学大学

院経済学研究科 准教授の首藤 昭信氏を講師に招き「不正会計予測の基礎と実務への応用」をテー

マに開催しました。２回目は、有限責任あずさ監査法人パートナーの関口 智和氏を講師に招き「監

査報告書の透明化」をテーマに開催しました。 

 

 また、当研究所より銀行・生損保のディスクロージャー誌の実態調査レポートを発行しました。 

 その他に、当社のCSR活動の一環として、若手研究者の支援等を目指し、今回第９回目となる「プロ

ネクサス懸賞論文」の論文募集を行い、今回は、昨年を上回る最多の15本の応募論文があり、2018年

１月に受賞作品に優秀賞１本、佳作３本、あわせて４本を決定し公表しました。引き続き、当研究所

の2017年の１年間に亘る活動報告をとりまとめ、「研究所レポート」第12号として発行することとい

たしました。 

 

 

 「当研究所といたしましては、今後も、ディスクロージャーに関する基礎研究及び実務研究に係る

活動状況を、「研究所レポート」として逐次刊行することにしております。 

 

 

2018年３月 

プロネクサス総合研究所 

理 事 齋藤 良治 
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「第９回プロネクサス懸賞論文」 

優秀賞１作品、佳作３作品が受賞。 

 

 株式会社プロネクサスは2009年５月から、ＣＳＲ

活動の一環として「プロネクサス懸賞論文」の募集

を開始し、2017年にその第９回目を実施しました。

当懸賞論文は、当社が企業のディスクロージャー・

IRにおける実務サポートを提供する専門企業であり、

事業そのものが資本市場と密接に関わる重要な社会

的責任を負っていることから、資本市場の健全な発

展に寄与することを目指して実施しております。 

 当年度は、「上場会社のディスクロージャー・Ｉ

Ｒをより効果的、効率的なものにするための研究お

よび提案」というテーマに対して、15件の論文の応

募があり、優秀賞１本、佳作３本の論文を選定しま

した。 

 「プロネクサス懸賞論文」募集も今回で第10回目

となりました。懸賞論文を募集する趣旨の一つに若

い研究者や学生の研究の支援があります。来年度も

同じテーマおよび募集要領で第10回目の募集をする

ことになっていますので、今回の優秀賞受賞論文等

を参照していただき、より多くの論文の投稿を期待

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第９回プロネクサス懸賞論文 審査委員会委員長講評 

 

 「上場会社のディスクロージャー・ＩＲをより効

果的、効率的なものにするための研究および提案

（但し、実証結果を出すための実証分析は不可。な

お、提案を補強するための実証分析を論文の一部に

含めることは可。また、ＩＲの具体的な表示方法の

工夫を提案することも可とする）」というテーマに

対して15件の論文の応募があり、審査委員会は、厳

正かつ多面的に検討を行い、優秀賞１本、佳作３本

の論文を選定した。審査委員会で各委員から出され

た意見等を紹介しつつ、審査委員会を代表して講評

を行う。 

 １本目の優秀賞は、十見元紀氏と白井文乃氏の共

著「IFRSにおける連結財務諸表の比較可能性の進展

に向けて」である。以下、本論文の要旨及び評価結

果の要点を記述する。 

 本論文の目的は、日本基準とIFRS基準によって作

成された上場会社の連結財務諸表の比較可能性に関

する問題点を、表示方法の変化の実態を調査し検討

することである。著者は、2010年３月から2017年７

月までにIFRSを任意適用した上場会社のうち日本基

準からIFRS基準に変更した97社をサンプル会社とし、

IFRS導入前年度の日本基準による財務諸表、IFRS導

【審査結果】 

優秀賞 該当なし 

優秀賞  １本 

十見 元紀（じゅうみ もとき）（東京経済大学 経営学部４年） 

白井 文乃（しらい あやの）（東京経済大学 経営学部３年） 

「IFRSにおける連結財務諸表の比較可能性の進展に向けて」 

佳 作  ３本 

佐々木 美穂（ささき みほ）（東北学院大学 経営学部３年） 

岡崎 琴音（おかざき ことね）（東北学院大学 経営学部３年） 

「取締役会実効性評価の開示実態と改善にむけた提言」 

 

岩田 聖徳（いわた きよのり）（一橋大学大学院 商学研究科） 

「機関投資家による議決権行使に係る開示の実態と影響 

―買収防衛策議案への投票データを用いた分析と提言―」 

 

野原 啓佑（のはら けいすけ）（東京大学 経済学部 ４年） 

「取締役会および監査役会の特徴が経営者予想利益の精度に与える影響」 
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入前年度，導入年度および導入翌年度のIFRS基準に

よる財務諸表を分析対象データとしている。得られ

た知見は以下の通りである。 

 第１に、日本基準からIFRS基準への変更により、

情報量が増すのか否かを有価証券報告書の頁数をカ

ウントすることで確かめた。その結果、導入年度で

は、日本基準からIFRS基準への変更により、注記部

分を主たる原因として、平均で約30頁増加している

が、翌年度になると変更に伴う記述が必要なくなる

ので13頁の減少となった。したがって、IFRS自体の

情報量の増加を分析するためには、変更年度のみの

比較では解釈を誤ることになることを示した。 

 第２に、IFRS導入前年度の日本基準による財務諸

表と遡及適用で作成されたIFRS導入前年度のIFRS基

準による財務諸表の概観について分析した。その結

果、①貸借対照表が先か損益計算書が先かをみると、

損益計算書が先の会社がIFRS導入により９社出現し

ていた。②財務表の名称が１社を除き、すべて貸借

対照表から財政状態計算書に変更された。③損益計

算書の名称が95社から80社に15社減少し、損益計算

書及び包括利益計算書の２社が消滅し、純損益計算

書が８社、包括利益計算書が８社、純損益及びその

他の包括利益計算書が１社出現した。④流動性配列

法が13社減少して83社となり、固定性配列法が９社

増加して10社、その他が４社となった。⑤勘定科目

数の平均をみると、貸借対照表では62.55から38.55

個に、損益計算書では34.33から19.4個に大幅に減

少したことが判明した。 

 第３に、主な財務項目の変化を以下のデータすべ

てを得られた89社を対象会社として分析すると，平

均（単位は億円）で、①資産は5,124から5,328、②

負債は9,562から9,806、③売上高は8,833から8,688、

④売上原価は6,240から6,165、⑤売上総利益は

2,560から2,523、⑥販売費及び一般管理費は1,978

から1,713、⑦営業利益は653から577、⑧親会社株

主に帰属する当期純利益は333から368になっていた。

のれんの非償却により貸借対照表項目の金額が増加、

販売費及び一般管理費の減少、営業利益の増加、ま

た収益認識の総額両建て計上の減少によるものであ

ると思われるが、売上高と売上原価金額の減少が観

察された。 

 第４に、日本基準からIFRS基準へ移行した際の損

益計算書の勘定科目の移動先を、①IFRSに基づく損

益計算書等、②注記ページに記載、③表示がなく

なった、の３分類で、販売費及び一般管理費、営業

外収益、営業外費用、特別利益、特別損失のそれぞ

れに属する各科目について会社数をカウントした。

結果の詳細については長くなるので省略するが、営

業外収益、営業外費用、特別利益、特別損失だけで

なく、販売費及び一般管理費においても、注記へ移

動又は消滅した会社が多かった。 

 第５に、注記記載を含む勘定科目の名称の変化に

ついて分析し、IFRSのみに特有の科目名称が多く見

られた。 

 これらの実態の分析から、①日本基準で作成され

た連結財務諸表とIFRSで作成された連結財務諸表の

比較分析、②日本基準からIFRS基準へ変更時の時系

列分析、③IFRS任意適用会社同士の比較分析、④連

結損益計算書と単体損益計算書の連単分析を困難に

すると結論した。そして、IFRSでも「財務諸表の作

成ガイドライン」を作成する必要性を提案した。 

 本論文に対する意見を紹介する。第１に、IFRSへ

の移行時に前期の財務諸表に着目して日本基準と遡

及作成されたIFRS基準の財務諸表を比較するという

手法で、個々の会社のデータを丁寧に収集し分析し

ている点はすばらしい。第２に、その結果、IFRS基

準は一般的に国際的な比較可能性に優れていると思

われがちであるが、その思い込みに対して反証論拠

を実態調査で明らかにし、さらに、勘定科目の金額

データが消滅するなどのIFRS基準による表示の問題

点を提起した功績は大きい。ただし、損益計算書の

注記以外の箇所で開示がないか否かを確認すること、

および開示がなくなった科目にどのような特徴があ

るのかを分析してみると、さらに興味深い知見が得

られると思われる。また、本研究で明らかになった

IFRS基準の財務諸表の各社ごとのバラツキが、移行

時につきものの一過性のものなのか、IFRS基準に由

来する本質的なものなのかについては、継続した観

察が必要であろう（翌年度の頁数の減少も、サンプ

ルデータ数が変更年度と異なっているので結論の導

出には留意する必要がある）。なお、論文中に発生

主義の財務表でありながら「特別収支」や「営業外

収支」という現金主義の用語の使用があった。学部

３年生ということなので、教育的見地から敢えて指

摘しておきたい。 

 

 １本目の佳作は、佐々木美穂氏と岡崎琴音氏の

「取締役会実効性評価の開示実態と改善にむけた提

言」である。以下、本論文の要旨及び評価結果の要

点を記述する。 

 本論文の目的は、コーポレートガバナンスコード

によって開示が要請されている取締役会の実効性評

価に焦点を当て、その開示実態を分析し、課題を浮

き彫りにし、改善のための提案をすることにある。

取締役会実効性評価の記載の実態について、①評価

方法、②評価の主体、③評価項目、④評価結果の概
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要、⑤改善点の記載の有無の５分類基準を設定して、

適用初年度と次年度の開示データを時系列分析した

貴重な研究である。 

 この論文に対して、調査対象項目は限られるもの

の、取締役会の実効性評価という難題にチャレンジ

し、分析手法はシンプルであるが結果が分かりやす

く示されており、実務者にも参考になる。改善提案

の考察については、十分なレベルには至っていない

が、大学学部生としてのディスクロージャーに係る

研究としては模範となるという意見があった。 

 

 ２本目の佳作は、岩田聖徳氏の「機関投資家によ

る議決権行使に係る開示の実態と影響－買収防衛策

議案への投票データを用いた分析と提言－」である。

以下、本論文の要旨及び評価結果の要点を記述する。 

 本論文の目的は、議決権行使を通じた企業と投資

家との対話を改善するための政策運営に資する分析

結果を提供することである。そこで、法的リスクの

少ない事前警告型買収防衛策を取り上げ、「外国法

人投資家と投資信託は、日本版スチュワードシップ

コード（以下SCと略す）改定を機に買収防衛策に対

する反対を増加させるか否かを2017年に買収防衛策

の継続議案を提出した123社をサンプルデータとし

重回帰モデルで検証した。その結果、金融機関は賛

成、外国法人と投資信託は反対、とくに投資信託は

2017年版SC後に反対が増加したという興味深い知見

を示した。 

 この論文に対する意見は以下の通りである。着目

点がタイムリーであり、開示する企業側にも参考に

なる研究であり、SCが一定の効果をあげていること

を立証している点は評価できる。しかし、買収防衛

策は賛否が判断しやすい議案であり、これだけで機

関投資家の動向を判断できない。図１の2005年の個

人投資家比率が不正確な情報であり、図２の利益相

反の懸念の矢印が双方向になっているなどの不注意

な点が気になった。 

 

 ３本目の佳作は、野原啓佑氏の「取締役会および

監査役会の特徴が経営者予想利益の精度に与える影

響」である。本論文の目的は、取締役会および監査

役会の特徴と経営者予想利益の精度との関係を分析

した上で、コーポレートガバナンスの観点からより

よいディスクロージャーのための制度設計について

提言することである。この研究では、会計に関する

専門性を持つ独立社外取締役の存在には、経営者予

想利益の精度向上に効果があるが、会計に関する専

門性を持つ独立社外監査役の存在にはそのような効

果がないことを、2014年３月期から2016年３月期ま

での899社（件）をデータとして実証分析により明

らかにしている。 

 

 この論文に対する意見は以下の通りである。デー

タ分析とそれに基づく提言が整合しており、手作業

で膨大なデータを処理した点も評価できる。社外役

員の数・比率、女性・外国人比率などを説明変数に

する従来の議論のレベルを超えている。しかし、サ

ンプルを大規模会社の日経500に限定したことは問

題ではないか。むしろ、取締役会での社外取締役の

影響は小規模会社にこそ大きいのであって、大規模

会社では経営戦略に関係する経営者予想利益につい

て意見を言えないのではないか。大規模会社におけ

る社外取締役の役割はモニターリングであろう。実

証分析では、筆者の仮説が検証されているように見

えるが、会計を専門とする取締役がいる会社はサン

プル全体の5.1％にすぎない。この検証結果を鵜呑

みにすることはできないのではないか。また、戦略

に係わる経営者予想利益を問題にするのであれば、

執行役員の出自・専門性に着目する必要もある。 

 

 「プロネクサス懸賞論文」募集も第９回目となり、

始めに述べたように全部で15本の応募があった。応

募作品の中に、「実証結果を出すための実証分析は

不可」という条件に抵触するものが数件あった。本

懸賞論文募集の趣旨を確認されたい。また、佳作に

は漏れたが、実務家の方々からも応募があり、それ

ぞれの論文に対して、佳作に相当する研究ではない

かとする意見もあった。受賞を逃した皆さんは、ど

うか落胆しないでいただきたい。研究目的および仮

説の設定は難しいものであるが、９回を迎えて応募

作品が増加していることを見ると、応募者の皆さん

の好奇心、興味の多様性、そして仮説設定の努力に

驚くばかりである。 

 社会科学の魅力の一つは、現下の社会の実態に潜

む課題を明らかにすることであり、公共社会への直

接的な貢献も大きい。来年度も同じテーマおよび募

集要領で第10回目の募集をすることになっているの

で、今回の優秀賞及び佳作受賞論文等を参照してい

ただき、より多くの論文の投稿を期待するものであ

る。 

以上 
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委員長 黒川 行治（慶應義塾大学商学部 教授） 
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第９回プロネクサス懸賞論文 優秀賞 

 

「IFRSにおける連結財務諸表の 

比較可能性の進展に向けて」 

 

十見 元紀（東京経済大学経営学部 ４年） 

白井 文乃（東京経済大学経営学部 ３年） 
 

 

１．はじめに 

 本稿の目的は、上場企業における日本基準と国際

財 務 報 告 基 準 （ International Financial 

Reporting Standards、以下IFRS）に基づき作成さ

れた連結財務諸表の比較可能性について、その表示

の変化という視点から分析することである。日本基

準は細則主義に基づいて連結財務諸表が作成される

のに対し、IFRSでは原則主義に基づいて連結財務諸

表が作成される。そのため連結財務諸表の作成にあ

たり、構成や表示の有無、利益計算の仕方まで企業

側にある程度の裁量が与えられており、実際の連結

財務諸表には企業によって差異が見受けられた。本

稿ではIFRS任意適用に伴う課題を比較可能性の観点

から明らかにし、改善策についても考察する。 

 日本では2010年３月にIFRSの任意適用が認められ、

日本電波工業を筆頭に現在に至るまで徐々にIFRS任

意適用企業数が増えてきている。本稿では、2010年

３月から2017年７月までにIFRSを任意適用した上場

企業115社の有価証券報告書を分析する。さらに、

連結損益計算書の表示の変化に焦点を当てる。具体

的には、日本基準の連結損益計算書で表示されてい

る情報がIFRSを任意適用した際にどこに移動したか

を調べる。また、営業利益がどのような過程を経て

算出されるかを明らかにする。 

 本稿での分析結果をまとめると次の通りである。

第一にIFRSでは表示が禁止されている特別収支の多

くの勘定科目が注記ページへ移動していた。また、

販売費及び一般管理費や営業外収支の勘定科目の一

部は表示がなくなったことも確認出来た。そのため、

表示がなくなった勘定科目は日本基準と比較分析を

することが出来ない。第二に、IFRSにおける営業利

益計算には、日本基準での特別収支項目が多く含ま

れており、それらをなぜ営業活動における損益とし

て認識したのかという説明を行っていない企業が多

数存在した。そのため、営業利益の内容が日本基準

とIFRSで異なり正確に比較分析をするには手間を要

する。第三に、名称が類似する勘定科目が多く使用

されていた。たとえば、本稿では金融損益項目で10

通り、収益に関係する勘定科目で16通りも確認する

ことができた。類似する勘定科目が多いと、それら

をすべて同じ勘定科目として考えるべきなのか、そ

れとも別の勘定科目として考えるべきなのかという

混乱を招く可能性がある。 

 本稿の分析からは、日本基準の連結財務諸表と

IFRSの連結財務諸表の比較だけでなく、IFRSの連結

財務諸表同士の比較分析も決して容易ではないこと

が明らかにされた。現時点の連結財務諸表は財務情

報利用者の混乱を招く可能性があり、したがって

IFRSでも日本基準における「連結財務諸表規則」の

ような、利益計算の定義や勘定科目の統一化を図る

ガイドラインを作成することが必要だと考えられる。 

 しかし、IASBが財務諸表の表示に関して検討を進

める中で、日本ではそのような動きはまだ見られな

い。本稿の分析は、連結財務諸表の表示に関する検

討を始める必要性を訴える根拠を示している。IFRS

任意適用企業の市場への影響の大きくなった現在に

おいて、本稿の分析は、財務諸表利用者にとっても、

今後IFRSを任意適用する企業にとっても、IFRS関連

制度の設計者にとっても意義があるといえる。 

 本稿の構成は以下の通りである。まず第２節では、

IFRSが日本において任意適用されるまでの背景を踏

まえながら、日本企業のIFRS導入状況について概観

する。第３節ではIFRS導入時における有価証券報告

書の変化について述べ、第４節で連結損益計算書の

比較可能性について現状と課題点を概観する。第５

節において、本稿での分析を通じて得られた課題点

に基づいて改善策の提案を行い、本稿の結びとする。 

 

２．IFRSの適用状況と先行研究 

2.1 日本におけるIFRS導入までの歩み 

 2010年３月に日本電波工業がIFRSを任意適用して

以来、2017年７月までの８年間でIFRSを任意適用し

た企業は115社まで増加している。元来、会計とは

企業という組織が経済活動を行う際に、利害関係者

に的確に情報を伝達するためのコミュニケーショ

ン・ツールとして重要な社会的役割を果たしてきた。

イタリアで簿記が誕生し、世界各国へ普及していく

中で、各国の政治、経済情勢、社会的環境、商慣行
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などを反映し、それぞれの国が独自の会計基準を発

展させてきた。しかし、経済発展に伴い企業活動や

資金調達の国際化が進む中で、会計の社会的役割も

国際化に対応する必要が出てきた。そのため各国の

会計基準の違いによる諸問題を解決するべく、会計

基準を統合しようとする動きが進展した。これによ

り、1973年６月29日に、オーストラリア、カナダ、

日本、オランダ、メキシコ、西ドイツ（当時）、英

国、アイルランド及び米国の会計士団体の合意に基

づいて、国際会計基準委員会（International 

Accounting Standards Committee、以下IASC）が設

立され、国際会計基準（International Accounting 

Standards、以下IAS）の設定を開始した（伊藤，

2016,橋本・山田，2017）。 

 近年では、資本市場をはじめ世界の市場や企業間

取引などの更なるグローバル化に伴い、世界の市場

参加者のための会計基準の形成という考え方が重要

視されるようになった。これに呼応して、2001年３

月にIASCによる長期間の活動を引き継ぐ形で、米国

デラウェア州に国際会計基準委員会財団（IASC財

団）が組織され、同年４月１日から国際会計基準審

議会（International Accounting Standards Board、

以下IASB）が本格的に始動、IFRSの設定を開始して

から現在に至るまで審議が重ねられている。 

 2005年、欧州連合（EU）が域内の上場企業の連結

財務諸表にIFRSの採用を義務づける旨を明らかにし

たことを引き金に、IFRSに対する支持は国際的に広

がっていった。日本においても、我が国の会計基準

設定を担う企業会計基準委員会（Accounting 

Standards Board of Japan、以下ASBJ）が、2007年

８月８日に日本基準からIFRSのコンバージェンスを

加速させることでIASBと合意した。その後、日本基

準とIFRSの間の重要な差異を解消する会計基準の変

更が行われた結果、欧州委員会（EC）は2008年12月、

日本基準をIFRSと同等であると 終決定した。さら

に、2009年６月に日本の企業会計審議会は、「我が

国における国際会計基準の取扱いについて（中間報

告）」を公表し、今後もコンバージェンスに向けた

動きを継続・加速させる一方、2010年３月期決算よ

り日本企業に対してIFRSの任意適用を認めることと

した。 

 日本取引所グループHPによると、2017年８月現在、

IFRS適用済会社数は138社あり、そのうちの10社は

IFRSを適用して新規上場している。他に16社がIFRS

適用を決定している。また、IFRSの任意適用は上場

企業だけでなく非上場企業にも認められており、金

融庁によると、2017年２月３日時点でIFRSを任意適

用している非上場企業は４社1ある。今後も、IFRS

任意適用企業はその数が増加すると予想される。次

章では現在における日本のIFRS任意適用企業の状況

について触れていく。 

 

2.2 日本企業のIFRS適用状況 

 日本における、2017年７月までに会計基準をIFRS

に変更した企業の詳細についてはAppendixに示して

いる。表では2017年７月時点で有価証券報告書を入

手可能であった企業を集計している。そのため、

IFRSを適用して新規上場した10社と集計開始以降に

IFRS任意適用を決定した13社については本稿の分析

対象から除外した。AppendixはIFRS任意適用年度が

早い順に並べており、表内にはIFRSへ以降する前に

適用していた会計基準を示している。 

 図表１～３については米国会計基準からIFRSへ変

更した企業を含めた115社を集計・分析対象として

いるが、連結財務諸表上の勘定科目や金額を詳しく

分析した図表４～５については、米国会計基準から

IFRSへ変更した企業を除く97社で分析を行った。こ

れは、上場企業の約96パーセント（2017年９月末時

点）が日本基準を採用しており、IFRS任意適用企業

の同業他社の多くも日本基準を採用していることか

ら、財務情報利用者の多くは日本基準とIFRSを比較

すると考えたからである。 

 まずは日本企業におけるIFRS任意適用状況につい

て簡単に触れる。図表１の棒グラフは年度基準で集

計・表示したIFRS任意適用企業数の推移を示してい

る。これから、IFRS任意適用企業数については比較

的緩やかに推移していることが読み取れる。 も多

く増加したのは、2014年度で34社である。2009年度

から比べると増加数は増えてきているが、直近３年

間の平均増加社数は29社である。 

 

 

 

 

 

 

───────────── 
１ 任意適用非上場企業は、Ｓ社、Ｄ社、Ｗ社、Ｎ社の４社である。 
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 図表１の折れ線グラフは2009年度から2016年度ま

で各年度末に時価総額データが連続して入手できる

3,070社やその時価総額合計に占めるIFRS任意適用

企業数の割合およびIFRS任意適用企業の時価総額の

割合も示している。図表を見ると、全上場企業数の

うちIFRS任意適用企業数の割合は４％弱であるのに

対し、IFRS任意適用企業の時価総額は2016年度末に

おいて17.1％も占めていることがわかる。これは、

比較的に時価総額が高い企業がIFRSを任意適用して

いることを意味する。 

 金融庁による「IFRS適用レポート」(2015）では

IFRSの任意適用を決定した理由又は移行前に想定し

ていた主なメリットについてヒアリング調査を行っ

ており、①海外子会社等が多いことから、経営管理

に役立つ、②同業他社との比較可能性の向上に資す

る、③海外投資家に説明がしやすい、④他の会計基

準に比べて、IFRSの方が自社の業績を適切に反映す

る、⑤海外における資金調達の円滑化に資するなど

が、IFRS任意適用を決定した理由として挙げられて

いる。 

 

図表１．IFRS任意適用企業数と全上場企業に占める割合の推移 
 

（Astra Managerより筆者作成） 

 

 図表２は2017年７月時点におけるIFRS任意適用企

業の業種分布を示している。任意適用率が高い業種

は、上位から医薬品、輸送用機器、電気機器である2。

なお、任意適用率は分母が低いと高い数値となるた

め誤解されやすいが、IFRS任意適用企業数が多い業

種は、上位から電気機器、輸送用機器、情報・通信

業、サービス業となっている。 

 医薬品業界は、今や全世界で事業を展開しており、

特許獲得のための研究開発やM&Aなど市場競争が活

発化しているため任意適用率が高くなっていると考

えられる。またIFRS任意適用企業数が多い４業種も

医薬品と同様、比較的にグローバル展開を積極的に

行っている業種であるため、IFRSを適用している企

業が多くなっていると考えられる。 

 

 

───────────── 
2 ゴム製品や石油・石炭製品などの適用率も高くなっているが、その要因が母数の小さいことにあるため、IFRS任意適

用率が高い業種として挙げていない。 
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 一方で33業種中11業種ではIFRS任意適用企業が存

在していない。とりわけ建設業や銀行に関しては、

企業数自体が多いのに対してIFRS任意適用企業がゼ

ロである。このことについて荒牧(2016）は、グ

ローバルに事業展開を行いかつ積極的にM&Aを推進

している医薬品業界はIFRS任意適用によるメリット

を多く享受できること、反対にグローバル展開や

M&Aに消極的な企業が多い建築業や銀行業ではメ

リットを享受しにくいことから、IFRS任意適用企業

数には業種ごとに偏りがあるとしているが、図表２

はそれと整合的である。 

 

図表２．IFRS任意適用企業の業種分布 

 業種 全企業数
任意適用

企業数
適用率 業種 全企業数

任意適用

企業数
適用率

医薬品 67 11 16.4% 金属製品 91 2 2.2%

輸送用機器 96 12 12.5% 鉄鋼 47 1 2.1%

ゴム製品 19 2 10.5% 不動産 125 2 1.6%

石油・石炭製品 12 1 8.3% 小売業 358 4 1.1%

電気機器 261 18 6.9% その他製品 108 1 0.9%

精密機器 52 3 5.8% 空運業 5 0 0.0%

その他金融 35 2 5.7% 鉱業 7 0 0.0%

証券、商品先物取引業 42 2 4.8% 農林・水産業 11 0 0.0%

ガラス・土石 58 2 3.4% 保険業 15 0 0.0%

化学 215 7 3.3% 海運業 14 0 0.0%

陸運業 65 2 3.1% 電機・ガス 24 0 0.0%

卸売業 333 10 3.0% パルプ・紙 26 0 0.0%

情報・通信 418 12 2.9% 倉庫・運送関連業 39 0 0.0%

サービス業 419 12 2.9% 繊維製品 54 0 0.0%

非鉄金属 36 1 2.8% 銀行 92 0 0.0%

食料品 130 3 2.3% 建設業 182 0 0.0%

機械 232 5 2.2%

 

（日本取引所グループHPより筆者作成） 

 

 

 では、IFRS任意適用によって企業価値は変化する

のだろうか。図表３は2010年１月から時価総額デー

タが入手可能な3,070社を対象に時価総額の推移を

示したものである。図表中の各グループの内訳は、

①IFRS任意適用企業（105社）、②IFRS任意適用企

業を除いた全上場企業（2,965社）、③IFRS任意適

用企業のライバル企業（404社）となっている。な

お、IFRS任意適用企業のライバル企業は株式会社プ

ロネクサスが提供するeolデータベースで表示され

ていた企業を採用している。図表からは時価総額の

推移に関して、グループ間の目立った推移の違いは

見られなかった。全グループが同様の推移変動を示

していることを考えると、IFRSを任意適用したこと

による時価総額への影響は少ないように考えられる。

金（2017）はIFRS任意適用の公表に対して、株式市

場はその企業の特性に応じて正負の異なる反応を示

すものの、平均的には正の反応を示さないことを明

らかにしており、これは本稿での図表３と整合的で

ある。 
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図表３．IFRS適用上場企業の時価総額の推移 
 

（Astra Managerより筆者作成） 

 

2.3 先行研究 

 IFRSに関する先行研究は多いが、主に本稿での分

析と関連があるものに焦点をあててみていく。まず、

井上（2013）は2013年当時にIFRSを任意適用した９

社の有価証券報告書のページ数を調べた結果、IFRS

への移行によって開示量が増加したものの、その絶

対量や増加量が画一的ではないことを明らかにした。

またその開示内容にもばらつきがあり、企業間の比

較がしにくいと指摘している。また会計基準の変更

に伴う会計数値の変動について、基準変更による影

響の理解・推定が困難であり、長期の期間比較を行

う際に基準変更による影響を区分した純粋な業績変

動が把握できないため、企業分析の際に利用しやす

い情報が提供されているとは言えないとしている。 

 荒牧（2016）はIFRS任意適用企業数の業種ごとの

偏りを指摘した上で、IFRS任意適用前に予想できる

メリットを２つに分けて説明した。１つは子会社や

同業他社を海外に多く有する企業がIFRSによる会計

基準の統一によってそれらとの比較可能性を向上さ

せたり外国人投資家への説明を容易にしたりするこ

とである。もう１つはのれんの非償却化による利益

の増加である。以上よりIFRS任意適用のメリットが

大きくなるのはグローバルに事業展開を行い、かつ

積極的にM&Aを推進している企業だとしている。そ

こから医薬品業、建築業、銀行業を取り上げIFRS任

意適用のメリットと業界の特性を関連づけて考察を

行っている。 

 金（2017）は日本企業によるIFRS任意適用の公表

に対して株式市場がどのように反応しているか、お

よびその反応には企業間に差異が存在するかをイベ

ントスタディの分析手法を用いて検証している。分

析の結果、IFRSの任意適用の公表に対して、株式市

場は平均的には有意な正の反応をしていなかった。

しかしそこには正の反応と負の反応が半々で混在し

ており、企業の特性に応じて株式市場は異なる反応

をしていることを報告した。 

 井上（2017）はIFRS適用による純利益の押し上げ

効果がどのような要因によって引き起こされるのか

を統計的な手法を用いて調査した。その結果、販管

費の有意な減少、のれんの非償却化、および退職給

付の数理計算上の差異が費用認識されないことが純

利益の押し上げ効果の要因となっていることを明ら

かにした。 

 三井（2017）は、IFRSが必要に応じて段階利益を

損益計算書上に表示することを求めているものの、

営業利益（Operating profit）などについての定義

はないことを取り上げ、世界各国の投資家から、企

業ごとの営業利益の計算方法が異なるため比較可能

性や正確な分析ができないと言われていることを紹

介した。 

 本稿では、上記の先行研究において指摘されてい

る事項を、IFRS任意適用企業が増え、かつ比較的に

時価総額の高い企業がIFRSに移行している2017年現

在において総合的に検討する。また、IFRS任意適用

の課題を実際の開示資料を詳細に分析しながら考察

する。 
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３．IFRS導入時の有価証券報告書の変化 

 

図表４．IFRS任意適用による有価証券報告書の変化 

 日本基準 IFR S IFR S 変化量

（IFR S導入前年度） 　（IFR S導入年度） 　　（IFR S導入翌年度）
（IFR S導入年度ーIFR S

導入前年）

集計対象社数 97 97 67 97

全体（ページ数） 121.95 151.45 138.51 29.51

【経理の状況】（ページ数） 65.56 86.01 74.07 22.45

【経理の状況】/全体（％） 51.90% 57.25% 54.10% 5.35%

注記（ページ） 36.03 62.47 51.66 26.44

注記 /全体（％） 29.50% 41.34% 37.31% 11.83%

 

（各社の有価証券報告書より筆者作成） 

 

 図表４は、IFRSを任意適用した上場企業の有価証

券報告書についてその変化をまとめたものである。

IFRS任意適用の直前年度の日本基準に基づく有価証

券報告書、IFRS導入後初の有価証券報告書、その翌

年の有価証券報告書について、それぞれのページ数

を数えた。IFRS導入翌年度については、IFRS導入年

度に特有の記述による有価証券報告書の分量への影

響を検証するために数えている。ただし、2016年３

月期より後にIFRSを適用した企業が30社あり、その

分はIFRS導入翌年度の有価証券報告書が存在しない

ため、データ数が減少している。 

 本稿ではIFRS任意適用による連結財務諸表の表示

の変化に着目していることから、有価証券報告書全

体のページ数に加え、【経理の状況】の全ページ数、

連結財務諸表注記のページ数も関連性が高いと判断

しそれぞれ集計した。図表より、有価証券報告書の

ページ数はIFRS任意適用によって約30ページ増加し

ていることが分かる。同じく、【経理の状況】が約

22ページ、注記が約26ページ増加している。有価証

券報告書全体に占める割合を見ても、【経理の状

況】は約51％から約57％に、注記は29％から41％に

増加している。以上より有価証券報告書はIFRS導入

によって情報量が増加し、とりわけ注記の内容を充

実させていることが分かる。 

 次に導入翌年度については、それぞれのページ数

がIFRS任意適用年度に比べて10ページほど減少して

いる。これはIFRSを任意適用した年度に、IFRS任意

適用による２つの会計基準間の連結財務諸表の変化

について注記情報の中にまとめている影響である。 

 

図表５．IFRS任意適用による連結財務諸表の変化 

 IFR S導入前年度 日本基準（導入前年度） IFRS（導入前年度）

集計対象社数 97 97

連結財務諸表の順番 連結貸借対照表が先（社数） 97 88

連結損益計算書が先（社数） 0 9

B/S名称 連結貸借対照表（社数） 97 1

連結財政状態計算書（社数） 0 96

P/L名称 連結損益計算書（社数） 95 80

連結損益及び包括利益計算書（社数） 2 0

連結純損益計算書（社数） 0 8

連結包括利益計算書（社数） 0 8

連結純損益及びその他の包括利益計算書（社数） 0 1

B/S配列法 流動性配列法（社数） 96 83

固定性配列法（社数） 1 10

流動・固定混合→資産：固定性／負債：流動性（社数） 0 1

流動・固定の区別なし（社数） 0 3

財務諸表内の勘定科目数の平均 B/S（個数） 62.55 38.55

P /L（個数） 34.33 19.4

 

（各社の有価証券報告書より筆者作成） 
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 図表５はIFRS任意適用による連結財務諸表の表示

の変化についてまとめている。比較年度をそろえる

ため、IFRS任意適用の前年度に日本基準で作成され

た連結財務諸表と、IFRS任意適用年度の連結財務諸

表において遡及適用されたデータを用いている。例

えば、2010年３月期にIFRSを任意適用した日本電波

工業の場合、2009年３月期の日本基準での連結財務

諸表と、IFRS任意適用した年度に開示した連結財務

諸表のうち遡及適用分である2009年３月期の差異を

検証している。 

 まずは、連結財務諸表の順番について見る。日本

基準ではすべての企業が連結貸借対照表を先に掲載

しているのに対し、IFRSでは９社が連結損益計算書

を先に掲載している。続いて名称の変化について、

日本基準ではすべての企業が「連結貸借対照表」と

いう名称を用いているものの、IFRSに移行すると１

社を除いて「連結財政状態計算書」に変更している。

IFRSでは規定3の「連結財政状態計算書」以外の名

称を用いることが認められているが、ほとんどの企

業が規定に従っていることがわかる。 

 一方、「連結損益計算書」という名称は多くの企

業で引き続き使用されている。その他に「連結純損

益計算書」、「連結包括利益計算書」も用いられて

いる。また連結損益計算書のボトムラインが包括利

益となる１計算書方式を採用した企業は日本基準の

時には２社だったのがIFRSになると９社に増えてい

る。しかし依然として日本基準と同様に２計算書方

式を採用している企業が多い。そのため、２つの計

算書を区別するためにIFRS任意適用後も規定の「連

結包括利益計算書」ではなく「連結損益計算書」と

いう名称を用いる企業が多いと考えられる。 

 配列法については、日本基準では１社を除くすべ

ての企業が流動性配列法を採用しているが、IFRS任

意適用後には固定制を採用する企業が10社になり、

そのほかに流動性と固定性が混合している企業や流

動・固定の区別を行っていない企業が少数存在する。

これらのことから日本基準のもとで作成された連結

財務諸表は定型的な表現を求められるのに対し、

IFRSに基づいて作成される連結財務諸表には名称、

順番などについて比較的に自由な表現が認められる

と思われる。 

 では、連結財務諸表上の勘定科目数はIFRS任意適

用前後でどのように変わっただろうか。連結貸借対

照表上の勘定科目数は62個から38個と４割ほど減少

し、連結損益計算書上の勘定科目も34個から19個へ

と４割以上減少している。どちらも日本基準に基づ

き作成された連結財務諸表に見られるような細かな

内訳の表示が行われていないため減少したと思われ

る。なお、IFRS移行により連結財務諸表上から記載

がなくなった勘定科目、特に連結損益計算書上の情

報が全くなくなったのか、それとも注記に移動した

のかについては次節で検討している（図表７）4。 

 図表６はIFRS任意適用後の主な財務データの変化

について、すべての項目 のデータを取得可能な89

社を対象に集計した。図表より日本基準からIFRSに

移行すると、連結貸借対照表内の項目はその金額が

やや大きくなり、連結損益計算書の項目は親会社株

主に帰属する当期純利益を除き、金額が小さくなっ

ていることがわかる。井上(2017）は販管費の有意

な減少、のれんの非償却化、および退職給付の数理

計算上の差異が費用認識されないことが純利益の押

し上げ効果の要因となったと示し、この結果と整合

的である。こうした金額の変化のうち、比較的その

変動率が大きかったのはいずれも連結損益計算書項

目であった。そこで４節では、連結損益計算書上の

勘定科目の変化についてより詳細に分析していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

───────────── 
3 IAS1号10項では、財務諸表の構成を次のように規定している。財政状態計算書・包括利益計算書・持分変動計算書・

キャッシュ・フロー計算書・重要な会計方針の要約およびその他の説明的情報で構成される注記・企業が会計方針を

遡及適用するかもしくは財務諸表項目の遡及的修正再表示を行う場合、または財務諸表項目を組み替える場合には、

比較対象機関のうち も早い年度の期首時点の財政状態計算書 

4 なお、表にある財務諸表内の項目数の数え方については、2計算書方式を採用していれば売上高～当期純利益までの項

目数を、1計算書方式を採用している企業では売上高～包括利益までの項目数を数えている 
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図表６． IFRS任意適用による財務データの変化 

 IFR S導入前年度 IFR S 日本基準
変動額（IFR S-日本

基準）

変動率（IFRS-日本

基準）/日本基準

集計対象社数 89 89 89 89

資産（平均額、億円） 5,328 5,124 203.7 4.0%

負債（平均額、億円） 9,806 9,562 243.8 2.5%

売上高（平均額、億円） 8,688 8,833 -145.1 -1.6%

売上原価（平均額、億円） 6,165 6,240 -75.7 -1.2%

売上総利益（平均額、億円） 2,523 2,560 -36.7 -1.4%

販売費及び一般管理費（平均額、億円） 1,713 1,978 -265.5 -13.4%

営業利益（平均額、億円） 576.8 652.7 -75.8 -11.6%

親会社株主に帰属する当期純利益（平均額、億円） 368.3 333.4 34.9 10.5%

R O A  (% )　営業利益ベース 10.8% 12.7% -1.9%

R O S (% )　営業利益ベース 6.6% 7.4% -0.7%

R O A  (% )　当期純利益ベース 6.9% 6.5% 0.4%

R O S (% )　当期純利益ベース 4.2% 3.8% 0.5%

 

（各社の有価証券報告書より筆者作成） 

 

４．IFRSの任意適用による連結損益計算の変化と課

題 

 本節では、連結損益計算書の表示の変化に焦点を

当てて分析を行う。加えて営業利益を取り上げ日本

基準とIFRS間の比較可能性について検討していく。 

 図表７は、会計基準がIFRSへ変更した際に、日本

基準で表示されていた連結損益計算書上の勘定科目

がどこへ移動したのかを示している。調査方法は、

日本基準の連結損益計算書の情報と、IFRSの連結損

益計算書・連結損益計算書の注記番号の内容とを照

らし合わせてカウントしている。IFRS任意適用の前

年度における日本基準で作成された連結損益計算書

とIFRS任意適用時に遡及適用で作成された連結損益

計算書を用いて比較した。 

 移動先は「IFRSに基づくP/Lに表示した社数」、

「注記ページへ記載した社数」、「表示がなくなっ

た社数」の３つに分けている。「社数」は、日本基

準時に当該勘定科目の記載があった企業の数を表し

ている。また、分析対象企業の日本基準における連

結損益計算書の項目を全て集計したところ勘定科目

数が300を越えたため、図表には当該勘定科目を記

載していた企業数が10社以上の項目5のみを表示し

ている。日本基準に基づく連結損益計算書からIFRS

に基づく連結損益計算書へ100％移動している項目

は色付けして強調してある。なお、図表７の分析対

象は日本基準からIFRSへ変更した企業97社のうち、

Ｋ社、Ｍ社、Ｈ社、Ｎ社を除いた93社である。上記

の４社は他の企業と日本基準時の連結損益計算書の

構造が大きく異なっていたため集計から外した。 

 図表７を見ると、売上高、売上原価、売上総利益、

販売費及び一般管理費、営業利益、税金等調整前当

期純利益、法人税等合計、当期純利益、非支配株主

に帰属する当期純利益、親会社に帰属する当期純利

益は、IFRSの連結損益計算書上でもそのまま残って

いることがわかる。一方、のれん償却費、営業外収

益、営業外費用、経常利益、特別利益、負ののれん

発生益、新株予約権戻入益、持分変動利益、特別利

益、特別損失、特別損失合計などは連結損益計算書

から姿を消している。また、IFRSでは特別収支など

の異常項目の表示が禁止されており、営業外収支で

表示される受取利息や支払利息などの項目は、金融

損益項目に表示されるため、営業外収支と特別収支

の区分がなくなっている。のれんに関する表示は、

日本基準では一定期間の償却処理を行うのに対し、

IFRSでは償却は行われないため表記されていない。

また持分変動利益は、その他の包括利益項目の増減

を持分変動利益計算書上に代えて表示することが認

められているため、同様に表記がされていない。 

 

 

 

 

 

───────────── 
５ 勘定科目名が異なっても、意味合いが同じ、また比較的近い項目は一つにまとめて集計した。 



 

 

 

 

14

図表７．日本基準からIFRSへ移行した際の勘定科目の移動先 

 日本基準に基づくP/L上の勘定科目 社数(% )
IFR Sに基づくP/Lに表

示した社数（% ）

注記ページに記載した

社数（% ）

表示がなくなった社数

（% ）

売上高 93（100） 93（100）

売上原価 93（100） 93（100）

売上総利益 93（100） 93（100）

販売費及び一般管理費 93（100） 93（100）

　　給料手当及び賞与 26（100） 23（88.5） 3（11.5）

　　減価償却費 20（100） 19（95） 1（5）

　　退職給付費用 17（100） 9（53） 8（47）

　　賞与引当金繰入額 13（100） 2（15.4） 11（84.6）

　　研究開発費 12（100） 4（33.3） 6（50） 2（16.7）

　　貸倒引当金繰入額 12（100） 2（16.7） 10（83.3）

　　のれん償却額 11（100） 11（100）

　　販売費及び一般管理費合計 29（100） 15（51.7） 14（48.3）

営業利益 93（100） 93（100）

営業外収益 93（100） 93（100）

　　受取利息 93（100） 7（7.5） 85（91.4） 1（1.1）

　　受取配当金 80（100） 5（6.3） 72（90） 3（3.7）

　　為替差益 60（100） 2（3.3） 36（60） 22（36.7）

　　持分法による投資利益 50（100） 48（96） 1（2） 1（2）

　　営業外収益合計 93（100） 93（100）

営業外費用 93（100） 93（100）

　　支払利息 89（100） 7（7.9） 80（89.9） 2（2.2）

　　為替差損 50（100） 2（4） 43（86） 5（10）

　　持分法による投資損失 27（100） 26（96.3） 1（3.7）

　　営業外費用合計 93（100） 93（100）

経常利益 93（100） 93（100）

特別利益 88（100） 88（100）

　　固定資産売却益 67（100） 3（4.5） 47（70.1） 17（25.4）

　　投資有価証券売却益 59（100） 8（13.6） 51（86.4）

　　負ののれん発生益 16（100） 16（100）

　　段階取得に係る差益 15（100） 6（40） 9（60）

　　関係会社株式売却益 14（100） 3（21.4） 11（78.6）

　　新株予約権戻入益 12（100） 12（100）

　　持分変動利益 11（100） 11（100）

　　特別利益合計 88（100） 88（100）

特別損失 91（100） 91（100）

　　減損損失 74（100） 3（4.1） 58（78.4） 13（17.5）

　　固定資産売却損 51（100） 2（3.9） 32（62.7） 17（33.4）

　　固定資産除却損 47（100） 1（2.1） 35（74.5） 11（23.4）

　　投資有価証券評価損 36（100） 3（8.3） 33（91.7）

　　事業構造改善費用 25（100） 15（60） 10（40）

　　投資有価証券売却損 20（100） 20（100）

　　災害による損失 12（100） 12（100）

　　特別退職金 10（100） 4（40） 6（60）

　　特別損失合計 91（100） 91（100）

税金等調整前当期純利益 93（100） 93（100）

法人税、住民税及び事業税 93（100） 93（100）

法人税等調整額 91（100） 86（94.5） 5（5.5）

法人税等合計 92（100） 92（100）

当期純利益 91（100） 91（100）

非支配株主に帰属する当期純利益 85（100） 85（100）

親会社株主に帰属する当期純利益 93（100） 93（100）

 

（各社の有価証券報告書より筆者作成） 
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 一方、連結損益計算書から注記情報へと、その表

記場所が変わった勘定科目も多く見受けられた。た

とえば、販売費及び一般管理費や営業外収支では、

給料手当及び賞与、減価償却費、受取利息、為替差

益、支払利息、為替差損等の多くが注記ページへ移

動している。特に、固定資産売却益、減損損益、固

定資産売却損、固定資産除去損など、IFRSでは表示

が禁止されている特別収支の項目が注記ページへ多

く移動していることが確認できる。持分法による投

資損益は大半の企業がIFRSに基づく連結損益計算書

に表示しているが、注記ページへ移動させた企業や

表示をしなくなった企業も確認できた。 

 図表８では、営業利益計算の内訳として表示され

る項目のうち、比較的多くの企業に用いられていた

ものを集計している。また売上高から売上総利益ま

での３つの項目は日本基準であってもIFRSであって

もほとんどの企業が計上していたため、企業ごとに

変化がみられた、販売費及び一般管理費から営業利

益を算出するまでの過程を表にした。なお図表７で

分析対象とした93社から、IFRSでの項目が他と大き

く異なっていたＳ社と、IFRSで営業利益が記載され

ていなかったＨ社を除く91社を対象に分析を行った。

また、分析には連結損益計算書上の勘定科目だけで

はなく、注記情報も含めている。 

 図表８より、日本基準とIFRSの両方で営業利益計

算に含まれる項目は販売促進費、給料手当に関連す

る項目、減価償却費、研究開発費、貸倒引当金など

である。 

 一方、日本基準でのみ営業利益計算に含まれる主

な項目はのれんの償却額である。これは日本基準と

IFRS間でのれんの償却に関する会計処理が異なるか

らである。それに対し、IFRSでのみ営業利益計算に

含まれる項目は、ほとんどがその他の（営業）収益

やその他の（営業）費用の内訳となっている。それ

らの多くは固定資産の売却・除却損益や減損損失、

事業構造の改善に関する費用など日本基準での特別

収支として数えられる。なお、持分法による投資損

益については図表７より損益計算書に記載していた

企業が83社あるうち、営業利益計算に含めているの

は23社であった。 

 

図表８． 日本基準とIFRSにおける営業利益計算の違い 

 日本基準（注記含む） IFR S名称（注記含む）

　販売促進費 　販売促進費

　広告宣伝費 　広告宣伝費

　荷造運賃 　荷造運賃

　運送費／運送保管費 　運送費／運送保管費

　給料手当 　人件費/従業員給付費用/退職給付費用

　賃借料 　賃借料

　減価償却費 　減価償却費及び償却費

　研究開発費 　研究開発費

　貸倒引当金繰入額 　貸倒引当金繰入額

日本基準

のみ
　のれん償却費

  その他の営業収益（その他の収益）

  その他の営業費用（その他の費用）

  その他の収益・費用

　固定資産売却、除却、処分、圧縮、破棄損益のいずれか

　減損損失（有形固定資産、のれん）

　持分法による投資損益

　投資有価証券（売却可能金融資産）の売却損益、評価損益

　事業構造改善費用（構造改革費用）

　関係会社株式売却、評価損益

　為替差損益

　受取・支払配当金

　利息収益・金融事業の支払利息

営

業

利

益

計

算

日

本

基

準

と

I

F

R

S

両

方

存

在

I

F

R

S

の

み

 

（各社の有価証券報告書より筆者作成） 

 

 以上から、IFRSでは区分が設けられなくなった営

業外収支と特別収支に計上されていた項目のうち、

比較的に企業の事業活動に関係するものがピック

アップされて営業利益計算に含められていることが

推察できる。また持分法による投資損益のように、

同じ項目でも営業利益計算に含めるか含めないかが

企業によって異なる項目が存在することから、企業

ごとの営業利益計算に差があることもわかる。なお、

図表８を用いれば、IFRSの営業利益と日本基準の営

業利益を近づけるためにどのような項目を加減・調

整すればよいか参考となる。 
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５．より比較可能性の高いIFRS財務諸表のために 

 前節の分析より、日本基準からIFRSに移行した際

に多くの勘定科目が表示されなくなったことがわ

かった。また、日本基準の下での営業利益計算と

IFRSの下での営業利益計算が異なること、さらに、

IFRS任意適用企業間においてもその計算プロセスが

異なっていることが明らかになった。IFRSは原則主

義という特徴から利益計算や連結財務諸表の構成・

表示の仕方まで企業に裁量があるとされてきたが、

その具体的な実態が本稿の分析で明らかにされたと

いえる。 

 しかし、これらの分析を行う過程でかなりの時間

と手間を要した。それは、勘定科目の表示が企業の

自由であるがために、類似した勘定科目が数多く見

受けられたためである。たとえば、図表９と図表10

に、連結損益計算書および注記にそれぞれ記載され

ていた類似する名称の勘定科目をリストアップして

いる。 

 

図表９． IFRSの連結損益計算書における類似勘定科目 

 勘定科目名 開示社数 勘定科目名 開示社数 勘定科目名 開示社数

　営業活動に係る利益 4 　継続事業 8 　収益 9

　営業原価 1 　継続事業からの当期利益 8 　収益計 1

　営業収益 3 　継続事業の当期利益 1 　収益合計 5

　営業収益計 1 　継続事業税引前当期利益 1 　費用 4

　営業総利益 1 　継続事業当期利益 1 　費用計 1

　営業費用 3 　非継続事業 5 　費用合計 3

　営業費用合計 1 　非継続事業からの当期損失 1 　商品の販売に係る収益 1

　金融収益 87 　非継続事業からの当期利益 5 　商品及び製品・仕掛品の増減 2

　金融収益・費用合計 1 　非継続事業からの当期利益（△は損失） 1 　商品販売に係る収益 1

　金融収益・費用純額 1 　非継続事業からの当期利益(損失) 1 　製商品売上高 1

　金融収益及び金融費用 3 　非継続事業の当期利益 1 　製品に係る無形資産償却費 2

　金融収益及び金融費用合計 3 　非継続事業当期損失 1 　製品に係る無形資産償却費及び減損損失 1

　金融収益合計 2 　個別開示項目 3 　純利益 1

　金融損益及び税金控除前利益 1 　個別開示項目前営業利益 2 　人件費 2

　金融費用 89 　財務費用 1 　税金費用 1

　金融費用合計 2 　事業利益 2 　調整後営業利益 1

　金融費用純額 1

 

（各社の有価証券報告書より筆者作成） 

 

 もちろん、日本基準にも類似勘定科目は存在する。

しかし、日本基準の場合は許容勘定科目が業種ごと

に細かく規定されている。一方IFRSでは日本基準の

ような勘定科目の統一、あるいは業種ごとの勘定科

目のリストが整理されていない。さらに、日本基準

では、段階利益を示す重要な勘定科目（売上高、売

上原価、売上総利益、営業利益、営業外損益、経常

利益、特別損益、当期純利益）について、すべての

企業が同じ勘定科目を用いているのに対し、IFRSで

は段階利益を示す勘定科目でさえ多数の表示名が確

認された。例えば金融損益関連で10通りの項目名が

使われている（図表９）。また、収益に関係する勘

定科目で16通りも確認することができた（図表10）。 

 なお、IFRS下での連結損益計算書で初めて用いら

れる勘定科目名も存在する。例えば、金融費用、財

務費用、個別開示項目などがある。これは、日本基

準適用企業と比較する際に相当する勘定科目がなん

なのか不明である。また、その詳細情報についても、

注記に内訳などの情報が明記されている場合もあれ

ば、明記されていない場合があり、分析が難しい。

このような違いは財務諸表利用者に混乱を与え、正

しい企業評価を困難にさせる。 
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図表10．IFRSの連結損益計算書の注記における類似勘定科目 

 勘定科目名 開示社数 勘定科目名 開示社数 勘定科目名 開示社数

　役務の提供 1 　商品及び製品売上収益 1 　委託手数料 1

　役務の提供 1 　商品販売等に係る収益 1 　委託費及び消耗品費 1

　知的財産権収益・役務収益 1 　商品販売に係る収益 3 　委託費 1

　役務の提供による売上高 1 　商品売上高 1 　委託手数料 1

　役務の提供 2 　ロイヤルティ収入 4 　委託社員受入費 1

　役務の提供に関する収益 1 　ロイヤリティ 4 　業務委託費 2

　役務の提供 1 　ロイヤルティ及びその他の営業収入 1 　業務委託費 1

　役務の提供 1 　ロイヤリティ収入、マイルストン収入及 1 　業務委託料 1

　役務収益 1 　受取ロイヤリティー 1 　事務委託費 1

　役務の提供 1 　加盟店からの収益 1 　委託費 1

　サービス売上収益 2 　業務委託費 2

　サービス売上高 2 　業務委託費 3

　サービスその他売上高 1 　支払手数料及びその他の業務委託費 1

　サービス及びその他売上収益 1 　委託費及び外注費 1

　サービスの提供による売上収益 1 　業務委託費 1

　サービスの提供等に係る収益 2

 

 （各社の有価証券報告書より筆者作成） 

 

 これは営業利益計算についてもいえる。IFRSでは

企業の必要に応じて段階利益の表示を求めているも

のの、営業利益に対する明確な定義はない（三井，

2017）。そのため、前節でみたように、日本基準の

下での営業利益計算とIFRSの下での営業利益計算を

単純に比較することはできない。また、IFRSを任意

適用企業感においても営業利益の計算方法にはばら

つきが存在する 

 上記のような実態は、日本基準で作成された連結

財務諸表とIFRSで作成された連結財務諸表の比較分

析、日本基準からIFRSへ変更時の時系列分析、IFRS

任意適用企業同士の比較分析、連結損益計算書と単

体損益計算書の連単分析等を困難にするだろう。そ

のため、我々は、IFRSでも日本基準における「連結

財務諸表規則」 のようなガイドラインを作成する

ことが必要であると考える。そのようなガイドライ

ンは、投資家がIFRSで作成された財務情報を用いる

ときに便利なだけではなく、企業が連結損益計算書

を作成する時も（IFRSに移行する際も）役立つだろ

う。複数の研究でも、現時点のIFRSによって作成さ

れた財務諸表の情報開示は不十分であるとしながら、

制度としての一定の指針を示すべきと、指摘がされ

ている。 

 しかし、日本では、まずはIFRSの任意適用の積上

げを図ることが重要であるという考えから、2013年

に企業会計審議会の「IFRSへの対応の在り方に関す

る当面の方針」を踏まえて、「任意適用要件の緩

和」、「IFRSの適用の方法」および「単体開示の簡

素化」を中心にコンバージェンスが進められてきた。

そのため2016年８月12日に企業会計基準委員会が公

表した『中期運営方針』、または2017年９月22日に

公表された『現在開発中の会計基準に関する今後の

計画』の改訂を見ても、連結財務諸表の表示におけ

る比較可能性の向上に関する審議は、検討事項に含

まれていない。また2016年３月31日、金融庁から

「国際会計基準に基づく連結財務諸表の開示例」が

公表されたが、あくまでも開示の代表例を提示した

だけに留まっている。IASBが2016年11月に「基本財

務諸表プロジェクト」において財務諸表の表示の改

善を進めていることとは対照的である。本稿の分析

は、IFRS任意適用企業の存在感がますます増大して

いる現時点で、上記の検討を始める必要性を訴える

根拠を示すといえる。 

 ただし、本稿では連結損益計算書に焦点を絞って

分析を行った。すなわち、連結財政状態計算書や連

結キャッシュ・フロー計算書など、その他財務諸表

の表示の問題については本稿の分析対象としていな

い。これらの財務諸表を分析することで、より示唆

に富んだ結果を得ることができるかもしれない。ま

た本稿では、米国会計基準からIFRSへ会計基準を変

更した企業を分析対象に含めていない。米国会計基

準を採用していた日本企業の半数以上がIFRSを任意

適用している現状を見ると、米国会計基準からIFRS

を任意適用した企業の分析も必要だと思われる。こ

れらについては今後の課題としたい。 
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第９回プロネクサス懸賞論文 佳作 

 

「取締役会実効性評価の開示実態と 

改善にむけた提言」 

 

佐々木 美穂（東北学院大学 経営学部 ３年） 

岡崎 琴音（東北学院大学 経営学部 ３年） 
 

１．はじめに 

 本稿の目的は、「コーポレートガバナンス・コー

ド～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向

上のために～」（以下「ＣＧコード」と表記）に

よって開示が要請されている取締役会の実効性評価

に焦点を当て、その開示実態を分析し、課題を浮き

彫りにすると共に、企業のコーポレート・ガバナン

スがより適切に機能する取締役会の実効性評価につ

いて提言することである。ＣＧコードとは実効的な

コーポレート・ガバナンスの実現に資する主要な原

則を取りまとめたものである。これらが適切に実践

されることは、それぞれの会社において持続的な成

長と中長期的な企業価値の向上のための自律的な対

応が図られることを通じて、会社、投資家、ひいて

は経済全体の発展にも寄与することとなるものと考

えられる（東京証券取引所［2015］）。 

 このＣＧコードは５つの「基本原則」、基本原則

の内容を詳細に規定した30の「原則」、さらに「原

則」の意味を明確にするための38の「補充原則」か

ら構成されている。東証一部・東証二部の上場企業

は全ての「基本原則」、「原則」、「補充原則」に

関してコンプライ・オア・エクスプレインを求めら

れる。コンプライ・オア・エクスプレインとは原則

を実施（コンプライ）しない場合は、その理由を説

明（エクスプレイン）することを意味する。また本

稿においては、原則を実施する場合にはコンプライ、

実施せずその理由を説明する場合はエクスプレイン

と記することにする。 

 取締役会の実効性評価は、補充原則４－11③で定

められ、その内容は下記の通りである。 

 

 ４－11③ 取締役会は、毎年、各取締役の自己評

価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性につ

いて分析・評価を行い、その結果の概要を開示すべ

きである。 

 

 補充原則４－11③は取締役会の実効性評価の実施

と結果の開示を求めるものであり、取締役会の実効

性のモニタリングにおいて非常に重要なものとなっ

ている。とりわけ、利害関係者のための透明・公正

かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みであ

るコーポレート・ガバナンスは取締役会の有効性と

密接な関係をもっており、株主や企業も取締役会の

実効性評価の取り組みに関心を寄せている（太田・

三笘［2016］）。 

 しかしながら、ＣＧコードの適用初年度における

補充原則４－11③のコンプライ率は非常に低い。表

１はＣＧコード適用初年度の「基本原則」、「原

則」、「補充原則」のコンプライに関する状況を示

している。これをみると、すべての階層において平

均コンプライ率が90％以上であるのに対し、補充原

則４－11③のコンプライ率は36.4％と極端に低いこ

とがわかる。そこで本研究ではコーポレート・ガバ

ナンスにおいて非常に重要な論点である取締役会の

実効性評価に焦点を当て、その開示実態を明らかに

することを狙いとする。 



 

 

 

 

20

表１ 
 

出所 東京証券取引所 コーポレートガバナンス・コードの対応状況（2015年12月時点） 

 

 本稿の構成は下記の通りである。第２節では先行

研究の整理について述べる。第３節では、本稿のリ

サーチ・デザインについて述べる。第４節では、検

証結果を述べ、第５節で取締役会実効性評価の問題

点と解決策を述べて、本稿の結びとする。 

 

２．先行研究の整理 

 本節では、企業の取締役会実効性評価に関する先

行研究と本稿の検証課題について述べる。先行研究

として取締役会実効性評価の進め方について記述す

る倉橋［2016ａ］、取締役会の実効性評価に関して

新たな取り組みの姿を検討し提案した酒井［2017］、

実際の実務観点から実効性評価について記述する林

［2016］、そして2016年のＣＧコード補充原則４－

11③の開示実態について調査を行った倉橋［2016

ｂ〕がある。 

 倉橋［2016ａ］は、海外の論文や報告書などで紹

介されている実効性評価を参考にし、今後実務にお

いてどのような視点や考え方にたって実効性評価を

行えば現状の日本型企業統治が改善できるかについ

て記述している。倉橋［2016ａ］は企業ごとに経営

環境や規模、株主構成が異なるため自社の取締役会

の役割を明確化した上で、取締役会の実効性評価を

行うことが重要だとしている。しかしながら、倉橋

［2016ａ］は開示データを基に実効性評価の改善点

を述べているわけではなく、平均的な日本企業に対

する改善点を提示しているわけではない。そこで、

本稿は倉橋［2016ａ］の指摘を踏まえつつ、データ

に基づいて取締役会実効性評価の問題点を明らかに

していく。 

 酒井［2017］はＣＧコードが毎年取締役会の実効

性評価を求めていることに対し、評価のマンネリ化

を防ぐため実効性評価の新たな取り組みについて提

案している。酒井［2017］は取締役会の重要な役

割・責務について絞り込み、狭く深い取締役会実効

性評価の実施を目指すべきと主張している。しかし、

酒井［2017］も倉橋［2016ａ］と同様にデータに基

づいた分析を行っておらず、補充原則４－11③の開

示についてその動向を確認したわけではない。 

 林［2016］は海外の先行事例や日本の現状・背景

を基に、企業が参考にできるような評価項目の枠組

みや資料の作成例について具体的に提案している。

しかし、取締役会の実効性評価がどうあるべきか言

及しているわけではないため本稿ではこの先行研究

を補完する。 

 上記３本の先行研究は実務的な立場から評価の手

順や意義について考察し、開示実態全体を分析し評

価した研究である。しかしながら、取締役実効性評

価に関する考察から得た問題が、実際に企業の実務

で生じているかどうかを調査しているわけではない。

そのため、本稿では実効性評価の開示実態を調査し

その内容を確認するべきだろう。 

 倉橋［2016ｂ］は本稿に密接に関係する先行研究

であり、実効性評価の開示実態を調査している。倉

橋［2016ｂ］は、調査対象を日経225採用銘柄とし

2016年９月から10月４日の間にかけて公表された
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コーポレート・ガバナンス報告書を基に補充原則４

－11③の取り組み状況を紹介し、その動向を分析し

ている。倉橋［2016ｂ］はＰＤＣＡサイクルを繰り

返し取締役会の課題や改善のための行動計画につい

て詳細に説明することがより良い実効性評価の実現

につながるとしている。 

 しかしながら、倉橋［2016ｂ］は適用次年度の取

締役会実効性評価の開示実態を調査しているもので

あり、適用初年度と次年度に分けてその変遷を追っ

たものではない。また、倉橋［2016ｂ］は調査結果

の概要を示したものであり、開示実態の詳細な情報

を提供しているわけではない。そこで本稿では、Ｃ

Ｇコードの適用初年度から次年度の取締役会実効性

評価の開示実態について分析し、その結果について

詳細な情報を提供する。また、ＣＧコード適用初年

度における取締役会実効性評価の問題点と、次年度

での開示実態を基に、どのような点が改善されたか、

未解決の問題点は何かを明らかにし、先行研究を拡

張する。 

 

３．リサーチ・デザイン 

 本節では、補充原則４-11③の開示について調査

するための方法とそのサンプルについて説明する。 

 

3-1．分析手法 

 本稿の目的はＣＧコードで要請されている補充原

則４－11③のコンプライ状況とその開示内容を分析

することにある。分析にあたって、ＣＧコードの開

示内容が記載されているコーポレート・ガバナンス

に関する報告書を取得し、その開示内容を分析する。

分析手順は以下の通りである。 

(1）日本を代表する日経225採用銘柄のコーポレー

ト・ガバナンスに関する報告書を入手する。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書の入

手は、株式会社プロネクサスのデータベースｅ

ｏｌから検索する。 

(2）その中から補充原則４－11③についてコンプラ

イの企業、エクスプレインの企業に分ける。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書から、

４－11③について違う資料に誘導された場合は

その資料を分析に用いる。コンプライの企業は

その開示内容について評価方法、評価の主体、

評価項目の有無、評価結果の有無、改善点の記

載の有無で分類する。 

(3）ＣＧコード導入初年度の2015年度と翌年の2016

年度の開示内容を比較する。 

 

3-2．開示内容の分類基準 

 本稿で用いているコーポレート・ガバナンスに関

する報告書においては、補充原則４－11③に関する

開示はテキストデータになっている。そのため、結

果の集計に困難が伴うため、テキストデータの分析

基準を設ける。分析基準に客観性を担保するために、

補充原則４－11③について詳細かつ網羅的な開示が

みられたＡ社の開示例（図１を参照）を参考として

用いる。Ａ社の分類基準を修正し、本稿は開示内容

の分析について５つの分類基準を設けた。具体的に

は下記の通りである。 

(1）評価方法 

 評価方法とは、取締役会実効性評価をどのよう

な方法で評価しているかを意味する。Ａ社の開示

例では評価主体の括弧内に示されているが、本稿

は独立した分類基準の１つとして設けている。Ａ

社の例によれば、評価の方法は「アンケート」と

なる。 

(2）評価主体 

 評価主体とは、取締役会実効性評価を行ってい

る主体を示す。Ａ社の例によれば、評価の主体は

「社外取締役を含む全ての取締役」となる。 

(3）評価項目 

 評価項目とは、具体的にどのような視点で評価

を行っているかを示す。Ａ社の例によれば、評価

項目は「取締役会が果たすべき役割・責任に関す

る評価（ＣＧコードの基本原則４において、取締

役会に期待されている視点等）」や「取締役会の

実効性を支える仕組み等に関する評価（取締役会

の構成や運営、社外役員の活動サポート等）」で

ある。評価項目に関しては具体的に開示している

企業が少なかったため項目の開示の有無を調べる。 

(4）評価結果 

 評価結果とは、実効性について分析評価を行っ

たその結果の概要である。Ａ社の例によれば、

「全般的に取締役会は自由闊達な議論がなされ適

切に運営されている。中長期事業計画の審議等を

通じて将来の全体像については概ね方向性が示さ

れている。取締役会の付議基準に忠実に運営され

ている。取締役相互間では監督義務を果たしてい

るといった点を確認することができました。一方

で、将来の方向性の基礎となる個別の領域別戦略

等に関する議論の充実、取締役会の「報告事項」

の充実、といった課題を抽出しました。」である。 

(5）改善点 

 実効性の分析評価を通じて分かった課題や改善

点、そしてその課題に対する今後の取り組みを指

す。Ａ社の例によれば、「成長戦略に関し、社外
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役員を含めた議論の更なる充実」や「経営環境変

化へ対応したタイムリーかつ迅速・果断な意思決

定」である。 

 

 なお、図１にあるＡ社の開示例では「評価の主

体」という項目に「評価の方法」（アンケート方式

による自己評価）に関する開示が含まれている。そ

こで、本稿では評価の方法という別の分類基準を設

けた。また、Ａ社は「評価の目的」という項目を設

けているが、原則をコンプライしている企業の取締

役会の実効性評価の目的は、取締役会の実効性を評

価し改善するためであると考えられ、企業ごとに開

示内容に差はないと考えられるため、本稿では当該

項目を分類基準から除いた。 

 

図１ Ａ社の開示例 
 

 
出所 Ａ社コーポレート・ガバナンスに関する報告書（2016年６月） 

 

3-3 サンプル抽出 

 本稿の調査サンプルは2015年度および2016年度の

３月期決算の日経225採用銘柄から構成される。分

析対象とした理由は、日経225採用銘柄が日経平均

を構成しており日本を代表する企業であると考えた

からである。また、調査サンプルに関しては開示時

期による比較視差をあらかじめ取り除き分析を公平

に行うため分析に用いる資料の時期を統一する。日

本国内の企業の多くが３月に決算を行い、12月頃ま

でにコーポレート・ガバナンスに関する報告書を開

示していると考え2015年度はＣＧコード適用開始の

６月１日から12月31日の間に開示された報告書のう

ち直近のものを用いる。2016年度は2015年の開示時

期から１年経過した時期の報告書のうち直近のもの

を用いた。その結果、2015年度と2016年度でそれぞ

れ193社のサンプルを得た。 

 

４ 結果 

4-1 適用初年度（2015年度）の開示実態 

 図２は、2015年度の日経225採用銘柄３月期決算

193社のコンプライ・オア・エクスプレインの割合

を示したグラフである。193社のうちコンプライと

した企業は46％（89社）、エクスプレインとした企

業は54％（104社）1である。半数以上の企業が取締

役会の実効性評価を行わずエクスプレインとしてい

る。エクスプレインとした企業は取締役会の実効性

評価について来年実施または実施を今後検討してい

ると開示していた2。 

 

───────────── 
１ エクスプレインした企業のうち、来年実施予定と開示している企業が24社あり、今後検討と開示している企業が79社

ある。 
２ 実効性評価を行う必要がないと判断した企業（１社）もここに含まれている。 
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図２ 2015年補充原則４－11③の実施実態 
 

 

 図３は2015年にコンプライした企業の評価手法に

ついて内訳を示した表である。コンプライした89社

のうち、ヒヤリングと回答した企業が９％（８社）、

アンケートが16％（14社）、ヒヤリングかつアン

ケートが１％（１社）、取締役会の一部代表で行わ

れる意見交換会が９％（８社）であった。具体的な

評価手法を用いて実効性評価を行っている企業は合

計35％（31社）となった。 

 「事前に説明を行う」と開示した企業は６％（５

社）であった。これは社外取締役・監査役に事前に

議案の内容を説明することで議論が活発に行われた

と開示していた。「体制について説明」と開示した

企業は10％（９社）であった。これは取締役会の規

模・構成と審議時間・開催頻度は適切であると開示

することで実効性評価が行われていると判断してい

た企業である。「事前説明を行う」と「体制につい

て説明」はそうした開示を行うことで取締役会の実

効性を確保していると主張している。「具体的な評

価手法の記載なし」と分類した企業は10％（９社）

であった。これらの企業は実効性評価の結果の概要

について開示しながらもどのような方法で評価して

いるか記載していない。「これから実施開示」は

32％（29社）である。これはコンプライとしている

ものの来年または今後検討・実施と開示されている

企業である。「その他」は７％（６社）である。そ

の他とした企業に関しては、コーポレート・ガバナ

ンス報告書の４－11③についてコンプライとしなが

らも自社のコーポレート・ガバナンスの体制を記載

する他のページに案内されるまたはコーポレート・

ガバナンス基本方針に案内されるも評価の内容につ

いて記載されていなかった。このことから、ヒヤリ

ングやアンケート・意見交換会のように具体的な手

法を持って実効性を評価している企業は、コンプラ

イした89社のうち35％にあたる31社しかないことが

分かる。 
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図３ 2015年度コンプライ評価手法内訳 

ヒヤリング, 8社

アンケート, 
14社

ヒヤリング・

アンケート両方,
1社意見交換会, 

8社

事前説明を行う, 
5社

体制について

説明, 9社

具体的な評価

手法の記載なし,
9社

これから実施開示, 
29社

その他, 6社
 

 

 次に評価主体についてである。コンプライした企

業89社のうち、評価の主体について具体的な開示が

あった企業は48％（43社）であり、過半数は開示し

ていない。図４は開示のあった43社を対象に評価主

体を集計した結果である。 

 集計を行うにあたって、先導をとる主体の記載が

なく取締役会全体等が実効性評価を行うと開示され

ている場合、主体は「取締役会全体」と分類してい

る。また、取締役会のなかでも社外取締役または監

査役が代表し先導をとり評価したと開示されている

場合、主体は「社外取締役・監査役」と分類してい

る。弁護士や監査法人などの第三者機関が実行性評

価に関与したと開示されている場合、主体は「第三

者機関」と分類している。 

 実効性評価の主体が「取締役会全体」であると回

答した企業は51％（22社）と最も多い。続いて、

「社外取締役・監査役」と回答した企業は35％（15

社）である。「第三者機関」が主体となっている企

業は14％（６社）と最も少ない。コンプライした企

業の中でも評価を行っている企業の半数以上が、社

内の取締役が評価の主体の大半を占めている。 
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図４ 2015年度評価主体内訳 

取締役会全体, 
22社社外取締役・

監査役, 15社

第三者機関, 6社

 

 

 図５は2015年の評価項目、評価結果、改善点に関

する開示の有無を調査した結果を示したものである。 

 評価項目に関しては、記載のある企業は４％（４

社）であり、記載のない企業が96％（85社）と大半

を占める。また、評価結果については、記載ありが

28％（25社）実効性が確保されている等と明記され

ず評価が実施されたという事実だけで評価がどのよ

うな結果だったのかわからない開示が72％（64社）

あった。評価を通じ今後の改善点を記載していない

のは92％（82社）である。非常に多くの企業が反省

点、または昨年からの改善点を記載していない。 

 

図５ 2015年度評価項目及び評価結果・改善策の開示状況 
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 適用初年度（2015年度）の評価の実態を通じて浮

き彫りとなった問題点は下記の通りである。 

(1）具体的な評価手法を持たない実効性評価 

 取締役会は、会社の持続的な成長と企業価値の

向上を促し収益力・資本効率等の改善を図るとい

う目的のために重要な役割・責務が課せられてい

る。取締役会が果たすべき役割と責務が実効的で

あるかは何らかの手法に基づき評価される必要が

ある。しかし、具体的な評価手法の開示がほとん

どなく、大きな問題があると考えられる。 

(2）評価主体の独立性 

 2015年度の評価主体の内訳では51％が「取締役

会全体」で実効性評価を行っていると判明した。

しかし、評価主体の独立性の観点から考えると執

行業務から独立する社外取締役、または監査役が

評価を主導する方法が望ましいと考えられる。日

本企業の多くの取締役会では、社外取締役はごく

少数である。取締役会全体で評価する場合には取

締役会の大半が社内出身者であるため、評価の主

体に独立性が確保されているとは断定できない。

社外取締役、監査役が先導をとるまたは外部の監

査が入る評価はより客観性があると考える。独立

性のある評価主体を設けることが今後の課題であ

ると考えられる。 

(3）開示内容の問題 

 2015年度では、多くの企業が評価項目、評価結

果、今後の改善点について開示をしていない。調

査サンプルのうちこれら一連の情報を開示してい

る企業はわずか１％（２社）しかない。そのため、

取締役会の実効性評価について十分な情報を投資

家には伝えることができないため、開示の充実が

大きな課題であると考えられる。 

 

4-2．適用次年度（2016年）の開示実態 

 図６は2016年のコンプライ・オア・エクスプレイ

ンの割合を示すグラフである。適用次年度の2016年

の開示は、コンプライとする企業が84％（163社）、

エクスプレインとする企業が16％（30社）であり

2015年と比べ38％もコンプライする企業が増えてい

る。 

 

図６ 2016年度補充原則４－11③実施実態 

エクスプレイン, 
30社

コンプライ, 
163社
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 図７は2016年にコンプライした企業の評価方法の

内訳について示した表である。コンプライした163

社のうち、ヒヤリングと回答した企業が７％（11

社）、アンケートが53％（87社）、ヒヤリングかつ

アンケートが14％（23社）、取締役会の一部代表で

行われる意見交換会が３％（４社）であった。具体

的な評価手法を用いて実効性評価を行っている企業

は合計77％（125社）となった。コンプライした企

業のなかでも実効性評価を今後開示予定と開示する

企業が27社減少し１％（２社）となった。具体的な

評価方法がない評価をする企業「事前説明を行う」

「体制について説明」「具体的な評価手法の記載な

し」「その他」を合計し、2015年と比べるとそれら

の開示をした企業の割合が減少した。2015年と比べ

具体的な評価手法を用い実効性評価を行った企業は

42％（94社）も増加している。 

 

図７ 2016年度コンプライ評価手法内訳 

ヒヤリング, 11社

アンケート, 87社
ヒヤリング・

アンケート両方, 
23社

意見交換会, 4社

事前説明を行う, 
2社

体制について

説明, 10社

具体的な評価手法

の記載なし, 18社

これから実施開示, 
2社 その他, 6社

 

 

 コンプライした企業163社のうち、評価の主体に

ついて具体的な開示があった企業は94％（154社）

であり、ほとんどの企業が開示を行った。図８は開

示のあった154社を対象に評価主体を集計した結果

である。 

 コンプライした154社のうち社外取締役または監

査役が代表となり先導をとって評価したのは５社増

加し13％（20社）、第三者機関が関与している評価

は17社増加し15％（23社）である。一方で大幅に増

加しているのは、評価している「取締役会全体」で

ある。89社増加し2016年にコンプライした全体の

72％にも登った。 
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図８ 2016年度評価主体内訳 

取締役会全体, 
111社

社外取締役・

監査役, 20社

第三者機関, 
23社

 

 

 図９は2016年の評価項目、評価結果、改善点に関

する開示の有無の調査結果を示したものである。

67％（108社）が実効性評価の結果を開示し2015年

より大幅に多くの企業が取締役会の実行性が確保さ

れていると確認できた。一方で評価項目と改善点に

ついては依然として半数近くが開示をしていない。

69％（112社）の企業は取締役会の実効性を確保し

ていると記載しながらも、どのような内容が評価さ

れているかわからない。改善点についても、54％

（87社）の企業が記載していない。 

 

図９ 2016年度評価項目及び評価結果・改善策の開示状況 
 

 



 

 

 

 

29

(3）適用初年度と適用次年度の結果の総括 

 適用初年度（2015年度）は半数の企業が補充原

則４－11③をエクスプレインし、コンプライとし

た企業にも各社取り組みの度合いに違いがあり、

実効性評価の開示が不十分な企業が多数であった。

適用次年度（2016年度）には、コンプライする企

業が大幅に増加した。2015年の結果の総括で挙げ

た問題点は2016年度で改善されたのか、また新た

な問題点が生じたのか以下記述する。 

 

(1）具体的な評価手法を持たない実効性評価 

 適用初年度では具体的な評価手法を用いている

企業は35％であったのに対し、2016年度には、

77％と大幅に増加している。具体的な評価手法を

持ち取締役会実効性評価を行っている企業が大幅

に増え、この問題は改善されたと言える。しかし

ながら、2016年ではアンケート自己評価の割合が

53％と過半数を占めている。アンケートを用いた

評価手法は簡単に実施できるものの、情報の質・

量が限定されるというデメリットがある（林

［2016］）。そのため、実効性評価にどのような

手法を用いて評価を補完していくかは今後の課題

であると考えられる。 

 

(2）評価主体の独立性 

 適用初年度と比較すると、コンプライした会社

数は大幅に増加し、その結果、評価主体を開示す

る企業も増加している3。適用初年度からもっと

も増加していた評価主体は「取締役会全体」であ

り、適用初年度ではその割合は51％であったのに

対して、適用次年度では72％と二割程度増加した。

このことは適用次年度では評価主体の独立性が損

なわれている可能性があることを示唆している。 

 

(3）開示内容の問題 

 適用初年度と比べると評価項目、評価結果、改

善点の開示を行った企業は、大幅に増加した。し

かしながら、評価項目、改善点に関しては、いま

だ半数以上の企業が開示を行っていないため、改

善の余地があると言える。 

５ 本稿の調査からわかる問題点と解決策 

 本稿は、2015年度と2016年度における日経225採

用銘柄を対象に、コーポレート・ガバナンスに関す

る報告書に開示されている補充原則４－11③のコン

プライ状況とその開示内容を分析した。その結果、

2015年度に補充原則４－11③をコンプライする企業

が非常に少なかったことがわかった。また、コンプ

ライしたとしても、取締役会実効性評価に関する十

分な開示がされていないことも明らかとなった。加

えて、取締役会の実効性評価として評価手法、評価

主体の独立性に問題があることを発見した。その開

示内容も企業ごと詳細に開示されていたり、希薄で

あったり企業間に差が見られた。 

 2016年にはコンプライする企業が大幅に増えコン

プライ率には改善が見られた。また、開示内容も改

善されており、適用初年度に比べると実効性評価に

関する情報開示は充実してきている。しかしながら、

①評価手法、②評価主体の独立性、③開示内容には

いまだ課題があることを本稿は明らかにしている。 

 ここでは、2015年度と2016年度の取締役会実効性

評価の開示実態の調査で明らかとなった①評価手法、

②評価主体の独立性、③開示内容の問題点について

の解決策を提示する。 

 

(1）評価手法 

 取締役会は改革・改善すべき課題はないかを発

見しその課題について改善につながるような実効

性評価を行わなければならない。2016年度の開示

結果ではアンケートのみを行い課題を抽出してい

る企業が多く見受けられたが、調査サンプルの中

にも、アンケートとヒヤリングのどちらも行うこ

とで、より一層深掘りしている企業も見受けられ

た。ヒヤリングも行うことで、アンケートで抽出

された課題の詳細やその背景について明らかにす

ることができる。そのため、アンケートとヒヤリ

ングを併用することによって評価手法が改善され

ると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

───────────── 
３ ただし、2016年度においても評価主体を開示していない企業が9社存在し、約6%が評価主体を開示していない。 
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(2）評価主体の独立性 

 実効性評価とは、取締役会の課題抽出とその改

善ために行われる取り組みであるため、内部者だ

けで客観的な評価をすることは難しい。また、実

効性評価を行った企業の中でも第三者機関を利用

する企業は2016年度で15％と非常に少ない。取締

役会の果たされるべき役割のうち「経営戦略の策

定プロセス」、「社外取締役のビジネスに対する

理解度」、「取締役の指名と報酬」についての取

締役会による評価は株主からの理解を得ることが

難しく、第三者機関に依頼するなどの対策が考え

られる。特に指名と報酬の機能は適切に機能して

いるかどうかを第三者視点で評価することは株主

にとってガバナンスリスクを判断する上で極めて

重要な要素となり得る（酒井［2017］）。 

 英国では、取締役会の実効性評価は1990年代か

ら実施され日本よりも先進的である。2010年に制

定された英国のコーポレートガバナンス・コード

では、ＦＴＳＥ350の企業に対して、外部の専門

機関を関与させた取締役会実効性評価を３年に１

度実施し、外部の専門機関の名称を年次報告書に

記載することを求めている（ＦＲＣ［2016］,The 

UK Corporate Governance Code, B.6.2）。こう

した外部機関の関与は日本においても「スチュ

ワードシップコード及びコーポレートガバナン

ス・コードのフォローアップ会議」の意見書で指

摘されている4。そのため、本稿は評価主体に第

三者機関を取り入れ、その機関の名称を公表する

ことにより、評価の独立性が担保されると考える。 

 

(3）開示内容 

 企業が課題を認識するために、どのような観点

で実効性評価を行っているかどうか（項目）、そ

の観点について自社ではどのような状況だと踏ま

え課題を認識し（結果）、またその改善点に対し

具体的な取り組み（改善点）といった情報が読み

取れる開示であれば実効性評価に関する理解がよ

り深まるはずである。取締役会実効性評価が先進

的である英国の開示では項目とその結果、自社の

現状共に各年度の課題機能をどのように改善して

いくのかについてわかりやすく記載されているの

が特徴である。英国を含む欧州企業の取締役会評

価に係る開示を見ていくと、そのほとんどに評価

の結果としての「課題」と「今後の取り組み方

針」が開示されている（小林［2016］）。そのた

め、欧州企業にならって評価の結果としての「課

題」や「今度の取り組み」を積極的に開示するこ

とにより開示内容が充実すると考えられる。 

 以上三点の問題点と解決策から日本における取

締役会の実効性評価は、未だ株主を始め利害関係

者に還元される開示ではないと言わざるを得ない。

基本原則４では取締役会の目的は会社の持続的成

長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力、

資本効率等の改善を図ることとし、その目的を果

たすために、取締役会の役割と責務として①企業

戦略の大きな方向を示す、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、③取締役の

監督を挙げている。そして補充原則４－11③では

株主を始め利害関係者に対する説明責任を果たす

為に、この役割・責務が実効的に果たされている

かどうかを評価し開示することが求められている
5。こうした取締役会の実効性評価の趣旨を理解

しＣＧコードで求められる開示を念頭に、基本原

則４を軸に評価することにより理解を深める開示

をする企業もあった6。取締役会がその役割・責

務をどのように果たしているかを踏まえ、取締役

会の実効性評価を利害関係者に十分に伝えること

により、企業の中長期的な企業価値向上につなが

ることが望まれる。 

 

 

 

 

───────────── 
４ スチュワードシップコード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議の意見書では、英国の先進的

な経験を踏まえ評価の独立性・客観性をより高める観点から外部の眼も入れた評価を行い、評価機関との利益相反関

係の有無を明らかにするため、その名称の公表を行うと言及している。 

５ スチュワードシップコード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議の意見書においてもこうした

役割・責務に照らし、取締役会の構成・運営状況等が実効性あるものとなっているかについて、実質的な評価を行い

ＰＤＣＡサイクルを確立することで、自らの取組みや実効性の評価の結果の概要について、利害関係者に分かりやす

く情報開示・説明を行うことが重要だと記載している。 

６ 例えば、花王、ＫＤＤＩ、エーザイなどは基本原則4を軸に実効性評価を行い開示していると考えられる。 
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６．終わりに 

 本稿では企業の取締役会の実効性評価の開示実態

を明らかにすると共に、実効性評価の問題点を指摘

し解決策を提言することに焦点を当て調査、分析を

行った。具体的には①評価の主体、②評価の独立性、

③開示内容の問題点を指摘し、その解決策を示した。

最後に本稿の貢献と限界について言及する。１つ目

の貢献は、評価の主体、方法、結果の概要について

分類し、取締役会の実効性評価の開示実態について

詳細な情報を提供したことである。２つ目の貢献は

定量的な開示実態の情報に基づき、取締役会実効性

評価の問題点を明らかにしたことである。３つ目の

貢献は問題点に対する具体的な解決策を提示してい

ることである。 

 こうした貢献があるものの本稿にはいくつかの限

界がある。第１に、調査サンプルが限定されている

ことである。今回の調査は日経225採用銘柄を対象

に調査を行ったものであり、調査結果は日本企業全

体に当てはまるものではない。今後は調査対象を上

場会社全体に広げる必要があるだろう。第２に、分

析手法の主観性である。本稿はコーポレート・ガバ

ナンスに関する報告書で開示されている内容を独自

に区分し、その分析結果を示している。その区分は

可能な限り客観的な視点から分類基準を設けている

ものの、企業の開示内容は多岐にわたっているため、

開示内容の分類に主観が含まれていないとは限らな

い。以上の点は本稿の限界であるものの、本稿は未

だ明らかとなっていない取締役会の実効性評価の開

示実態を明らかにし、その問題と解決策を提示した

点で意義あるものだと思われる。 
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第９回プロネクサス懸賞論文 佳作 

 

「機関投資家による議決権行使に係る開示の実態と影響 

―買収防衛策議案への投票データを用いた分析と提言―」 

 

 

岩田 聖徳（一橋大学大学院 商学研究科） 
 

第１節 はじめに 

 本稿の目的は、機関投資家による議決権行使結果

の開示に係る論点を検討し、議決権行使を通じた企

業と投資家の対話を改善するための政策運営に資す

る分析結果を提供することにある。本テーマに着目

した理由として、以下の３つが挙げられる。 

 第１に、機関投資家の活動をめぐる制度の変革が

起こったことである。日本版スチュワードシップ・

コードに関する有識者検討会（2014）「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≫～投資と対話を通じて企業の持続的成長を

促すために～（以下「日本版ＳＣ」と表記する）の

公表から３年が経過した本年、同コードに新たな文

面が盛り込まれた。その中で、従来は議案の種類毎

の集計結果公表を求めるに止めていた機関投資家に

よる議決権行使結果を、個別企業・議案ごとに開示

するよう求め、それに従わない場合は理由を説明す

べきとする旨の記述が追加された。日本版ＳＣ制定

の背景にある問題意識は、図１に示すような日本企

業の株主構成の変化にある。外国人投資家に代表さ

れる機関投資家の株式市場における存在感は、年々

増大している。 

 第２に、機関投資家による議決権行使行動の変化

が、投資先企業の行動に対し影響を与えると期待さ

れることである。日本版ＳＣは、企業側の行動指針

を規定する東京証券取引所 (2015) 「コーポレート

ガバナンス・コード ～会社の持続的な成長と中長

期的な企業価値の向上のために～」（以下「ＣＧ

コード」と表記する）と両輪を成し、機関投資家と

投資先企業の対話を促進するための指針である。こ

うした指針の最終的な目的は、日本企業の統治改革、

ひいては企業価値の向上にある。企業統治改革は、

2013年に「日本再興戦略2013 ―JAPAN is BACK―」

が公表されて以降、安倍政権下の経済政策における

重要な課題として捉えられている。 

 第３に、本稿が想定するような経済政策等の効果

の検証が、近年の制度運営において重要視されてい

ることが挙げられる。本年５月、我が国政府におけ

る統計改革推進会議の最終とりまとめが公表され、

証拠に基づく政策立案（ＥＢＰＭ）の重要性とそれ

に基づく改革の方針が示された。本稿の目的は、機

関投資家の議決権行使を通じた企業統治改革を目的

とした日本版ＳＣ改訂の影響に関する証拠の提示を

行うことにある。その意味で、本懸賞論文の「上場

企業のディスクロージャー・ＩＲをより効果的・効

率的なものとするための研究および提案」という目

的意識に沿うものであると考えている。 

 

図１ 所有者別持株比率の推移（％） 
 

（2016年度株式分布状況調査の調査結果について（東京証券取引所）より筆者作成） 



 

 

 

 

33

 本稿の構成は以下の通りである。第２節では日本

版ＳＣ改訂の目的と期待される変化を論じ、第３節、

第４節で機関投資家による情報開示の実態調査を行

う。第５節では本稿で対象とする買収防衛策議案に

ついての議論をレビューする。第６節では投資家側

の投票行動の変化を分析し、第７節では議決権行使

行動を受けた企業側の行動を分析する。第８節では、

分析全体のまとめと提言を記述する。 

 

第２節 制度改訂の目的 

 議決権行使結果の個別開示の目的は、機関投資家

による投票行動を、アセットオーナー等の外部の主

体から観察可能にすることである。アセットオー

ナーは大口の資金を集め、投資信託等の運用機関へ

運用を委託する存在である。運用機関は投資先企業

を選定し、アセットオーナーや顧客に対する説明責

任を負う主体である。彼らは議決権行使に係る判断

基準を予め開示し、それに従って議決権行使を行っ

ている。改訂前の日本版ＳＣでは、当該議決権行使

の結果を議案の種類ごとに集計して開示することが

求められていた。しかし、「スチュワードシップ・

コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォ

ローアップ会議」意見書(3)において、個別企業の

状況を勘案した議決権行使を行っているか否か、あ

るいは投資先企業との取引関係や系列企業の利害を

考慮した投票がなされていないかどうかを判別でき

ないとの懸念が示された。今回の日本版ＳＣ改訂で

個別開示が盛り込まれたのは、同意見書の指摘を勘

案したものである。Bebchuk et al. (2017) は、機

関投資家によるスチュワードシップ活動にコスト・

ベネフィットの制約が存在し、またビジネス上のデ

メリットが存在する場合にスチュワードシップ活動

が制約されるという論理を展開している。 

 

図２ 日本版ＳＣ改訂以前の各主体の関係性 
 

（筆者作成） 

 

 個別開示の導入によって、運用機関による議決権

行使行動の質的な側面をアセットオーナーが評価し

やすくなることが期待される。また、運用機関ない

しその親会社と取引関係のある投資先企業について

も投票結果を確認できるため、先述の不透明な議決

権行使が行われていないかどうかも観察可能となる。

アセットオーナーはそうした評価に基づく資金の割

り当てを行うことで、運用機関がより透明性ある実

効的な議決権行使を行うよう規律付けをする役割が

期待される。 
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図３ 個別開示によって想定される関係性の変化 
 

（筆者作成） 

 

第３節 機関投資家による議決権行使基準の開示状

況 

 先述の通り、日本版ＳＣを受け入れた機関投資家

には、議決権行使判断基準の開示が求められている。

投票結果の個別開示は、機関投資家による明確な議

決権行使基準の策定・公表と合わさって初めて外部

からの実効的な評価を可能にするものである。 

 表１では、金融庁が公表している、日本版ＳＣを

受け入れた機関投資家のリストから手収集した個々

の機関投資家の議決権行使基準の開示状況をまとめ

ている。多くの投資家は、自身のスチュワードシッ

プ活動における基本的な考え方と議決権行使に際し

て判断を行う体制についての説明を行ったのち、個

別議案についての検討事項を記載している。ただし、

個別議案についての検討事項を記載していない投資

家も多く、またその判断基準の明確性もまちまちで

ある（例えば「一定期間業績が低迷している」と

「ＲＯＥ５期連続５％以下」など）。 

 本研究で対象とする買収防衛策についてはかねて

から株主の反対が多い議案であり、議決権行使に際

して厳格な基準を定めている投資家も多い。特に投

資信託については反対意見が根強く、買収防衛策に

ついて判断基準を開示している49社のうち、19社が

当該議案について基本的に反対票を投じる旨を記述

している。信託銀行や生保・損保に分類される投資

家は一定の形式的基準を定め、それを満たさないも

のは反対するとしている。当該議案については、主

に投資信託が厳しい姿勢を取っているものと考えら

れる。 

 

表１ 日本版ＳＣ受入投資家214社の議決権行使方針開示状況： 

投資家種別(企業数) 
基本的な考
え方 

取締役の選
任・取締役
会 

社外取締役
の選任 

監査役の選
任・監査役
会 

社外監査役
の選任 

定款変更 
剰余金の処
分 

全体(214) 152 73 55 66 53 53 61

信託銀行等(7) 7 6 5 6 5 5 4

投信・投資顧問等 
(152) 

110 46 33 41 31 35 38

年金基金等(26) 14 9 8 9 9 7 9

生保・損保(22) 18 10 7 8 6 4 8

その他助言会社等(7) 2 2 2 2 2 2 2
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投資家種別(企業数) 
役員報酬
枠、役員賞
与 

退職慰労金
ストックオ
プション 

財務戦略・
事業内容変
更 

買収防衛策 株主提案 その他 

全体(214) 66 55 55 66 63 54 51

信託銀行等(7) 6 6 5 6 4 5 5

投信・投資顧問等 
(152) 

40 36 37 44 41 34 35

年金基金等(26) 9 2 3 8 7 8 7

生保・損保(22) 9 9 8 7 9 6 2

その他助言会社等(7) 2 2 2 1 2 1 2

（各社議決権行使方針に関する開示資料より筆者作成） 

 

第４節 機関投資家による議決権行使結果の個別開

示 

 本節では、個々の機関投資家による議決権行使結

果の開示状況を概観する。金融庁作成のリストから、

投資家種別毎に日本版ＳＣ受入投資家の数、集計開

示を行っている投資家の数、個別開示を行っている

投資家の数を表２に集計した。議決権行使助言会社

等は自身で投資をしていないため、調査対象から外

している。 

 個別開示を既に行っている機関投資家は全体で40

社であった。全体のうち32社が投資信託であり、残

りは信託銀行４社、生保・損保に分類される投資家

４社である。年金基金については個別開示が観察さ

れなかった。彼らは投資信託等への運用委託を行う

ことから、個別開示の必要性が低いためと考えられ

る。 

 開示の対象期間としては、2017年４月～６月総会

分を開示した企業が15社と最も多かった。ほか、

2017年６月分のみを開示した企業が６社、2016年７

月～2017年６月の１年分を開示した企業が６社存在

する。また一部の海外機関投資家は、2016年ないし

それ以前から企業・議案ごとの賛否を個別に開示し

ている。 

 個別開示を行っていない企業は、日本版ＳＣの各

原則に関する開示資料のなかでその理由を説明して

いる。保有銘柄の殆どが未上場企業であるため、投

資顧問業を専門とし自身で投資を行っていないため、

重要情報のため顧客やアセットオーナーにのみ個別

で開示するに留める等といった記述が多く見られた。 

 

 

 

表２ 日本版ＳＣを受け入れた機関投資家の議決権行使結果に関する開示状況 

 信託銀行等 投信・投資顧問1 年金基金 生保・損保 

日本版ＳＣを受け入れた投
資家の数 

7 152 26 22

集計開示 5 75 17 16

個別開示 4 32 0 4

（各社Ｗｅｂページ掲載の開示資料より筆者作成） 

 

 

 

 

 

───────────── 
1 投信・投資顧問に分類される企業の中には、日本版ＳＣを受け入れた同一グループ企業が別個の企業としてリストに

載っているが、投票結果の開示は親会社のものに纏まっている例が幾つか存在した（Alphagen Capital Limitedの投

票結果がJanus Henderson Investorsのものに纏められている等）。 



 

 

 

 

36

第５節 買収防衛策継続議案 

 本稿では、分析対象を買収防衛策の導入・継続に

関する議案に絞っている。本節では、同議案に着目

した背景、および買収防衛策に関する前提の議論を

記述する。 

 買収防衛策は、濫用的な買収行為から企業や株主

を守るためのものである。反面、短期的な買収の脅

威による経営者への規律付けを弱める、現経営陣の

保身に利用される等の負の側面も指摘されている。

ＣＧコードにおいても、原則１－５として買収防衛

策が経営陣・取締役会の保身を目的としてはならな

い旨が記載されている。そうした議論と整合的に、

多くの機関投資家が買収防衛策を議決権行使の際に

精査すべき事項と考えており、反対姿勢を明確にす

る投資家も多い。そのため多くの機関投資家が具体

的な判断基準を定めているため、賛否の理由が明確

である。個別開示の影響を分析する上では、明確な

基準に基づく積極的な反対票が想定される議案に着

目すべきと考えたため、本稿では買収防衛策議案を

取り上げることとした。 

 買収防衛策には多種多様な形式があるが、本研究

では一般的に株主総会議案として上程される、事前

警告型買収防衛策を取り扱う。これは、買付者に情

報提供を求め、対象企業の取締役会による評価・交

渉を行う上でのルールを定めるものである。その上

で、不適切な買収と判断される場合に新株予約権の

発行等の対抗措置を発動するというしくみである。

事前警告型買収防衛策の利点は、対抗措置発動時の

法的リスクが少ない点にある。議決権の確保を目的

とした事後的な対抗措置としての増資は、通常不公

正な新株発行として差し止めの対象となる。しかし、

株主総会を経て導入された事前警告型買収防衛策で

あれば、発動の際に妥当性を主張しやすい2。 

 公開買付発生時の株主保護については、平成18年

改正金融商品取引法においても取り扱われている。

同法では、公開買付者に対し公開買付届出書の提出

や買付期間の設定、公平な条件の確保等を義務付け

ている。よって、同法も濫用的買収を防止するため

の法的措置として位置付けられる。事前警告型買収

防衛策は、金商法で定められた公開買付のフローの

中に、取締役会による検討・交渉の期間と対抗措置

の選択肢を追加するものであるといえる。 

 

図４ 金商法と買収防衛策の位置づけ（図解） 
 

 

（金融庁 (2006) 、ノザワ適時開示資料（2017年５月）より筆者作成） 

 

───────────── 
2 買収防衛策の法的位置づけの詳細は、渡邊・辺見（2005）を参照。 
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 買収防衛策については、我が国政府も論点の整理

を行っている。2005年５月には、経済産業省・法務

省より「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上

のための買収防衛策に関する指針」が公表され、買

収防衛策導入の際に考慮されるべき３つの原則（企

業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前

開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原

則）が示された。また同指針において、東京高裁四

類型3や強圧的二段階買収にあたる買付に対する買

収防衛策、及び情報提供や判断・交渉の時間を提供

するための防衛策には正当性があるとの認識が示さ

れている。2008年６月には、企業価値研究会より

「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り

方」が公表され、対抗策の発動時の指針が示された。

現存する買収防衛策は、上記の議論をふまえた仕組

みとなっているにもかかわらず、投資家からの批判

が多い施策なのである。表３に、買収防衛策に対す

る機関投資家の一般的な判断基準としてISS、GLASS 

LEWISの基準を示す。これを見ると、具体的なス

キームやガバナンス体制に関する基準が殆どである

ことがわかる。個別の機関投資家の基準には、情報

開示や業績を考慮する旨の記述も見られる。こうし

た基準は、単に指針や法的論点を押さえていれば達

成されるわけではない。 

 

表３ 買収防衛策議案に関するISS、GLASS LEWISの判断基準 

Institutional Shareholder 

Services 

・出席率に問題のない社外取締役比率１／３以上（複数名） 

・取締役任期１年 

・特別委員会の委員全員が独立性ある社外役員である 

・発動水準が株式の20％以上の買付に限定 

・有効期間３年以内 

・他に防衛策として機能するものがない 

・招集通知が総会４週間前までに掲載 

GLASS LEWIS ・株式の20％以上の買付を発動条件とする 

・取締役会の独立性 

・第三者委員会の独立性 

・検討期間が90日以内（延長含め120日以内） 

・大規模買付者に対する金員交付 

・過剰な持ち合いの有無 

（ISS、GLASS LEWISの2017年版ガイドラインより筆者作成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

───────────── 
3 東京高裁決定平成17年3月23日（ニッポン放送事件）で示されたグリーンメーラーによる買収、焦土化経営目的の買収、

買収者側の債務の担保や弁済に流用する目的での買収、一時的な高配当や株価の高価売り抜け目的の買収の4つを指す。 
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第６節 日本版ＳＣ改訂を契機とした機関投資家の

行動変化 

 

6.1 仮説構築 

 第２節では、機関投資家が必ずしも投資先企業の

価値を最大化しない状況が存在することを指摘した。

その上で、個別開示の導入によってアセットオー

ナーによるモニタリング機能が強化され、実効的な

議決権行使行動をするよう運用機関への規律付けが

起こることが期待されると論じた。また第４節では、

個別開示を受け入れた主体のほとんどが、外国人投

資家を含む投資信託であることを指摘した。株主構

成と議決権行使の関係を研究した月岡（2017）では、

投資信託、年金基金、外国人投資家の持株比率が高

い企業ほど議案への反対率が高いことが示されてい

る。個別開示の目的は、そうした主体に対してより

積極的な投票行動を喚起するものである。以上の議

論を踏まえ、本節では以下の仮説を検証する。 

仮説１：外国人投資家と投資信託は、日本版ＳＣ改

訂を機に買収防衛策に対する反対率を増加させる。 

 

6.2 分析手法 

 本節では、日本版ＳＣ改訂前後の買収防衛策議案

に対する賛成率を被説明変数とし、各株主種別の持

株比率を説明変数とした重回帰分析を行う。モデル

は月岡（2017）にならい、以下のものを用いる4。

本研究での関心は日本版ＳＣ改訂前後で投資信託・

外国人投資家が賛成率に与える影響に変化があるか

否かであるため、月岡（2017）のモデルに当該投資

家の持株比率と日本版ＳＣ改訂前後を識別するダ

ミー変数との交差項を追加する。業績に関するコン

トロール変数については、第３節の調査において機

関投資家が議決権行使に際してＲＯＥを基準とする

ケースが多く見られたため、本研究ではＲＯＥを用

いる。 

 

 
 

 

 voteforは、個別企業の買収防衛策導入議案の賛

成率である。foreignは有価証券報告書記載の外国

法人等に分類される株主の持株比率、mutualは投資

信託の持株比率である。finは有価証券報告書記載

の金融機関に分類される株主の持株比率、pension

は年金基金の持株比率である。postは2014年のデー

タであれば０、2017年のデータであれば１をとるダ

ミー変数である。ＲＯＥは、過去５期のＲＯＥの平

均である5。foreign*post、mutual*postは、それぞ

れ外国法人等、投資信託の持株比率と日本版ＳＣ前

後を識別するダミー変数との交差項である。 

 

6.3 サンプリングとデータ 

 本分析で対象とする企業は、個別開示の対象とな

る本年４月から、９月末までに株主総会を開催した

東京証券取引所一部・二部に上場する企業2242社の

うち、2017年に買収防衛策の継続に関する議案を上

程した企業123社である。そのうち110社は2014年の

株主総会において買収防衛策議案を上程しており、

年度による影響を除くため当該110社に対象を絞る6。

次 に 、 そ れ ぞ れ の 企 業 に つ い て 日 経 NEEDS 

Financial Questより2014年決算期末、2017年決算

期末の金融機関持株数、外国法人等持株数、投資信

託持株数、年金持株数を取得し、１企業について

2014年・2017年の持株比率データのペアを作った。

賛成率、株主構成に係る全てのデータが取得可能で

あった110企業・年をもって、最終的なサンプルと

する。表４では各変数についての基本統計量を示し

ている。 

 

 

───────────── 
4 本稿は機関投資家の行動変化にフォーカスするため、その他法人等・個人その他の持株比率はモデルに入れていない。

また月岡（2017）では総資産規模や負債比率をコントロールしていたが、本研究では有意な係数が得られなかったた

めモデルから除外している。 

5 議決権行使に際して一定のＲＯＥ基準(５期連続ＲＯＥ５％以下であれば反対等)を設定する機関投資家が多いが、当

該基準は投資家毎にまちまちであるため本稿ではＲＯＥを連続変数として扱う。 

6 通常2017年総会を対象とした政策変更の効果を分析する上では、2016年と2017年のデータを用いて対応させるのが望

ましい。しかし一般に買収防衛策は毎年更新される議案ではないため、本稿では前回の議案上程時のデータを用いる。

なお、2014年４月～９月末の総会は日本版ＳＣ施行の後であるため、同コードの施行による影響は2014年の賛成率

データに織り込まれているものと考える。 
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表４ 基本統計量： 

 平均 標準偏差 最大値 中央値 最小値 標本数 

votefor 0.780 0.095 0.953 0.777 0.537 110

foreign 0.114 0.079 0.330 0.102 0.001 110

mutual 0.036 0.023 0.107 0.029 0.001 110

fin 0.274 0.091 0.453 0.271 0.063 110

pension 0.012 0.009 0.047 0.010 0.001 110

post 0.5 0.502 1 0.5 0 110

ROE 0.052 0.043 0.221 0.049 －0.090 110

（筆者作成） 

 

6.4 分析結果 

 表５では、上記のモデルについて重回帰分析を

行った結果を示している。列(1)は持株比率と年ダ

ミーの交差項を追加しないで行った、各株主種別の

持株比率が買収防衛策議案賛成率に及ぼす影響に関

する分析である。そして列(2)が、列(1)の分析に交

差項foreign*post、mutual*postを追加した分析で

ある。列(1)ではfinとＲＯＥの係数が正に有意、

foreign・mutual・postの係数が負に有意となって

いる。持株比率と年ダミーの交差項を加えた列(2)

の分析では、年ダミーの係数が有意ではなくなった。

交差項に着目すると、foreign*postの係数は有意で

なく、mutual*postの係数が負に有意となっている。

交差項を組み込んだモデルでも、mutualの係数は負

に有意となっている。pensionは、どちらのモデル

においても係数は負であるが有意ではない。 

 この結果から、以下のような解釈ができる。まず、

金融機関に分類される株主は比較的賛成票を多く投

じる傾向にある。信託銀行や生保・損保は議決権行

使基準を具体的に開示しているケースが多かったも

のの、投資信託・外国法人等の投資家よりも緩いも

のが多かった。また金融機関には銀行等も含まれて

おり、そうした株主が反対票を投じにくいためにこ

うした結果となった可能性がある。外国法人等に分

類される株主は、2014年も2017年も一貫して反対票

を多く投じていることが読み取れる。海外投資家の

反対率が高いことは伊藤レポートや月岡（2017）等

でも指摘されており、これも自然な結果といえよう。

日本版ＳＣ改訂前後の変化については、列(1)の結

果から全体として改訂後の賛成率が低くなっている

ことが分かる。さらに列(2)の分析結果から、特に

投資信託が反対率を増加させたことが、改訂前後の

賛成率変化に大きな影響をもたらしていると考えら

れる。このことは、投資信託会社が反対票を投じる

上で何らかの障壁が存在していたことを示唆する結

果でもある。また、平均してＲＯＥの高い企業ほど

賛成票を多く得られることも明らかとなった。 

 総括すると、外国法人等・投資信託の持株比率が

高い企業ほど買収防衛策導入議案の賛成率が低く、

投資信託については個別開示制度の対象となる2017

年総会で、前回の投票時よりも反対票を増加させて

いると結論付けられる。日本版ＳＣ改訂の目的が機

関投資家の積極的な議決権行使行動によるモニタリ

ングを喚起することであるとするならば、同政策は

一定の効果をもたらしたものと考えられる。ただし、

反対票が増えることを以て実効的な議決権行使が行

われたと結論付けることは、必ずしも適切でないと

いうことには留意する必要がある。 
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表５ 回帰結果：株主構成が買収防衛策議案賛成率に及ぼす影響 

被説明変数：votefor 

説明変数 (1) (2) 

Intercept 0.862 0.845

 (0.000) *** (0.000) ***

foreign －0.693 －0.673

 (0.000) *** (0.000) ***

mutual －1.499 －0.809

 (0.000) *** (0.036) **

foreign＊post 0.015

 (0.920)

mutual＊post －1.305

 (0.011) **

fin 0.213 0.208

 (0.001) *** (0.001) ***

pension －0.673 －1.026

 (0.307) (0.121)

post －0.048 －0.005

 (0.000) *** (0.795)

ROE 0.451 0.411

 (0.000) *** (0.001) ***

Adjusted R＾2 0.692 0.710

N 110 110

（筆者作成） 
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第７節 企業側が認識する反対リスクの決定因子と

その影響 

 

7.1 仮説構築 

 前節では、日本版ＳＣの改訂によって投資信託の

反対投票が増加したことを明らかにした。とはいえ、

第１節で論じたように、日本版ＳＣはＣＧコードと

両輪を成して日本企業の統治改革を最終的な目的に

据えている。当然、機関投資家による積極的な議決

権行使は、企業行動に影響を及ぼすものでなければ

ならない。そこで本節では、外国人投資家・投資信

託による積極的な反対投票に直面する企業が、機関

投資家の意見を意識した行動を取っているのか否か、

またそうした行動が見られる場合、企業側がどのよ

うなリスクを認識して当該行動を起こしているのか

という点を明らかにしたい。本稿で対象としている

買収防衛策については、そのスキームや運用体制に

対し投資家の関心が高いことは第５節でも論じた通

りである。企業側が投資家の意見を強く意識してい

るのであれば、そうしたスキームや体制が投資家か

ら評価されるものになっているはずである。あるい

は買収防衛策に対する機関投資家の反対の根強さか

ら、防衛策の廃止をもって規律付けが生じているも

のと考えることもできるだろう。よって、本分析で

は以下の仮説を検証する。 

 

仮説２：外国法人・投資信託による持株比率の高い

企業の買収防衛策に関するスキームや体制は、機関

投資家により評価されやすいものとなっている。 

仮説３：外国法人・投資信託による持株比率の高い

企業について、買収防衛策の廃止が観察される。 

 

7.2 分析手法 

 仮説２に対応する分析では、同じ機関投資家がど

の買収防衛策議案に賛成し、どの議案に反対票を投

じているのかを調査し、賛否とその理由を個別企業

毎に記録する。外国法人・投資信託による持株比率

が高い企業ほど当該機関投資家群の賛成票を多く集

めている場合、当該企業は投資家に評価されやすい

スキームや体制を構築しているものとみなす。また、

仮説３は、買収防衛策の非継続を公表した企業の外

国法人・投資信託による持株比率を計算することで

検証する。 

 

7.3 サンプリングとデータ 

 仮説２の分析では、2017年４月～９月に買収防衛

策議案を株主総会に上程した企業のうち、外国法人

等・投資信託の持株比率を取得できる92社を分析対

象企業とする。 

 同じ機関投資家による投資先企業毎の賛否結果は、

第４節で示した個別開示を行っている40機関投資家

の個別開示データを用いる。ただし、当該機関投資

家の中には、保有銘柄数が極めて少ない投資家も多

く存在した。そのため、少なくとも70以上の銘柄に

投資している機関投資家16社に絞って分析すること

で、銘柄保有数の偏りを小さくして分析を行った。 

 仮説３の分析では、買収防衛策の非継続に関する

ニュースリリースをプロネクサス社ｅｏｌデータ

ベースで検索し、該当する企業30社を抽出した。な

お、30社のうち外国・投信比率が取得できたのは28

社であった。 

 

7.4 仮説２の検証結果 

 上記の分析を行った結果を、表６に示している。

行使数は、先述の16機関投資家のうち、何社の個別

開示データに保有銘柄として記載されているかを表

している。賛成数は、その中の賛成票の数である。 

 外国・投信持株比率上位10社（比率30％超）の企

業群のうち、６社は行使数の半分以上の賛成を得て

いる。反面、当該６社を除くと賛成数が行使数の半

分以上となる企業数は全体で５社に留まる。このこ

とから、議決権行使において積極的に反対票を投じ

る投資家の持株比率が極めて高い企業について、規

律付けが生じている可能性が示唆される。この場合、

企業側は買収防衛策議案が否決されてしまうリスク

を認識してより良い評価を受けやすいスキームや体

制を構築していると考えるのが自然な解釈であろう。

ただし、外国・投信持株比率が平均より低い企業の

中にも行使数の半数近い賛成票を得ているケースが

数例観察された。そうした企業に生じた規律付けは、

否決される危険性とは異なるリスクの認識によるも

のかもしれない。 
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表６ 外国・投信持株比率と個別開示投資家の投票結果 

 会社名 賛成率 外国投信比率 賛成数 行使数 

１ Ａ社 55.4％ 47.9％ 6 16

２ Ｂ社 69.1％ 40.0％ 10 16

３ Ｃ社 70.2％ 39.9％ 8 16

４ Ｄ社 71.8％ 38.1％ 6 16

５ Ｅ社 53.7％ 36.0％ 4 16

６ Ｆ社 71.0％ 34.7％ 11 16

７ Ｇ社 72.3％ 34.6％ 9 16

８ Ｈ社 72.3％ 30.5％ 12 16

９ Ｉ社 53.7％ 30.4％ 1 16

10 Ｊ社 74.9％ 30.3％ 8 16

11 Ｋ社 76.7％ 30.3％ 0 5

12 Ｌ社 62.9％ 30.3％ 6 16

13 Ｍ社 62.9％ 30.2％ 4 16

14 Ｎ社 59.6％ 29.6％ 3 16

15 Ｏ社 64.5％ 28.6％ 2 16

16 Ｐ社 69.8％ 28.4％ 3 16

17 Ｑ社 62.8％ 28.1％ 4 16

18 Ｒ社 50.8％ 28.0％ 2 16

19 Ｓ社 58.0％ 27.2％ 1 16

20 Ｔ社 65.3％ 26.3％ 2 16

… … … … … …

88 Ｕ社 87.4％ 3.0％ 0 10

89 Ｖ社 79.2％ 2.1％ 2 11

90 Ｗ社 88.7％ 1.1％ 0 1

91 Ｘ社 81.1％ 1.1％ 0 0

92 Ｙ社 89.5％ 0.2％ 0 1

 平均 75.1％ 17.6％ 3 12.6

（筆者作成） 
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 ただし表６は、反対を投じられやすい企業が「投

資家に評価されるスキームや体制を構築している」

のか否かについての答えを与えていない。そこで以

下では、具体的にどういった基準によって上述の投

票結果が生じたのかを確認する。表７では、反対理

由まで具体的に開示していた信託銀行３社の文言を

記録しカウントしたものを示している7。多くの場

合、スキームの適切性を理由として反対票が投じら

れていることが見て取れる。当該理由の開示に関し

ては、全ての議案について「スキームが適切でな

い」程度の一文に纏められているが、各投資家の基

準と照らし合わせることで、どのスキームが反対理

由であったかを類推できる。例えば、Ａ信託銀行に

よるＡ社への反対投票は、対抗手段発動前に必ず株

主総会を開催するフローが設定されていないことが

主たる理由であると考えられる。スキームに次いで

多い反対理由は、独立委員会の独立性、社外取締役

の人数である。買収防衛策導入の適切性については

外部の株主が判断しにくいために、独立した第三者

の意見が十分に反映されたものであるか否かという

点が重要な基準となっているのかもしれない。当該

基準を概観すると、先述の賛成数が多い企業群は平

均して「投資家に評価されるスキームや体制を構築

している」と言えそうだ。こうした反対理由の開示

は、投資先企業が機関投資家の意見に関して認識を

深められるという点において、良い対話の材料であ

ると思われる。 

 

表７ 買収防衛策の主要な反対理由となる基準： 

スキームの適切性 独立委員会独立性基準 検討期間基準 業績基準 社外取締役人数基準

70 15 6 6 7 

（筆者作成） 

 

 表８に、本節で分析対象とした個別開示を行う40

投資家の投票結果を集計したものを示しておく。第

３節の議論と整合的に、投資信託が最も反対票を積

極的に投じていることがわかる。逆に生命保険は、

比較的反対票を投じにくい主体であることも示唆さ

れる。表５の回帰分析では金融機関の種別に含まれ

ていたため結果が出なかったが、信託銀行４社につ

いては積極的に反対票を投じていることも読み取れ

る。 

 

表８ 個別開示を受け入れた機関投資家の種別毎の投票結果： 

 信託銀行（４社） 投資信託（22社8） 生命保険（４社） 

賛成数 112 142 133 

行使数 328 1061 172 

（筆者作成） 

 

7.6 仮説３の検証結果 

 最後に仮説３に対応する、買収防衛策の廃止につ

いての調査結果を記述する。買収防衛策を廃止した

サンプル28社の外国・投信持株比率の平均は31.7％

であり、最も多い企業では51.2％の株式を保有され

ていた。本年４月～９月に買収防衛策議案を上程し

た先述のサンプル92社の外国・投信持株比率の平均

が17.6％であったことを考えると、防衛策を廃止し

た企業群は平均的に大きな割合の株式を当該投資家

群に保有されていたことが分かる。これは、仮説３

と整合的な結果であり、当該企業群はより高い否決

のリスクを認識し議案の上程を取り下げたものと解

釈できそうだ。 

 ただし、廃止サンプル28社の中には、外国・投信

の持株比率が低い企業も一定数存在した。当該企業

の同議案の賛成率は基本的に高く、そうした企業が

本年買収防衛策の廃止に踏み切ったという事実は注

目に値する。7.4の分析と合わせて、個別開示を契

機とした反対投票によって企業側に意識されるリス

クが、当該議案の否決に係るものに限らないことが

示唆される。 

 

───────────── 
７ なお、表現については各社の個別議案に関する開示資料の間で軽微な差があるものの、全ての理由は短い一文で簡潔

に述べられており、分類の際に筆者の判断を要する表現は無かったことを付記しておく。 

8 行使数が0であった10社を除いている。 
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7.7 企業に規律を与える、否決リスク以外の要因 

 7.6では、外国・投信持株比率の極めて高い企業

について防衛策の改善・廃止が観察できる一方、否

決のリスク以外の要因によって規律付けが行われて

いることを示唆する事例も観察された。ここでは、

そうした企業群について追加的な考察を行う。 

 一つの仮説は、反対票が増加することによる評判

悪化のリスクである。否決の可能性が低くとも、反

対の多い議案を上程し続けることが外部からの悪評

に繋がり、何らかの悪影響を当該企業に及ぼすと認

識されているならば、彼らは反対票に耳を傾けざる

を得ないだろう。そうした評判リスクの高い企業と

して、ＪＰＸ400や日経225といったインデックスに

組み込まれる、所謂「優良企業」が挙げられる。本

節の分析対象の企業群について当該インデックスに

おける採用状況を調査したが、否決リスクが低いに

もかかわらず防衛策の改善・廃止が見られた企業が、

特に多く当該インデックスの銘柄として採用されて

いるという事実は観察できなかった。現状そうした

インデックスの選定基準として議決権行使の状況等

は考慮されていないため、インデックスへの採用如

何による規律付け効果はあまり無いとみるのが自然

かもしれない。 

 それでは、上記の評判リスクや否決リスクの低い

企業による防衛策の廃止・改善はどういった動機に

よるものだろうか。同条件に合致する企業であるＺ

社の事例を見ることで、そうした動機付けのヒント

を探りたい。同社は2004年３月、米アクティビス

ト・ファンドのスティール・パートナーズに株式の

3.46％を保有され、2007年３月期末時点では同ファ

ンドによる持株比率が14.88％にまで達した。Ｚ社

は同ファンドの持株比率が大きく上昇した2007年を

契機として買収防衛策を導入している。同社につい

て特筆すべきは、一般的に２～３年を有効期間とす

ることの多い当該施策について、１年を有効期間と

し毎年株主総会に上程しているという点である。有

効期間を勘案すると、2017年に防衛策の廃止に至っ

た企業が当該意思決定に至った理由は、2014年の日

本版ＳＣ公表、2015年のＣＧコード公表、2017年の

日本版ＳＣ改訂のうちどの潮流を意識したものであ

るかが明らかでない。しかし、毎年防衛策議案を上

程していたＺ社による本年に至っての非継続の発表

は、機関投資家の個別開示による反対そのものが何

らかの影響を与えている可能性を示唆する事例かも

しれない。外国人投資家による同社の保有比率は、

2010年時点で既に元の水準以下に落ち着いているた

め、必要性の低下のみが廃止の論拠であるとは考え

にくい。ただし、この事例だけでは一般的な結論を

導くことができなかったため、今後の分析のための

萌芽を提示するに留めたい。 

 

図５ Ｚ社の外国法人等持株比率推移 
 

（日経NEEDS Financial Questより取得） 

 

第８節 分析結果のまとめと議決権行使をめぐる対

話の改善へ向けた提言 

 最後に、本稿での分析結果を踏まえ、議決権行使

をめぐる機関投資家と投資先企業との関係改善に向

けた提言を行いたい。 

 第２節では、機関投資家による投票結果の個別開

示を導入することで、アセットオーナー等によるモ

ニタリングの強化を通じた当該機関投資家への規律

付けが期待できることを論じた。第６節の分析では、

そうした目的と整合的に、日本版ＳＣ改訂後におい

て投資信託による反対投票の積極化が観察された。

この結果は、個別開示の導入を盛り込んだ本年の日

本版ＳＣ改訂が、その目的に照らし一定の効果をも

たらしたことを示唆するものである。第７節でも、

反対票が否決リスクないし他の規律付け要因を生ず

ることで企業側の行動に影響しているという主張を
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支持する結果が得られている。しかし、第４節で示

したように、機関投資家の投票結果の開示状況はま

ちまちである。あるいは各機関投資家の議決権行使

判断基準の開示が個別開示をより効果的にするもの

であると考えるならば、第３節で論じたような基準

の未開示や曖昧な基準設定については改善の余地が

あるものと考えられる。上記の結果から、日本版Ｓ

Ｃを受け入れた機関投資家および制度運営者に対す

る以下の提言を行う。 

 

１．運用機関は、原則的に議決権行使結果を個別投

資先企業・議案ごとに開示すべきである。また、個

別開示にあたって、議決権行使判断基準を積極的に

投資先企業との対話の材料とするため、詳細な検討

基準を公開すべきである。当該基準ないし結果を開

示しない場合は、説得的な理由を開示することが求

められるべきである。 

 

 また、議決権行使に関する機関投資家との対話を

めぐっては、第７節において否決リスクが高い企業

が機関投資家に評価されるスキームや体制を構築し

ていることが分かった。よって、企業側にも機関投

資家による個別開示資料を対話の良い材料として活

用してほしいとの願いを込めて、以下の提言を行う。 

 

２．反対票の増加を懸念する企業は、機関投資家の

議決権行使判断基準に記載されている要求事項を積

極的に取り入れるべきである。特に買収防衛策のよ

うに投資家の反対が強い議案については、独立第三

者の意見が十分に反映される体制をとることで、投

資家からの賛成票を得やすくなると考えられる。 

 

 最後に、本稿の限界を指摘しておく。本稿の目的

は日本版ＳＣ改訂の効果測定であったが、個別開示

がもたらす潜在的な負の影響等は検討の範囲外とし

ている。また、企業側が反対投票による否決リスク

以外に、どのようなリスクを認識して行動を変えて

いたのかという疑問については未解決のままである。

とはいえ、主要な目的に照らして日本版ＳＣ改訂の

論点を整理し効果を実証的に示した点は、本稿の貢

献であると考えている。 
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第９回プロネクサス懸賞論文 佳作 

 

「取締役会および監査役会の特徴が 

経営者予想利益の精度に与える影響」 

 

 

野原 啓佑（東京大学 経済学部 ４年） 
 
 

第１節 本論文の目的と構成 

 本論文の目的は，取締役会および監査役会の特徴

と経営者予想利益の精度との関係を分析した上で，

コーポレート・ガバナンスの観点からよりよいディ

スクロージャーのための制度設計について提言を行

うことである。わが国では，決算短信制度を通じて

経営者予想利益が発表されることが慣例となってお

り，現在90％以上の企業が何らかの形で経営者予想

利益を開示している。先行研究では，予想利益の開

示によって情報の非対称性が緩和されることが指摘

されている（太田，2005；村宮，2005；村宮，

2011）。また経営者予想利益は株価との関連性が高

いことも報告されており（太田，2002），経営者は

株式市場における経営者予想利益の影響力から，経

営者予想利益に対してバイアスをかけるインセン

ティブを有することが報告されている（須田他，

2007；円谷，2009；奈良・野間，2011；西・金田，

2009）。誤差の大きい経営者予想利益は投資家の意

思決定を誤らせるおそれがあり，経営者には精度の

高い予想利益の開示が求められる。 

 先行研究では，株式所有者や取締役によるモニタ

リングが経営者予想利益の精度にどのような影響を

与えるか実証的に分析されている（Karamanou and 

Vafeas，2005；乙政・榎本，2008；棚橋，2016）。

また円谷(2013) では企業の外部者のアドバイスは

意思決定の楽観性を抑えるという観点から，独立取

締役・社外取締役と予想誤差の関係を分析し，社外

取締役がいると予想利益が楽観的ではなくなる傾向

があることを示している。以上の結果は株式所有者

や取締役によるモニタリングが経営者予想利益の精

度を高める効果があること，企業外部者である取締

役の助言は楽観性を抑える可能性があることを示唆

している。それに対して，社外役員が自らの専門能

力を以て経営者予想利益の策定に対しアドバイスを

行い，経営者予想利益の精度を高めるという観点か

ら，経営者予想利益の精度に与える影響について分

析した論文は存在しない。 

 また，近年の企業統治に関する議論の中では，独

立した社外取締役を複数選任することにより，取締

役会の監督機能を高めるべきであるという見解が有

力である（田中，2016）。こうした議論を受け，東

京証券取引所（以下東証とする）は，上場規定にお

いて，独立した役員を１名以上選任することを要求

し，独立した取締役を１名以上選任することが望ま

しいとしている。また，コーポレートガバナンス・

コードにおいて，独立した社外取締役を２名以上選

任することを求めている。一方で，同コードは，監

査役については，財務・会計に関する適切な知見を

有している者が１名以上選任されることを求めてい

るが，取締役については，知識・経験・能力を全体

としてバランス良く整えた取締役会の整備を求めて

いるものの，専門能力を持った取締役の選任は求め

られていない。内田(2012) によれば，一般に取締

役会には，アドバイス機能とモニタリング機能を果

たすことが期待される。ここでいうアドバイス機能

とは，経営者の助言者として，企業に不足する専門

的知識を提供する機能を指し，モニタリング機能と

は，株主の立場から経営者を監督する機能を指す

（内田，2012）。独立した取締役は厳しくモニタリ

ングを行うと考えられるが（Fama，1980），外部者

であるため情報の非対称性に直面し（内田，2012），

発揮されるアドバイス機能は限定的になると考えら

れる。以上より，現状の制度設計は取締役会のモニ

タリング機能のみを重視した制度設計といえる。 

 そこで本研究では専門性の高い社外取締役が経営

者予想利益の精度を高めているか，また独立性が高

い社外取締役が経営者の予想利益の精度を高めてい

るかについて分析を行う。一方で，監査役にはアド

バイス機能があまり期待されないこと，モニタリン

グ機能も限定的になることから，監査役会の特徴と

経営者予想利益の精度とは関連しないという仮説の

もと分析を行う。経営者の予想利益の精度は実績利

益と期初の予想利益の差額と定義し，差額が小さく

なっている場合に精度が高まったと判断する。 

 ここでいう独立した取締役・監査役とは，会社と

の利害関係を持たず，客観的な立場から業務の監督

を期待される取締役・監査役を指し，会社法上の社

外要件を満たした上で，東証が定める独立性の要件
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を満たしたものをいう。また専門能力については，

会計・企業経営の専門能力を持つ取締役・監査役に

着目する。 

 先行研究に対する本論文の特徴は，取締役と監査

役の特徴を詳細に検討し分析を行ったことである。

本論文では社外取締役が経営者予想利益の策定の段

階でアドバイス機能を発揮していると考え，専門性

を持った社外取締役が経営者予想利益に与える影響

について分析対象とした。社外取締役のモニタリン

グ機能という観点からは，独立した取締役が経営者

予想利益に対してモニタリングをしているかについ

て分析した。また監査役会の専門性と独立性が実際

に経営者予想利益の精度と関連性がないのかについ

ても分析を行った。調査の結果，監査役会の専門

性・独立性や取締役会の独立性と経営者予想利益の

精度の向上には関連性がなかった一方で，専門能力

を持った取締役は経営者予想利益の精度を高めてい

ることが示された。 

 本論文の研究の結果により，経営者予想利益の策

定に対して，専門能力を持つ取締役が自らの専門能

力を以てアドバイスを行い，経営者予想利益の精度

を高めていることが示唆された。またこの結果は取

締役会の専門性が重要であることを示しており，よ

りよいディスクロージャーのための機関設計を議論

する上で，取締役の専門性についても議論の対象に

するべきであることを示唆するものであるといえる。 

 次節以降の構成は以下のとおりである。第２節で

は仮説設定を行い第３節で分析方法を提示する。第

４節でサンプルについて説明し，第５節で分析結果

を提示する。最後に第６節で結果を要約した上で経

営者予想利益の開示に関する提言を行い，本論文の

限界点を指摘する。 

 

第２節 先行研究と仮説の設定 

第２節第１項 わが国における経営者予想利益の開

示制度 

 わが国で経営者予想利益と呼ばれるものは，主に

決算短信において業績予想として開示されるもので

あり，現在ではほとんどすべての企業において経営

者予想利益が開示されている。2017年３月期の決算

短信においては全体の96.5％の企業が何らかの形で

経営者予想利益を開示している（「平成29年３月期

決算発表状況の集計結果について」（東証上会第

895号 2017年６月２日））。 

 

96.8 96.7 96.1 96.584.7 82.7 80.0 73.7

14.2 16.1 18.8 25.2

1 2 3 4

図表1 経営者予想利益の開示状況

開示あり 2Qと通期の予想を開示 通期のみ予想を開示

 

（東証の「３月期決算短信発表状況の集計結果について」に基づき筆者作成） 

 

 一方で，2010年６月に政府が発表した「新成長戦

略」の中で，取引所における経営者予想利益開示の

在り方を検討することが示されたことをきっかけに，

従来は制度的に要求されてきた経営者予想利益の開

示について柔軟化が進んでいる。2012年３月に公表

された決算短信に係るガイドラインにより，開示の

柔軟化を目的として，経営者予想利益について実務

上の取り扱いの見直しがなされた（加籐，2012）。

この見直しにより，経営者予想利益の開示自体を行

わなくなった企業は多くなかったものの，図表１か

らわかるように第２四半期の経営者予想利益につい

て非開示とする企業が増えるなど，経営者予想利益

の情報内容は低下したとみることもできる。 

 そして東証は2017年２月に新たな決算短信・四半

期決算短信の作成要領を発表し，経営者予想利益に

ついて表形式の業績開示予想方式を参考様式から削

除した。将来予測情報について積極的な開示を求め

ているものの，今後現在の様にほぼ全企業が予想数

値の開示を行うという経営者予想の開示の形は変化

していく可能性があることから，今後の動向を注視

していく必要がある。 
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＜参考＞ 経営者予想利益の開示方法についての様式 

＜表形式＞ 

 

円銭

1株当たり 当期
純利益

第2四半期(累
計) 通期 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 %

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属 する当期純利益

3.平成**年*月期の連結業績予想(平成**年**月**日~平成**年**月**日) (%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)  

 

＜自由記載方式＞ 

 ・この記載欄には、決算発表時に開示される事項のうち投資者の投資判断上有用と上場会社が判断した情報を明瞭 ・簡潔に記載してください。 

・投資判断上有用な情報としては、配当予想や業績予想等の将来予測情報や継続企業の前提に関する事項などが考えられます。 

 

（決算短信・四半期決算短信作成要領等（2015年３月版）に基づき筆者作成） 

 

 

第２節第２項 経営者予想利益の特徴 

 本論文では取締役と監査役が経営者予想利益に与

える影響について考察するため，監査役会設置会社

を前提として議論する。 

 日本における経営者予想利益研究では，アナリス

トのコンセンサス予想と比較して，経営者予想の方

が予想の精度が高いことが示されている（太田，

2005）。また経営者予想利益開示企業と経営者予想

利益非開示企業を比較すると，経営者予想利益開示

企業のほうが情報の非対称性レベルが低く抑えられ

ていることも示されており（村宮，2011），経営者

予想利益は経営者自身で予想情報を提供することに

よって，経営者と投資家の情報の非対称性を緩和し

ていると推察できる。 

 また株主資本簿価，当期利益，経営者予想利益の

中で経営者の予想利益が最も株価との関連性が高い

ことが示されており（太田，2002），経営者は株式

市場での影響力の大きさから経営者予想利益に対し

てバイアスをかけるインセンティブを有することも

示されている（須田他，2007；円谷，2009；奈良・

野間，2011；西・金田，2009）。例えば須田他 

(2007) は，倒産企業では経営者予想は楽観的にな

ることを示した。これらの先行研究は経営者予想利

益が投資家にとって有用な情報となりえるが，経営

者予想利益にはバイアスがかかっている可能性があ

ることを示唆している。 

 経営者予想利益がどの様に策定されているかにつ

いて，黒川他 (2009) は，予測数値は，会社の事業

目標や計画を会計数値化したものであると述べてい

る。会社の計画は年間事業計画や年間予算を基にし

て作成されるので，経営者予想利益は年間事業計画

や年間予算から間接的な影響を受けていると考えら

れる。安酸 (2012) でも，経営者予想利益について，

経営者が設定した利益目標をもとに予算編成を行う

という想定から分析を行っている。 

 年間事業計画や年間予算の策定主体について，会

社法362条４項柱書によって年間事業計画や年間予

算は「その他の重要な職務執行」として取締役会の

専決事項とするよう要求されていると解されている

（前田，2009）ことから，取締役会が策定している

と考えられる。したがって，経営者予想利益は取締

役会で決議を受けた年間事業計画や年間予算に影響

を受けていると推察できる。 

 経営者予想利益の精度を高める要因については，

株式所有者や取締役によるモニタリングという観点

で研究が進んでおり，経営者へのモニタリングは経

営者予想利益の精度を高めることが報告されている

（Karamanou and Vafeas，2005；乙政・榎本，

2008；棚橋，2016）。また円谷 (2013) では，企業

の外部者のアドバイスは意思決定の楽観性を抑える

という観点から，独立取締役・社外取締役と予想誤

差の関係を分析し，社外取締役がいると予想利益が

楽観的ではなくなる傾向があることを示している。 

 以上の研究は，取締役の独立性が予想利益に影響

を与えることを示唆する一方で，経営者がより正し

い予想利益を開示できる様に専門家としてアドバイ

スできるような要因については分析されていない。

したがって本論文では取締役会及び監査役会の特徴

と経営者予想利益の精度の関連性について，独立性

に伴うモニタリング機能という観点に加え，専門家

としてのアドバイス機能という観点からも分析を

行っていく。経営者予想利益の精度の向上という観

点からは，アドバイス機能のほうがより重要と考え

るためである。 

 

第２節第３項 取締役会の特徴と経営者予想利益 

 すでに述べた通り，経営者予想利益の精度は，取

締役会の専決事項である年間事業計画や年間予算の

精度に影響を受けている。社外取締役は取締役会専

決事項である年間事業計画や年間予算の策定に関与

すると考えられることから，策定に際してアドバイ

ス機能を果たすことを求められる。より良いアドバ

イスをすることができる社外取締役として，会計の

専門能力が高い社外取締役があげられる。会計の専
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門性を持つ社外取締役は，自らの持つ会計の知識を

活かし，年間予算の妥当性について専門家として的

確な意見を述べることが期待される。そして年間予

算の精度が高まれば，経営者予想利益の精度も高ま

るであろう。したがって以下の仮説１ａを設定する。 

 

仮説１ａ 会計の専門能力が高い社外取締役が取締

役会にいれば，経営者予想利益の精度が高い。 

 

 また企業経営の専門性を持つ独立した取締役は，

他社での勤務の経験を活かし，事業計画の策定につ

いて，外部からの目線で的確な意見を述べることを

期待される。そして事業計画の見通しが正確になれ

ば，経営者予想利益の精度も高まるであろう。した

がって以下の仮説１ｂを設定する。 

 

仮説１ｂ 企業経営の専門能力が高い社外取締役が

取締役会にいれば，経営者予想利益の精度が高い。 

 

 また取締役会には取締役の職務執行の監督権限が

あり（会社法362条２項２号），代表権のない取締

役についても監視義務を負うとされている。また経

営者の不適切な行動を看過した場合には，株主代表

訴訟によって責任を追及されるおそれもある（会社

法847条）。よって会社法上の義務を果たすため，

社外取締役は職務執行の１つである経営者予想利益

の監視をすると考えられる。 

 上記のような経営者への監督について，厳しく監

督することを期待できる存在の一つとして独立した

取締役があげられる（Fama，1980）。独立した取締

役は，経営者がバイアスのかかっていない正しい予

想利益を開示する様に経営者の行動を厳しくモニタ

リングをすることによって，経営者予想利益の精度

を高めると考えられる。そこで以下の仮説１ｃを設

定する。 

 

仮説１ｃ 取締役会に占める独立性の高い取締役の

割合が高いほど，経営者予想利益の精度が高い。 

 

 また，会計の専門性を持つ独立した取締役は，自

らの持つ会計の知識を活かし，年間予算設定の妥当

性について専門家として独立した立場からモニタリ

ングをすることで，年間予算の精度が高まり，経営

者予想利益の精度も高まると考えられる。企業経営

の専門性を持つ独立した取締役は，他社での勤務の

経験を活かし，事業計画の策定について独立した立

場からモニタリングをすることで，事業計画の正確

性が高まり，結果として経営者予想利益の精度が高

まると考えられる。したがって以下の仮説１ｄ，１

ｅを設定する。 

 

仮説１ｄ 独立性が高く，会計の専門能力が高い取

締役が取締役会にいれば，経営者予想利益の精度が

高い。 

仮説１ｅ 独立性が高く，企業経営の専門能力が高

い取締役が取締役会にいれば，経営者予想利益の精

度が高い。 

 

第２節第４項 監査役会と経営者予想利益 

 監査役は取締役の職務執行を監査する（会社法

381条１項前段）役割を果たす。先行研究は，監査

役会のモニタリングが利益の質を向上させるという

結果を示しており（首藤・岩崎，2009；岩崎，

2009；浅野，2015），監査役会のモニタリング機能

は有効に機能していると考えられる。例えば，岩崎

(2009) では，監査役会の独立性が高いほど，利益

調整は抑制されていることを示した。一方で，監査

役の権限は取締役の業務執行の監査であり，本論文

で経営者予想利益の精度の向上に対してより寄与す

ると予測しているアドバイス機能を監査役が果たす

ことはあまり期待されない。また，取締役は代表取

締役の解任をすることが可能なこと，取締役は業務

の妥当性についても当然にモニタリングする権限を

持つことから，一般に監査役よりも強い監督権限を

持つといわれている。以上より，監査役の専門性と

独立性は経営者予想利益の精度と関連しないことが

予想される。以下では，取締役と比較を行うことを

目的として，以下の仮説２aから２eを設定する。 

 

仮説２ａ 会計の専門能力が高い社外監査役が監査

役会にいることと，経営者予想利益の精度には関連

性がない。 

仮説２ｂ 企業経営の専門能力が高い社外監査役が

監査役会にいることと，経営者予想利益の精度には

関連性がない。 

仮説２ｃ 監査役会に占める独立性の高い監査役の

割合と，経営者予想利益の精度には関連性がない。 

仮説２ｄ 独立性が高く，会計の専門能力が高い監

査役が監査役会にいることと，経営者予想利益の精

度には関連性がない。 

仮説２ｅ 独立性が高く，企業経営の専門能力が高

い監査役が監査役会にいることと，経営者予想利益

の精度には関連性がない。 
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 一方で，監査役は取締役会に出席し，必要がある

場合には意見を述べなければならない（会社法383

条１項）とあることから，会計・企業経営の専門能

力を持つ監査役は年間事業計画や年間予算について，

取締役会においてアドバイス機能を果たす可能性も

ある。 

 また，年間事業計画や年間予算が経営者予想利益

に影響を与えているならば，監査役は取締役会で決

議される事業計画や年間予算への監査という形で経

営者予想利益に対して間接的ながらもモニタリング

をしていると考えられる。特に，業務執行取締役へ

の監督について，より厳しく監督することを期待で

きる存在である独立した監査役（ Watts and 

Zimmerman，1986）は，効果的なモニタリングをす

ることで，経営者予想利益の精度を高めることも考

えられる。また取締役会の議論と同じように，会計

の専門能力を持つ独立した監査役や企業経営の専門

能力を持つ独立した監査役は，効果的なモニタリン

グを行うことが期待されうる。したがって，監査役

会の専門性と独立性が経営者予想利益の精度を高め

るという仮説も成り立つが，実際に経営者予想利益

の精度を高めているかは実証の問題である。 

 

第３節 リサーチデザイン 

第３節第１項 経営者予想利益の精度 

 まず経営者予想利益の精度を定義する。実証モデ

ルは棚橋 (2016) を参考に，経営者予想利益の精度

を予想誤差の絶対値で表し，予想利益の正確性を確

かめるために利用する。 

 

経営者の予想利益の精度（ absFEit ）＝ |NIit-

FNit|/Ait－１ 

tは年度，iは企業を表す 

NIit＝純利益 

FNit＝決算短信で公表された期初予想純利益 

Ait－１＝t－１期末の総資産額 

 

 予想の精度は，この値が小さければ小さいほど正

確であるといえる。 

 

第３節２項 取締役会と監査役会の特徴 

 次に取締役会，監査役会の特徴について考える。

取締役会，監査役会の特徴については首藤・岩崎 

(2009) を参考に変数を設定する。 

 取締役・監査役の専門性については，「会計」の

専門能力が高い取締役（FINDR）と監査役（FINAS），

「企業経営」の専門能力が高い取締役（MAGDR）と

監査役（MAGAS）に分類する。会計の専門能力は，

公認会計士（米国公認会計士を含む）または税理士

であるかどうかで識別し，企業経営の専門性につい

てはコーポレート・ガバナンス報告書（以下CG報告

書とする）の属性欄おいて「他の会社の出身者」と

記載されているか否かで判断する。また取締役と監

査役の独立性については，東証のCG報告書において

独立役員として指定されている取締役を独立取締役

（INDDR），監査役を独立監査役（INDAS）とする。 

 さらに上記の専門性と独立性のいずれの要件も満

たす取締役と監査役は，独立性が高く，かつ会計の

専門能力が高い取締役（INDFINDR）と監査役

（INDFINAS）とし，独立性が高く，かつ企業経営の

専門能力が高い取締役（INDMAGDR）と監査役

（INDMAGAS）として定義する。なお，各変数の詳し

い定義は以下の通りである 

 

INDDR＝独立した取締役の人数／取締役の人数 

INDAS＝独立した監査役の人数／監査役の人数 

FINDR＝会計の専門能力を持つ取締役がいる場合は

１，いない場合は０とするダミー変数 

INDFINDR＝独立した会計の専門能力を持つ取締役が

いる場合は１，いない場合は０とするダミー変数 

MAGDR＝企業経営の専門能力を持つ取締役がいる場

合は１，いない場合は０とするダミー変数 

INDMAGDR＝独立した企業経営の専門能力を持つ取締

役がいる場合は１，いない場合は０とするダミー変

数 

FINAS＝会計の専門能力を持つ監査役がいる場合は

１，いない場合は０とするダミー変数 

INDFINAS＝独立した会計の専門能力を持つ監査役が

いる場合は１，いない場合は０とするダミー変数 

MAGAS＝企業経営の専門能力を持つ監査役がいる場

合は１，いない場合は０とするダミー変数 

INDMAGAS＝独立した企業経営の専門能力を持つ監査

役がいる場合は１，いない場合は０とするダミー変

数 

 

第３節第３項 リサーチモデル 

 経営者予想利益と取締役会・監査役会の性質の関

係を調べるために以下の回帰式を設定する。 

 

absFEit＝α０＋β１BOARD＋β２ROA＋β３ROA＊２＋β

４FINHOL＋β５FORHOL＋β６DRHOL＋β７TOP10HOL＋β

８MARKETCAP＋β９YEAR＋β10INDUSTRY＋ℇ 
 

 ガバナンス変数（BOARD）には取締役会や監査役

会の独立性・専門性を示す変数が入り，取締役会の

独立性・専門性を示す係数のβ１についてはすべて



 

 

 

 

51

負になることが予想される。コントロール変数には

棚橋(2016) にしたがい，総資産利益率（ROA），

ROAの２乗（ROA＊２），企業規模（MARKETCAP），

年次ダミー（YEAR），産業ダミー（INDUSTRY）をコ

ントロール変数として追加する。また乙政・榎本

(2008) と棚橋(2016) において予想の精度に影響を

与えていた，金融機関持株比率（FINHOL），外国人

持株比率（FORHOL），経営者持株比率（DRHOL）と

上位十大株主持株比率（TOP10HOL）についてもコン

トロール変数に追加をした。コントロール変数の予

測符号について，須田他(2007) においては，倒産

企業は予想が楽観的になることを示されている。

よって単純に実績値から予想値を引くと符号は負に

なることが予想されるが，本論文では予想の精度に

ついて絶対値としているため，業績と予想の精度と

の関係は非線形になると考えられる（棚橋，2016）。

金融機関持株比率と外国人持株比率が高い企業は，

金融機関や外国人投資家が経営者に対して適切なモ

ニタリングをすると予想されることから経営者予想

利益の精度は高まると考えられる。したがってβ４

とβ５の予測符号は負である。経営者持株比率が高

い企業は，株主と経営者のエイジェンシー問題が緩

和されるため，経営者努力は上がると考えられるこ

とから経営者予想利益の精度は高くなると考えられ

る。したがってβ６の予測符号は負である。上位十

大持株比率が高い企業は，大株主が経営者へのモニ

タリングを強めると考えられることから経営者予想

利益の精度は上がると考えられる。したがってβ７

の予測符号は負である。企業規模については，太田

(2005) において，規模が大きい企業ほど予想が正

確になるとされていることから，β８の予測符号は

負となる。なお企業規模は時価総額の対数値とする。 

 

第４節 サンプルの選択と記述統計量 

第４節第１項 サンプルの選択 

 本研究の分析対象期間は2014年３月期から2016年

３月期とした。サンプルは以下の条件を満たす899

社である。 

 

(1) 2017年７月20日時点の日経500種平均株価の構

成銘柄である（1,500社） 

(2) 各分析年度に上場している（1,497社） 

(3) 日経NEEDSにおける一般事業会社である（1,371

社） 

(4) ３月31日決算で，決算月数が12か月である

（1,133社） 

(5) 監査役会設置会社である（1,050社） 

(6) SEC基準，IFRS適用会社ではない（899社） 

 なお予想情報，会計データ，株式所有構造（役員

持株比率・上位十大株主比率），産業分類について

は「日経 NEEDS」にて，株式所有構造（金融機関

持株比率・外国人持株比率），取締役と監査役の人

数については「Bloomberg」にて取得した。また取

締役・監査役の性質については「役員四季報」にて，

役員の独立性・他の企業への勤務経験については

「東京証券取引所 コーポレート・ガバナンス情報

サービス」にて，サンプル企業全社の社外取締役・

社外監査役全員のデータを手作業で取得した。 

 分析対象期間を上記のように設定したのは，現在

CG報告書が2014年度からのみ公開されている企業が

少なからず存在すること，首藤・岩崎(2009) にお

いても日経500種平均株価の構成銘柄に登録されて

いる監査役会設置会社が対象となっていたことが理

由としてあげられる。 

 

第４節第２項 記述統計量と相関係数 

 図表２には，分析に使用する変数の記述統計量を

示している。独立性の高い取締役の構成割合

（INDDR）の平均値は15.4％であり，独立性の高い

監査役の構成割合（INDAS）は48.3％となっている。

企業経営の専門能力を持つ取締役（MAGDR）・監査

役がいる企業（MAGAS）の割合は双方70％を超えて

いるのに対して，会計の専門能力を持つ取締役がい

る企業（FINDR）の割合は5.1％，監査役がいる企業

（FINAS）の割合は40.0％であり，特に取締役にお

いて少ないことが観察される。 

 図表３と図表４では相関係数を示している。取締

役については経営者予想利益と取締役の専門能力を

示す変数についてすべて負の相関がみられており，

仮説と整合的な結果である。なお取締役に関する分

析においては FINDR と INDFINDRの間， MAGDR と

INDMAGDRの間に，監査役に関する分析においては

FINASとINDFINASの間，MAGASとINDMAGASの間に高い

相関がみられる。したがって多重共線性の問題が発

生するおそれがあるので，相関の高い説明変数につ

いて，それぞれひとつずつを説明変数から外したモ

デルで分析を行う。 
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 変数 観測数 平均値 標準偏差 最小値 最大値

absFE 864 0.0128373 0.0263551 0.00000954 0.4597658

FINDR 899 0.0489433 0.2158695 0 1

MAGDR 899 0.7085651 0.4546763 0 1

INDDR 898 0.1538813 0.1138714 0 0.7

INDFINDR 899 0.0456062 0.2087457 0 1

INDMAGDR 899 0.6351502 0.481656 0 1

FINAS 899 0.3982202 0.4898038 0 1

MAGAS 899 0.7608454 0.4268048 0 1

INDAS 872 0.4832542 0.2068205 0 1

INDFINAS 899 0.3681869 0.4825809 0 1

INDMAGAS 899 0.5884316 0.4923917 0 1

ROA 893 3.820123 4.462201 -39.57 36.23

ROA*2 893 34.48228 109.354 0.0004 1565.785

FINHOL 897 30.48245 10.64747 0 65.16

FORHOL 897 26.02991 11.73226 0 74.23

DRHOL 896 0.0114639 0.0430491 0.00000696 0.4803629

TOP10HOL 899 0.3851257 0.138163 0.1298611 1

MARKETCAP 898 26.5679 0.9871378 23.50984 29.46952

図表2　記述統計量  

 

 absFE FINDR MAGDR INDDR INDFINDR INDMAGDR ROA ROA*2 FINHOL FORHOL DRHOL TOP10HOL MARKETCAP

absFE 1

FINDR -0.0433 1

MAGDR -0.097 -0.0471 1

INDDR 0.0203 0.0767 0.4034 1

INDFINDR -0.0403 0.9635 -0.0473 0.0873 1

INDMAGDR -0.072 -0.0627 0.8423 0.5487 -0.0661 1

ROA -0.3019 0.1133 0.056 0.0319 0.1231 0.0474 1

ROA*2 0.3775 0.1337 0.0086 -0.0068 0.1399 -0.0143 0.3256 1

FINHOL -0.0951 0.0132 0.1396 0.1563 0.0076 0.2292 -0.0805 -0.1438 1

FORHOL 0.0438 0.0101 0.0569 0.2414 0.0079 0.1019 0.2404 0.1147 0.0729 1

DRHOL 0.0577 -0.0046 -0.0678 -0.0719 -0.0079 -0.0615 0.2262 0.2514 -0.2696 0.029 1

TOP10HOL 0.1086 0.0025 -0.1093 -0.1794 0.0048 -0.2169 0.0786 0.1414 -0.4555 -0.1894 0.176 1

MARKETCAP -0.0971 -0.0708 0.1669 0.1728 -0.0673 0.1777 0.2155 0.0218 0.0663 0.4374 -0.0638 -0.0793 1

図表３  相関係数（取締役）  

 

 absFE FINAS MAGAS INDAS INDFINAS INDMAGAS ROA ROA*2 FINHOL FORHOL DRHOL TOP10HOL MARKETCAP

absFE 1

FINAS 0.0048 1

MAGAS -0.0292 -0.4128 1

INDAS -0.0404 0.1149 -0.0928 1

INDFINAS 0.0002 0.9412 -0.4169 0.2181 1

INDMAGAS -0.0525 -0.3879 0.6636 0.3645 -0.343 1

ROA -0.3014 0.1362 -0.0265 0.0736 0.1324 -0.0073 1

ROA*2 0.3812 0.011 0.0124 0.0238 0.0126 -0.0087 0.3282 1

FINHOL -0.0857 -0.1647 -0.0253 0.0092 -0.1647 0.0459 -0.0886 -0.1474 1

FORHOL 0.0505 0.2022 -0.2002 0.2134 0.2213 -0.0531 0.2444 0.1169 0.069 1

DRHOL 0.0491 0.1713 -0.0757 0.0922 0.1697 -0.0555 0.2383 0.2527 -0.2675 0.0316 1

TOP10HOL 0.1083 0.0308 0.1183 -0.214 0.0258 -0.1316 0.0779 0.1417 -0.4615 -0.1909 0.1776 1

MARKETCAP -0.0924 0.0433 -0.0807 0.1524 0.0549 0.0083 0.222 0.0216 0.0528 0.4338 -0.0627 -0.0867 1

図表４  相関係数（監査役）  

 

第５節 調査結果 

 回帰分析推定結果を図表５と図表６に要約してい

る。図表５のModel(1)を見るとFINDRの係数が負で

有意となっている。これは会計の専門家が取締役会

にいると予想の精度が高まることを示唆している。

Model(2)を見るとMAGDRの係数が負で有意となって

いる。これは企業経営の専門家が取締役会にいると

予想の精度が高まるという結果である。また

Model(3)は，独立した取締役の割合が多い取締役会

と経営者予想利益の精度の関係，Model(4)と

Model(5)は，独立した専門家である社外取締役の存

在と経営者予想利益の精度の関係の分析結果である

が，統計的に有意な結果は見られなかった。

Model(6)からModel(9)では説明変数を増やした分析

を行っている。分析結果を見ると取締役の専門性を

示す変数については全て係数が負で統計的に有意と

なっている。一方で，取締役会の独立性を示す

INDDRについては係数が正で統計的に有意となって

いる。これは仮説１ｃの予想と異なり，取締役会の

独立性は経営者予想利益の精度を悪くしていること

が示された。よって仮説１については仮説１ａ，１

ｂについては概ね，仮説１ｄ，１ｅについては一部

で支持される結果となった一方，仮説１ｃについて

は支持されなかった。以上の調査結果は，社外取締

役のアドバイス機能が発揮されて経営者予想利益の

精度が高まった一方で，モニタリング機能は経営者

予想利益の精度の向上に寄与しなかったということ

を示唆している。この結果は，経営者予想利益の精

度の向上にはアドバイス機能がより寄与するという

予測に整合的なものである。 

 図表６では監査役会の特徴と経営者予想利益の精

度の関係についての分析結果を示しているが，
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Model(1)からModel(9)の全ての説明変数について統

計的に有意であるとは言えない。よって仮説２につ

いては，仮説２ａから２ｅまでの全ての仮説が支持

された。この結果は，監査役会の独立性と専門性は，

経営者予想利益の向上に寄与しないことを意味する。

第２節で議論したように，経営者予想利益の精度は，

年間事業計画や年間予算の正確性に依存するため，

その策定にかかわる取締役のほうがより大きな影響

力を持つためであろう。 

 

 Model(1) Model(2) Model(3) Model(4) Model(5) Model(6) Model(7) Model(8) Model(9)
被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE

n= 857 n= 857 n= 857 n= 857 n= 857 n= 857 n= 857 n= 857 n= 857

予測 係数 係数 係数 係数 係数 係数 係数 係数 係数

符号 （t値） （t値） （t値） （t値） （t値） （t値） （t値） （t値） （t値）

-0.0059223* -.0068138* -.0070258**

(-1.70) (-1.96) (-2.00)

-0.0043038** -.0058108*** -.005785***

(-2.50) (-3.17) (-3.15)

0.0071341 .016572** .0170688** .0166352** .0171257**

(0.99) (2.15) (2.04) (2.16) (2.04)

-0.0053967 -.0063667* -.0066306*

(-1.49) (-1.76) (-1.82)

-0.0019864 -.004199** -.0041723**

(-1.18) (-2.16) (-2.14)

-0.0030622*** -0.0030734*** -0.0030867*** -0.0030626*** -0.0030867*** -.0030188*** -.0030308*** -.0030185*** -.0030302***

(-16.42) (-16.57) (-16.6) (-16.39) (-16.60) (-16.23) (-16.25) (-16.21) (-16.22)

0.0001197*** 0.0001184*** 0.0001184*** 0.0001195*** 0.0001181*** .0001205*** .0001201*** .0001204*** .00012***

(16.79) (16.76) (16.7) (16.75) (16.67) (16.98) (16.87) (16.95) (16.84)

-0.0000914 -0.0000776 -0.00011 -0.000094 -0.0000825 -.000073 -.0000644 -.000076 -.0000675

(-1.03) (-0.88) (-1.24) (-1.06) (-0.92) (-0.82) (-0.72) (-0.86) (-0.75)

0.0002996*** 0.0002907*** 0.0002823*** 0.0002991*** 0.0002965*** .0002611*** .0002685*** .0002605*** .0002678***

(3.76) (3.66) (3.49) (3.75) (3.72) (3.23) (3.31) (3.22) (3.31)

0.0239369 0.0224583 0.026279 0.023939 0.0247907 .0219151 .0246369 .0219014 .0245941

(1.26) (1.18) (1.38) (1.26) (1.31) (1.16) (1.30) (1.16) (-1.30)

0.0153552** 0.0143931** 0.0158355** 0.0153706** 0.0144998** .0152183** .014753** .0152469** .0147877**

(2.24) (2.10) (2.30) (2.24) (2.10) (2.22) (2.14) (2.23) (2.15)

-0.0010674 -0.0006161 -0.0009293 -0.0010401 -0.0007597 -.0008739 -.0009906 -.0008494 -.0009673

(-1.13) (-0.65) (-0.99) (-1.10) (-0.80) (-0.92) (-1.04) (-0.90) (-1.02)

R-squared 0.4063 0.4088 0.4049 0.4059 0.4053 0.4144 0.4106 0.4139 0.4101

Adj R-squared 0.3765 0.3790 0.3750 0.3760 0.3753 0.3835 0.3794 0.3829 0.3789

注：***は1% 水準で有意，**は5% 水準で有意，*は10% 水準で有意であることを示す。

TOP10HOL (-)

MARKETCAP (-)

INDFINDR (-)

INDMAGDR (-)

ROA (-)

FORHOL (-)

DRHOL (-)

ROA*2

FINHOL

図表５　取締役会の独立性が経営者予想利益に与える影響に関する分析結果

FINDR (-)

(-)

MAGDR (-)

INDDR (-)

 

 

 Model(1) Model(2) Model(3) Model(4) Model(5) Model(6) Model(7) Model(8) Model(9)
被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE 被説明変数＝absFE

n= 857 n= 857 n= 833 n= 857 n= 857 n= 833 n= 833 n= 833 n= 833

予測 係数 係数 係数 係数 係数 係数 係数 係数 係数

符号 （t値） （t値） （t値） （t値） （t値） （t値） （t値） （t値） （t値）

0.0019752 0.0017588 0.0019589

(1.23) (0.99) (1.07)

-0.0012064 -0.0011692 -0.0014401

(-0.67) (-0.59) (-0.72)

-0.0014491 -0.0017256 -0.0012719 -0.0019528 -0.0012208

(-0.37) (-0.44) (-0.29) (-0.49) (-0.27)

0.0014999 0.0011695 0.0013325

(0.91) (0.64) (0.71)

-0.0011403 -0.0004536 -0.0007667

(-0.74) (-0.24) (-0.41)

-0.0031024*** -0.0030865*** -0.0031493*** -0.0031012*** -0.0030878*** -0.0031536*** -0.0031584*** -0.0031482*** -0.0031531***

(-16.68) (-16.58) (-16.59) (-16.66) (-16.60) (-16.57) (-16.61) (-16.54) (-16.58)

0.0001191*** 0.0001185*** 0.0001188*** 0.0001189*** 0.0001184*** 0.0001198*** 0.0001198*** 0.0001196*** 0.0001195***

(16.73) (16.69) (16.64) (16.69) (16.69) (16.70) (16.68) (16.66) (16.64)

-0.0000894 -0.0000998 -0.0000716 -0.0000923 -0.0001013 -0.0000574 -0.000058 -0.0000606 -0.0000612

(-1.01) (-1.13) (-0.79) (-1.04) (-1.15) (-0.63) (-0.64) (-0.67) (-0.67)

0.0002741*** 0.0002852*** 0.0003147*** 0.0002777*** 0.0002892*** 0.0002862*** 0.0002896*** 0.0002901*** 0.0002933***

(3.36) (3.50) (3.82) (3.38) (3.60) (3.38) (3.42) (3.42) (3.46)

0.0231255 0.0243094 0.0233656 0.0238043 0.0251094 0.0204626 0.0208895 0.0210699 0.0215567

(1.21) (1.28) (1.21) (1.25) (1.32) (1.05) (1.07) (1.08) (1.11)

0.015021** 0.0155686** 0.0169513** 0.015054** 0.0146646** 0.016781** 0.0163986** 0.0168709** 0.0163438**

(2.18) (2.26) (2.38) (2.19) (2.11) (2.34) (2.29) (2.35) (2.28)

-0.0008122 -0.0008646 -0.0006903 -0.0008149 -0.0008535 -0.0006289 -0.0006257 -0.0006324 -0.0006271

(-0.86) (-0.92) (-0.72) (-0.86) (-0.91) (-0.65) (-0.65) (-0.66) (-0.65)

R-squared 0.4053 0.4046 0.4097 0.4048 0.4046 0.4112 0.4110 0.4108 0.4105

Adj R-squared 0.3754 0.3746 0.3791 0.3749 0.3747 0.3792 0.3789 0.3787 0.3784

注：***は1% 水準で有意，**は5% 水準で有意，*は10% 水準で有意であることを示す。

図表６　監査役会の独立性が経営者予想利益に与える影響に関する分析結果

FINAS

MAGAS

FORHOL (-)

INDAS

INDFINAS

INDMAGAS

ROA (-)

ROA*2

FINHOL (-)

DRHOL (-)

TOP10HOL (-)

MARKETCAP (-)

 

 

第６節 結果の要約，提言と今後の研究課題 

 本論文では専門性や独立性といった取締役会と監

査役会の特徴が，経営者予想利益の精度に与える影

響を実証的に分析した。主要な結果を要約すれば次

のようになる。第１に会計と企業経営の専門性を持

つ取締役が経営者予想利益の精度を高めていること

がわかった。独立した取締役は厳しくモニタリング

を行うと考えられるが（Fama，1980），外部者であ

るため情報の非対称性に直面し（内田，2012），発

揮されるアドバイス機能は限定的になると考えられ

る。一方で，独立要件を満たさない取締役はモニタ

リング機能については独立した取締役ほどは期待で

きないものの，企業環境について精通していること

で専門能力を発揮しやすくなり，より効果的なアド

バイスができると考えられる。本研究で，独立性よ

りも，専門性を持つ取締役が経営者予想利益の精度

を高めているという結果が得られたことは，経営者

予想利益の向上のためには，モニタリング機能より
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もアドバイス機能が重要であることを示唆している。 

 第２に，監査役の特徴よりも取締役の特徴の方が，

より経営者予想利益の精度に対して影響を与えてい

ることが分かった。このことは監査役が取締役より

も監督権限が弱いこと，監査役にはアドバイス機能

がほとんど期待されていないことから，取締役につ

いての仮説がより支持されるという予想に合致した

結果である。 

 以上の調査結果を踏まえ，提言を行う。その提言

は，東証のコーポレートガバナンス・コードにおい

て，取締役に会計の専門性を持つ者を選任すること

を原則４－11に加え，選任しない場合には選任して

いない理由を開示させるというものである。本研究

において会計の専門性を持つ取締役がいると経営者

予想利益の精度が高まるとの結果を得られた。先行

研究においても会計の専門性を持つ取締役は利益の

質を高めることを知られている（首藤，2009）。一

方で，我が国では社外取締役の選任について，独立

性の観点からは議論が進んでいるものの，専門性の

観点では議論が進んでいるとは言えない。東証は上

場規定において，独立した取締役を１名以上選任す

ることが望ましいとしており，またコーポレートガ

バナンス・コードにおいて，独立した社外取締役を

２名以上選任することを求めている。その一方で専

門能力を持った取締役の選任についての規定は存在

しない。ここで現状を分析するため，図表７におい

て本論文において分析対象とした企業における会計

の専門能力を持つ取締役・監査役の選任状況を示し

た。 

 

＜図表７＞ 

 year= 2016 取締役 監査役

会計の専門家がいない 263 169

社内会計専門家がいる 1 0

社外会計専門家がいる 1 7

独立会計専門家がいる 16 105

計 281 281

 

 

 監査役は取締役会で議決権を持たず，代表取締役

の解任権限もないことから一般的には取締役よりも

監督権限が弱いとされる。また監査役がアドバイス

機能を果たすことはさほど期待できない。以上より，

会計の専門家が能力を発揮するためには，監査役よ

りも取締役として選任されるべきであるが，わが国

では会計専門性を持つ取締役の選任は進んでいない。

それに対して米国のSOX法407条においては会計の知

識等に長ける財務専門家の取締役の選任が求められ，

選任していない場合には理由の開示が求められてい

る（Defond，2004）。そこで，わが国においても会

計の専門家である取締役を選任しないことについて

説明義務を課すという方策をとるということについ

ては，よりよいディスクロージャーのために検討の

余地があると思われる。 

 最後に本研究の課題を指摘したい。第一に，サン

プル抽出バイアスの問題があげられる。本分析にお

いては，対象企業の社外取締役と社外監査役の全員

について手作業で専門性と独立性を調査したことか

ら膨大な作業となり，サンプルが大規模企業に限ら

れてしまった。今後は分析対象を広げ，本論文の結

果が一般化できるのかさらに分析を進める必要があ

る。第二に，経営者予想利益がどれだけ事業計画や

年間予算における目標数値と整合的なのか外部から

は判断できないことがあげられる。円谷 (2009) で

は，質問票により，27.7％の企業において，外部開

示用の予想利益とは別に社内で別目標を作成してい

ることを示している。この結果によれば，本研究の

仮説では経営者予想利益の精度について完全には説

明できないことになる。この外部者向けの予想利益

と内部者向けの目標利益の差についてどの様に考え

るかは今後の課題である。 
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「第９回プロネクサス懸賞論文」授賞式を弊社にて開催 
 

 2018年１月16日（火）午前11時より、弊社におい

て授賞式を開催し、優秀賞を受賞された十見元紀氏

（白井文乃氏はご欠席）ならびに佳作を受賞された

佐々木美穂氏および岡崎琴音氏、岩田聖徳氏、野原

啓佑氏に、表彰状の授与などを行いました。 

 受賞式には、はじめに、弊社取締役会長 上野 

守生より挨拶、次いで、表彰状の授与へと移り、優

秀賞を受賞された十見元紀氏に表彰状と懸賞金（30

万円）の目録が、また、佳作を受賞された佐々木美

穂氏および岡崎琴音氏、岩田聖徳氏、野原啓佑氏に、

表彰状と懸賞金（10万円）の目録が、弊社会長  

上野守生よりそれぞれに対し贈呈されました。 

 その後、黒川行治審査委員長（慶應義塾大学商学

部教授）から、受賞論文に関するご講評をいただき

ました。 

 2018年１月31日（水）第63回基本問題研究会にお

いて、優秀賞を受賞された十見元紀氏および白井 

文乃氏に研究内容を発表していただきました。その

後、懇談会において受賞された２氏からそれぞれ、

受賞についての感想や論文執筆に際してご苦労され

たことなどについてお話をいただきました。 
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第10回プロネクサス懸賞論文募集のお知らせ 
応募締切予定 2018年10月20日（土） 

 

 弊社では、本年も引き続き「プロネクサス懸賞論

文」を募集いたします。 

 日本の企業ディスクロージャー・IRをより効果的

で効率的なものにする研究活動支援を目的に、学生、

若手研究者、社会人等の方々から、研究レポートや

ご提案をいただき、資本市場の健全な発展に寄与し

ていきたいと考えております。 

 なお、株式会社日本取引所グループおよび株式会

社 東京証券取引所に当懸賞論文の趣旨にご賛同い

ただきご後援をいただいております。 

 

 

 

 

≪募集要項（概要）≫ 

・テーマ 

上場会社のディスクロージャー・IRをより効果的、

効率的なものにするための研究および提案。 

（但し、実証結果を出すための実証分析は不可。

なお、提案を補強するための実証分析を論文の一

部に含めることは可。また、IRの具体的な表示方

法等の工夫を提案することも可とする。） 

 

・応募資格 

40歳以下（2018年10月20日現在）の日本在住の方。

大学生・大学院生・研究者・一般社会人等。 

個人または共同執筆（２名まで）。 

 

・懸賞金額 

最優秀賞50万円（１本）、優秀賞30万円（１本）、

佳作10万円（若干名） 

 

 

 

・応募締切 

2018年10月20日（土）当日消印有効（持参不可・

応募先は下記参照） 

 

・後援 

株式会社日本取引所グループ 

株式会社東京証券取引所 

 

◎詳細は、弊社プロネクサス総合研究所サイトを

ご覧ください。 

（http://www.pronexus.co.jp/home/souken/info/

index.html） 

 

お問合せ先 

株式会社プロネクサス プロネクサス総合研究所 

懸賞論文係 小川・齋藤 

TEL:03-5777-3032（平日９:00～17:30） 

E-mail:souken@pronexus.co.jp 
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★プロネクサス懸賞論文 受賞作品一覧★ 

開催回 
受賞 
内容 

氏名 
（敬称略） 

所属 テーマ 
受賞論文・
講評掲載誌

第９回 優秀賞 十見 元紀 東京経済大学 
経営学部４年 「IFRSにおける連結財務諸表の比較可能性の進展

に向けて」 

研究所 
レポート 
第12号 
（本号） 

 白井 文乃 東京経済大学 
経営学部３年 

佳作 佐々木 美穂 
岡崎 琴音 

東北学院大学 
経営学部３年 

「取締役会実効性評価の開示実態と改善にむけた
提言」 

佳作 岩田 聖徳 一橋大学大学院 
商学研究科 

「機関投資家による議決権行使に係る開示の実態
と影響―買収防衛策議案への投票データを用いた
分析と提言―」 

佳作 野原 啓佑 東京大学 
経済学部４年 

「取締役会および監査役会の特徴が経営者予想利
益の精度に与える影響」 

第８回 優秀賞 上坂 夏未 
日江井 麻里 

一橋大学 
商学部４年 

役員報酬上限設定の盲点 研究所 
レポート 
第11号 優秀賞 花塚 勇矢 

柳下 嶺 
一橋大学 
商学部３年 

政策保有株式に関する情報開示制度の改善案の提
言 

佳作 青 柚希 法政大学 
経済学部３年 

個人株主向けIR活動と株式長期保有促進効果 

第７回 最優秀
賞 

上坂 夏未 
日江井 麻里 

一橋大学 
商学部３年 

「日本における自己株式取得の実態と開示内容改
善への提言」 

研究所 
レポート 
第10号 佳作 河野 直樹 

岸本 実 
一橋大学 
商学部３年 

「日本企業は中期経営計画とどのように向き合っ
ていくべきか」 

佳作 中野 智絵 東京経済大学 
経営学部３年 

「銀行における株式保有の実態とその積極的開示
に関する提案」 

横田 眞奈弥 東京経済大学 
経営学部２年 

第６回 優秀賞 高崎 祥徳 
野中 菜央 

一橋大学 
商学部４年 

役員報酬開示の実態と有用性向上への提言 研究所 
レポート 
第９号 佳作 栗田 奈津希 

宮内 拓郎 
北九州市立大学 
経済学部３年 

どのようなディスクロージャー情報が株主資本コ
ストを引き下げるのか 
―SAAJによるディスクロージャーランキングを利
用した実証研究― 

佳作 松尾 剛行 桃尾・松尾・難波
法律事務所 
弁護士 

金融商品取引法上のディスクロージャーにおいて 
虚偽記載等として禁じられる『誤解を生じさせな
いために必要な重要な事実』と『記載すべき重要
な事項』の意義 

第５回 優秀賞 円谷 昭一 一橋大学大学院 
商学研究科准教授

外国人投資家の実像とディスクロージャー・IR 研究所 
レポート 
第８号 佳作 井上 隆文 東京大学大学院 

経済学研究科修士
２年 

IFRS基準に基づいて作成された有価証券報告書を 
利用するにあたっての問題点 

佳作 飯尾 英晃 京セラ株式会社 
経理部 

包括利益と表示通貨の選択問題の考察 

第４回 優秀賞 鈴木 智大 亜細亜大学 
経営学部専任講師

業績予想の開示戦略と経済的帰結 研究所 
レポート 
第７号 佳作 飯泉 潤 東京経済大学 

経済学部４年 
有価証券報告書における情報開示の課題と改正案
－第２「事業の状況」の総括的な研究とさらなる
企業内容開示制度の展望－ 木村 大樹 東京経済大学 

経営学部４年 

第３回 優秀賞 金 鉉玉 東京経済大学 
経営学部専任講師

リスク情報開示とリスクマネジメント体制整備に
向けた新たな視点 
－ディスクロージャー制度の次なるステップへの
展望－ 

研究所 
レポート 
第６号 安田 行宏 東京経済大学 

経営学部准教授 

佳作 加藤 良治 一橋大学 
商学部３年 

マネジメント・アプローチがセグメント情報の開
示に与えた影響 



 

 

 

 

60

開催回 
受賞 
内容 

氏名 
（敬称略） 

所属 テーマ 
受賞論文・
講評掲載誌

第２回 佳作 國見 真理子 慶應義塾大学大学
院 
商学研究科修士課
程 

日本の資本市場における非財務情報ディスクロー
ジャーに関する一考察 
―効果的なCSR情報開示に向けたルール作成の必
要性について― 

研究所 
レポート 
第５号 

佳作 宮川 宏 専修大学大学院 
経営学研究科 
博士後期課程 

経済的実質セグメントを機軸とした新たなディス
クロージャー 

第１回 優秀賞 円谷 昭一 埼玉大学 
経済学部准教授 
日本IR協議会 
客員研究員 

事業セグメント情報にみるディスクロージャー制
度の展望 
―IRを踏まえた基準作成の必要性― 

研究所 
レポート 
第４号 
（優秀賞作
品 の み 掲
載） 

佳作 山﨑 麻美 
郡司 麻未 

成城大学 
経済学部３年 

気候変動関連情報の投資家向け開示をめぐって―
国際的な開示フレームワークとの関連を中心に― 

受賞論文・講評掲載誌『研究所レポート』のバックナンバーは、「プロネクサス総合研究所」ホームページのプロネク

サス懸賞論文サイトhttp://www.pronexus.co.jp/home/souken/info/ichiran.htmlからご覧いただけます。 
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 ディスクロージャー基本問題研究会は、ディスクロージャーを巡る諸問題・論点を調査研究するための常

設の研究会として、2007年３月に当研究所内に設置された。当研究会は、その都度の先端的テーマを中心に

取り上げて外部講師なども招いた研究報告会を行い、知識の蓄積を図るとともに、その成果等を必要に応じ

て広報または提言していくことを目的としている。2017年においては、「収益認識に関する会計基準

（案）」等の意見表明についての意見の募集について企業会計基準委員会の方からの解説を中心に研究会を

開催した。なお、企業会計基準委員会（ASBJ）や金融庁の公開草案については、必要と思われるテーマに対

し、意見表明も行うこととしており、2017年においてはASBJに２件の意見表明を行った。 

 研究会の委員は、複眼的な討議が行われるよう、研究者、公認会計士、事業会社というディスクロー

ジャーに関わる様々な立場の方々に委嘱している。ご多忙の中、座長・委員の方々にも積極的にご参加いた

だいており、厚く御礼を申し上げる次第である。 

 
 

 第８回プロネクサス懸賞論文で優秀賞を受賞した

作品「政策保有株式に関する情報開示制度の改善案

の提言」について、花塚 勇矢氏、柳下 嶺氏（一

橋大学 商学部３年）による解説、及び質疑応答を

行った。 

 

〈報告要旨〉 

 本稿の目的は、企業の政策保有株式の収益性の実

態を明らかにするとともに、現行の情報開示制度の

問題点を指摘し、その改善案を提言することにある。

海外投資家の株主構成比率が増加し、日本企業の収

益力強化が今まで以上に求められる中、「コーポ

レートガバナンス・コード」が策定され、多くの企

業がそれに賛同した。しかし政策保有株式について

十分な情報開示は行われておらず、投資家は政策保

有の実態や経済合理性について把握できていないの

が現状である。そこで本稿ではまず、プロネクサス

社のｅｏｌを用いて2015年３月期に決算を行った上

場企業2,010社が保有する、のべ３万8,271銘柄のリ

ターンを推計した上で、それぞれの企業ごとに政策

保有株式全体のリターンを推計し、実態を明らかに

した。 

 

 「不正会計予測モデルの会計実務への応用」につ

いて、首藤 昭信氏（東京大学大学院経済研究科 

准教授）による解説、及び質疑応答を行った。 

 

〈報告要旨〉 

 不正会計予測モデルの理解に関する基礎知識の説

明と会計・金融実務への応用可能性の検討 

(1）不正会計予測モデルの学術的背景となる利益調

整研究の概要 

① 不正会計予測モデルのイメージ 

 不正会計予測モデルは一本の数式であり、

「会計発生高」（※）、「売上債権変化額」等

に係る勘定科目から算出される金額を有価証券

報告書から抽出し、数式にあてはめ、不正の可

能性を数値化し、算出した数値を基準化し、予

想値である「Fスコア」として算出する（不正

がない状態のFスコアを「１」とする）。（別

添資料の３頁参照） 

（※）会計上の見積りなどのキャッシュ・フ

ロー以外の会計要素をすべて集約させた

もの。経営者が裁量的に利益調整した変

数（例えば減価償却方法の選択）「裁量

的発生高」と裁量が入らない「非裁量的

発生高」からなる。 

② 不正会計予測モデル（数式）の作成手段 

 発生確率の推計⇒実際に金融庁から指摘され、

課徴金を課された不正を行ったサンプルと、不

正を行っていないサンプルを対比し、その差を

関数として推計し、変数を取る。 

 も説明力の高い要因を識別することによっ

第57回基本問題研究会 

日時 2017年２月13日（月） 

議題 「不正会計予測モデルの会計実務への応

用」 

第56回基本問題研究会 

日時 2017年１月12日（木） 

議題 「政策保有株式に関する情報開示制度の改

善案の提言」 
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て予測モデル（数式）を構築する。 

③ 利益調整と不正会計 

 利益調整とは、「何らかの特定の目的を達成

するために、経営者によって行われる会計数値

を対象とした裁量行動」と定義されている。 

 例えば、経営者は定額法、定率法のどちらを

選ぶのか⇒「報酬を多く支払うために定額法を

選ぶだろう。」という仮説を立てる。 

 本来ならば経営者行動を検証するための学問

領域だったが、利益調整研究の転換に伴い、分

析の手段として、経営者がどの程度利益を調整

したかを把握しなくてはならない。その極端な

例が「不正会計」であり、その変数が不正会計

予測モデルの研究に援用されていった。 

(2）不正会計予測モデルの概要 

 首藤氏の研究は、Dechow et al（2011）の研究

を日本企業を対象に適用したものであり、有価証

券報告書で入手可能な財務情報で把握できる不正

会計企業の特徴を明らかにし、そのような財務特

徴を利用した不正会計予測モデルの構築を行うこ

とを目的としている。 

 Dechow et al（2011）の研究では28の指標を分

析に利用しているが、首藤氏の研究では、「より

広範の定義の会計発生高」や「日本特有の要因」

等の要因を追加で検討し、合計で39の指標を分析

に利用している。 

(3）不正会計研究の実務への応用可能性 

① 信用リスク分析 

 米国には不正スコアなどをそのまま商品とし

ている企業もある。 

② 株式投資 

 会計発生高が利益の持続性に与える影響を考

慮した投資戦略が米国では流行した時期もあっ

たが、日本ではない。 

③ 会計監査・規制当局・税務当局 

 監査法人内で不正会計の発生確率を検討する

場合、法人内の私的情報を使ってモデルの改善

を行うことが可能であり、不正会計の早期検出

が可能。 

 企業のFスコアが高い（＝不正会計の可能性

が高い）というだけの認識では監査では使い道

がなく、どの項目に不正があるのかを認識する

ことができなくては意味がない。重要なのは個

別の項目の推計である。 

 不正会計予測モデルの推計、膨大な仕訳デー

タを利用した異常値の検出には、人工知能

（AI）を用いるのが有用。 

 但し、AIには理論が全くなく、機械的に数値

を取ってくるだけなので、例えば、何か大きな

問題があった際に、それを調整や解釈すること

が難しくなってしまう。 

 不正会計予測モデルのみで監査を行うのは危

険。Fスコアを用いて精査すべき箇所に当たり

を付けるという点では有用である。 

 
 

 2017年６月６日に企業会計基準委員会（ASBJ）よ

り公表されたASBJ「『税効果会計に係る会計基準』

の一部改正（案）」等に関して討議し、意見書をと

りまとめた。同意見書は８月４日にASBJに提出した。 

 

第58回基本問題研究会 

日時 2017年７月13日（月） 

議題 ASBJ「『税効果会計に係る会計基準』の一

部改正（案）」等に対する意見表明につい

て 
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 小賀坂講師より、平成29年７月20日に企業会計基

準委員会（以下、「ASBJ」）から公表された「「収

益認識に関する会計基準（案）」等の公表」につい

て、解説を受けた。 

 

〈報告要旨〉 

(1）公開草案の公表の経緯 

 我が国においては、売上高は企業会計原則に定

められる実現主義により計上されるが、包括的な

収益認識基準はない。一方、IASBやFASBは、共同

して収益認識に関する包括的な収益認識基準「顧

客との契約から生じる収益」（IASB：IFRS第15号 

FASB：Topic606）を公表している。これらの状況

を踏まえ、2015年３月に開催されたASBJにおいて、

我が国における収益認識に関する包括的な会計基

準の開発に向けた検討に着手することが決定され

た。 

 日本国内に30以上ある業種の内、少なくても半

分以上の業種はIFRSを任意適用していない。よっ

て、IFRS適用による問題点や影響が把握できてい

なかったため、2016年２月に意見募集を公表し、

約20の業種を訪れて問題の所在をヒアリングし、

33通のコメントレターを受け、再検討を行い、今

回の公開草案公表に至った。 

(2）開発の意義 

 国内外の企業間における財務諸表の比較可能性

の観点から、IFRS第15号の定めを基本的にすべて

取り入れる方針を取っている。 

 IFRS第15号自体が複雑に作り込まれているため、

施策として、部分的に取り入れ、文言を分かりや

すくする等を試みたが、それをしてしまうと、結

果的に違うものになってしまうため、IFRS第15号

をそのまま取り入れ、プラス代替的な取扱いを上

乗せする形をとっている。 

(3）適用対象 

・連結財務諸表、個別財務諸表が適用の対象とな

り、同一の会計処理が用いられる。個別財務諸

表のみを対象とする特別な「代替的な取扱い」

は当公開草案では用意していない。 

個別財務諸表については、会社法や税法も関係

するので、「代替的な取扱い」を認めるべきと

いう議論もあったが、個別財務諸表のみ「代替

的な取扱い」を認めたところで、結局、連結財

務諸表で調整が必要になる。「代替的な取扱

い」については個別財務諸表までを意識して検

討をしており、 終的には連単一致で公開草案

を公表している。 

・上場会社、会社法監査を受けている会社を想定

しており、中小企業においては、「中小企業の

会計に関する指針」、「中小企業会計に関する

基本要領」が用いられるが、「収益認識に関す

る会計基準」を適用することも妨げないとして

いる。 

(4）適用時期 

 早期適用 強制適用 

３月決算会社

2018年４月１日
以後開始する事
業年度の期首か
ら早期適用可能 

2021年４月１日
以後開始する事
業年度の期首か
ら適用 

12月決算会社

2018年12月31日
に終了する事業
年度から早期適
用可能 

2022年１月１日
以後開始する事
業年度の期首か
ら適用 

※2018年３月までに 終基準化を目指している。 

(5）適用範囲 

 公開草案は「顧客との契約から生じる収益」に

適用される。 

 「顧客」：対価と交換に企業の通常の営業活動

により生じたアウトプットである財又はサービス

を得るために当該企業と契約した当事者 

(6）収益を認識するための５つのステップ 

・基本原則 

 約束した財・サービスの顧客への移転を、当該

財・サービスと交換に企業が権利を得ると見込む

対価の額で描写するように、企業は収益を認識す

る。 

・収益認識への５つのステップ 

① 顧客との契約を識別 

② 契約における履行義務（収益認識の単位）を

識別 

③ 取引価格を算定 

④ 取引価格を契約における履行義務に配分 

⑤ 履行義務の充足した時に又は充足するにつれ

て収益を認識 

 

第59回基本問題研究会 

日時 2017年９月１日（金） 

議題 公開草案「収益認識に関する会計基準

（案）」等の概要 
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 2017年７月20日に企業会計基準委員会（ASBJ）よ

り公表されたASBJ「収益認識に関する会計基準

（案）」等の公開草案』に関して討議し、意見書を

とりまとめた。同意見書は10月17日にASBJに提出し

た。 

 
 

 「環境・社会リスクの高まりと統合報告書の課

題」について、新名谷 寛昌氏（有限責任あずさ監

査法人）による解説、及び質疑応答を行った。 

 

〈報告要旨〉 

(1）ESG投資とは 

 ESG投資とは、ESG（環境（Environment）、社

会（Social）、企業統治（Governance））に配慮

している企業を重視・選別して行う投資のことで

ある。 

 統合報告書の普及の背景には、この、環境・社

会リスク（ESリスク）の高まりを考慮するESG投

資が活発化してきているというトレンドがある。 

 但し、従来はESリスクを全く考慮されずに投資

が行われていたかと言うと、そうではなく、企業

価値に影響する要素であれば、独自に分析して評

価に織り込んでいた。 

 つまり、 近になってESG投資が始まったとい

うことではなく、2015年９月28日に年金積立金管

理運用独立行政法人（GPIF）はESGへの取組を強

化することを目的に、国連責任投資原則（PRI）

に署名した等の目立った動きがあり、ESリスクが

注目を浴びるようになり、「改めてESリスクの重

要性に気付きはじめた。」というのが実態である。 

(2）日本におけるESG投資 

 日本においても、ESG投資を後押しするような

政策が導入されている。 

 コーポレートガバナンス・コード（上場企業の

行動規範）は企業に対してESリスクを適切に管理

することを求めていると考えられる。スチュワー

ドシップ・コード（機関投資家の行動規範）はス

チュワードシップ責任として、投資分析における

リスク・収益機会の中に、社会・環境問題が含ま

れることが明示されている。 

 上場企業の行動規範、機関投資家の行動規範に

ESGの要素が色濃く反映されたことによって、ESG

投資は推進されていくのではないかと考えられる。 

 「伊藤レポート」によると、投資家は中長期の

業績予想を主としてDCF法（割引キャッシュフ

ロー法）により行い、企業価値を評価し、その結

果から長期的なリターンを判断することが基本と

されている。 

 スチュワードシップ・コードでの基本理念は、

投資家は、スチュワードシップ責任を果たすため

に、目的を持った対話を通じて、企業価値の向上

や持続的成長を促し、受益者の中長期的なリター

ンを 大化するように行動するとされている。 

 つまり長期的な企業価値評価においてESG要素

は将来のキャッシュ・フローの割引現在価値に及

ぼす要因として、理解・評価され、また、スチュ

ワードシップ責任に基づき行動する投資家は、中

長期目線の投資分析、評価へのインプットとして

情報の有用性を判断すると考えられる。 

 

第62回基本問題研究会 

日時 2017年11月17日（金） 

議題 「環境・社会リスクの高まりと統合報告書

の課題」 

第61回基本問題研究会 

日時 2017年９月21日（木） 

議題 ASBJ「収益認識に関する会計基準（案）」

等の公開草案に関する意見表明について

（第２回目） 

第60回基本問題研究会 

日時 2017年９月19日（火） 

議題 ASBJ「収益認識に関する会計基準（案）」

等の公開草案に関する意見表明について

（第１回目） 
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〈ディスクロージャー基本問題研究会 メンバー〉 

 

  座 長  黒川 行治  慶應義塾大学商学部 教授、当研究所顧問 

 

  委 員  上田 晋一  成城大学経済学部 教授 

  委 員  大塚 成男  千葉大学法経学部 教授 

  委 員  片山 智二  JFEホールディングス株式会社 財務部 経理室長 

  委 員  金子 裕子  公認会計士 

  委 員  小林 伸行  名古屋商科大学大学院 教授、公認会計士 

  委 員  中條 祐介  横浜市立大学国際総合科学部 教授 

  委 員  松田 嘉弘  日本板硝子株式会社経理部アジア統括部長 

  委 員  山岡 信一郎 山岡信一郎公認会計士事務所所長、公認会計士 

 

  顧 問  新井 武広  会計教育研修機構 理事・事務局長、公認会計士 

  顧 問  川村 義則  早稲田大学商学学術院 教授 

  顧 問  小宮山 賢  早稲田大学大学院経営管理研究科 教授 

  顧 問  多賀谷 充  青山学院大学大学院 教授 

 

  研究所事務局               （2017年12月末現在、委員・顧問の氏名は50音順） 
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年  月  日 活 動 内 容 

2017年１月12日 第56回ディスクロージャー基本問題研究会開催 

議 題：「政策保有株式に関する情報開示制度の改善案の提言」 

（懸賞論文の優秀賞受賞作品） 

講 師：一橋大学商学部 ３年 花塚 勇矢氏、柳下 嶺氏 

１月30日 『研究所レポート 第11号』を刊行 

２月８日 『ディスクロージャー研究 第46号』を刊行 

２月13日 第57回ディスクロージャー基本問題研究会開催 

議 題：「不正会計予測モデルの会計実務への応用」 

講 師：首藤 昭信氏（東京大学大学院経済研究科 准教授） 

７月13日 第58回ディスクロージャー基本問題研究会開催 

議 題：ASBJに対する意見表明検討会 

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（案）」 

８月４日 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正（案）」に対する意見書をASBJに提出 

８月28日 第48回ディスクロージャー研究会議 

テーマ：「不正会計予測の基礎と実務への応用」 

講 師：首藤 昭信氏（東京大学大学院経済研究科 准教授） 

場所・時間：株式会社プロネクサス セミナールーム 14：00～16：00 

９月１日 第59回ディスクロージャー基本問題研究会開催 

議 題：ASBJ「収益認識に関する会計基準（案）」に対する意見表明の説明会 

講 師：小賀坂 敦氏（企業会計基準委員会 副委員長） 

川西 昌博氏（企業会計基準委員会 ディレクター） 

９月19日 第60回ディスクロージャー基本問題研究会開催 

議 題：ASBJに対する意見表明検討会（第１回目） 

「収益認識に関する会計基準（案）」 

９月21日 第61回ディスクロージャー研究会開催 

議 題：ASBJに対する意見表明検討会（第２回目） 

「収益認識に関する会計基準（案）」 

９月29日 『2017年９月ディスクロージャー誌 銀行業・保険業 調査レポート』を刊行 

10月24日 『ディスクロージャー研究 第47号』を刊行 

11月17日 第62回ディスクロージャー基本問題研究会開催 

議 題：「環境・社会リスクの高まりと統合報告書の課題」 

講 師：新名谷 寛昌氏（有限責任あずさ監査法人） 
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 編集後記  

 

◇懸賞論文受賞作品は、今回は、優秀賞１本、佳作３本の計４本の作品に決定した。今回の応募件

数は、実業家・学生・大学院生と幅広い層の応募で例年より多く、15件となった。この懸賞論文

の存在がかなり周知され、研究テーマの広がりを実感している。これまで以上に多くの方からの

力のこもった作品の応募を期待したい。 

 

  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研究所レポート 2018 第12号 

 

2018年３月発行 

○C 編集・発行 プロネクサス総合研究所 

株式会社プロネクサス 

〒105-0022 

東京都港区海岸１-２-20 汐留ビルディング５階 

代表メールアドレス：souken@pronexus.co.jp 

電話：03-5777-3032 

 

  ※本報告は、当研究所の著作物であり、著作権法により保護されております。 

  当研究所の事前の承諾なく、本報告の全部もしくは一部を引用または転載、複写等により使用することを禁じます。 

 



プロネクサス総合研究所

研究所
レポート

PRONEXUS.90901.2018.2（200）


	表紙
	目次
	はじめに
	第９回プロネクサス懸賞論文
	審査委員会委員長講評
	優秀賞受賞論文
	「IFRSにおける連結財務諸表の比較可能性の進展に向けて」

	佳作受賞論文 
	「取締役会実効性評価の開示実態と改善にむけた提言」
	「機関投資家による議決権行使に係る開示の実態と影響―買収防衛策議案への投票データを用いた分析と提言―」
	「取締役会および監査役会の特徴が経営者予想利益の精度に与える影響」

	表彰式開催模様
	第10回プロネクサス懸賞論文募集のお知らせ

	ディスクロージャー基本問題研究会　活動報告
	2017年　研究所活動記録

