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Season’s Report
from  

2015年1月15日、日本とオーストラ

リアの経済連携協定（日豪EPA）が発効

しました。オーストラリアは、日本の締

結した二国間EPAのパートナーとしては

最大の貿易相手国であり、往復貿易額の

約95%の関税が10年以内に撤廃されま

す。液化天然ガス・石炭等への日本から

の投資の継続とともに、製造業、農業そ

して金融業を含む貿易関係のさらなる成

長が期待されています。

オーストラリアでは高賃金や労使関

係の難しさがビジネス上の課題として

挙げられますが、政治・経済が安定し

ており、カントリーリスクが高くありま

せん。また移民を中心とした人口増によ

る市場の拡大も見込まれています。オー

ストラリア経済を牽引してきた資源ブー

ムのピークは過ぎたものの、インフラ整

備の促進など景気の下支えを図る経済対

策が実施されています。

PwCオーストラリアでは、日豪EPAに

関するクライアント向けイベントを積極

的に行っています。参加いただいた日

本企業・オーストラリア企業からはお互

いの輸出競争力の強化、調達コストの軽

減、進出先の事業環境の改善等を期待す

る声を聞いています。私たちはPwCオー

ストラリアで日本人プロフェッショナル

として、日本企業のさらなる成長戦略の

サポートに加えて、日豪の関係強化にお

いても貢献していきたいと思っています。

オーストラリアは日本と季節が反対

であり、気候も地域によりさまざまで

す。訪れる先々で美しく豊かな自然の素

晴らしさとともに、多民族・多文化国家

であるオーストラリアの風土・メンタリ

ティーを強く感じることができます。

グローバルに広がるPwC の活動を現地オフィスからレポートします。

Global

日豪 EPAで期待される新たなビジネス機会 ― オーストラリア
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Value Navigator （バリューナビゲーター）

本誌では、PwCのグローバルに広がる157カ国、195,000人以上のプロフェッショナルネットワーク
を生かし、現場から得られる最新のビジネス情報やグローバルのナレッジ情報をご紹介します。
本誌がクライアント企業の皆様の価値創造を導く一助となることを願い、この誌名に表現しました。
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金融商品取引法と会社法、取引所規則等、開示規定の重複整理

日本再興戦略　改定2014（2014年6月）

改正会社法（2014年6月）社外取締役設置強化

JPX日経インデックス400

次世代EDINET、XBRLの活用

開示改革（SEC）

開示プロジェクト、財務諸表の注記（IASB、FASB）

統合報告フレームワーク（IIRC）

伊藤レポート（経済産業省）

ESG開示

非財務情報の開示拡充

監査報告書の文言見直し（IAASB、PCAOB、UK）

コーポレート
ガバナンス・コード

（企業）

企業と投資家の
対話促進

開示の
一元化

日本版スチュワード
シップ・コード
（投資家）持続的成長

 1 株主の権利・平等性の確保
  株主権利の確保のための対応と環境整備・株主の平等性の確保・課題や懸念への対応

 2 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
  環境、社会およびガバナンス（ESG）への対応・企業文化・風土の醸成

 3 適切な情報開示と透明性の確保
  財務情報 / 非財務情報、法定 / 非法定開示への主体的な取り組み・建設的な対話

 4 取締役会等の責務
  経営戦略等の大きな方向性、適切なリスクテイクを支える環境整備、実効性の高い監督

 5 株主との対話
  株主総会以外の対話・経営方針等のわかりやすい説明

コーポレートガバナンス・コード
５つの基本原則

コーポレートガバナンス・コード
導入の背景と経緯

特集

成長戦略としての
コーポレートガバナンス

グローバル市場での競争がますます激しさを増していくなか、日本企業には大きな変革が迫ら

れている。こうした背景を受けて6月1日には、日本政府が打ち出した成長戦略の一環であるコー

ポレートガバナンス・コードが導入される。世界の主要国でガバナンス・コード策定が進むなか、

日本のコードでは、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上がとりわけ強く志向され

ている。そこで本特集では、このコードがいかにして、日本企業がグローバル競争に打ち勝つた

めの経営判断を促すのかなどについて考えていきたい。まずは、金融庁とともにコーポレートガ

バナンス・コード原案の策定に深く携わった、日本取引所グループ取締役兼代表執行役グループ

CEOの斉藤惇氏に、あらた監査法人代表執行役の木村浩一郎が話を伺った。

日本企業の資本効率の改善を目指す

木村　日本企業にはグローバル市場で

通用する企業価値を高める変革が求め

られ、昨今のコーポレートガバナンス・

コードの適用や、改正会社法の施行は、

大きな契機となると考えます。

斉藤　そうですね。今は大きく扱われ

ていますが、東京証券取引所では、15

年以上も前からコーポレートガバナン

スの向上に取り組んでいます。東証の

取り組みの成果を象徴するものとして、

社外取締役の普及率があります。2000

年の頃には社外取締役を置く上場会社

は 20％にも達していませんでしたが、

今では第一部市場の上場会社 4 社のう

ち 3 社が社外取 締役を選任するところ

まできています。

木村　つまり、日本企業のコーポレート

ガバナンスへの取り組みは、これまで時

間をかけて少しずつ前進してきたわけ

ですね。

斉藤　その通りです。それがここにきて

ガバナンス向上の取り組みがこれだけ一

気に進んだ背景には、日本政府の強い

後押しがあります。

木村　安倍政権が掲げる新成長戦略で

コーポレートガバナンス向上が取り上げ

られ、そのための具体的施策としてコー

ポレートガバナンス・コードの策定が謳

Value Talk

斉藤	惇	氏
 Atsushi Saito

株式会社日本取引所グループ
取締役兼代表執行役グループ CEO

木村	浩一郎
Koichiro Kimura

あらた監査法人
代表執行役

対　　　談
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われましたからね。

斉藤　はい。そしてその根底には、日本

企業の資本効率の低さに対する問題意

識があるのです。そもそも上場会社とい

うのは、広く一般の株主・投資家から資

本を託されて事業を行っているわけで、

株主・投資家が期待するだけの収益を

上げて初めて企業としての価値が創出さ

れます。ところが日本企業は、これまで

株主の期待に応える意識が低く、他国

と比べても大幅に低い資本効率での経

営を続けてきました。そうした経営者の

マインドを変えよう、というのが成長戦

略の狙いだと思います。

海外投資家からも高評価

木村　激化するグローバル競争の中で

日本企業が勝ち残っていくためにはグ

ローバル対応は避けられないわけです

が、コーポレートガバナンス・コードを

策定する目的の 1 つにも、グローバル対

応が挙げられるかと思います。コードに

は、海外の投資家に向けたメッセージ

も込められていると想像するのですが、

日本のコードに対して、海外の投資家は

どのように評価していますか。

斉藤　コードの策定にあたってはパブ

リックコメントを実施し、海外からも 40

以上のコメントが来ていますが、そのほ

ぼ全てが、コード策定を好意的に捉えて

いました。実際、海外投資家とお話しす

ると、非常に前向きに受け止められてい

ると感じます。今後、そうした高い評価

をいかに維持できるか、日本企業の姿

勢が問われると思います。

木村　今回のコードは、OECD のコー

ポレートガバナンス原則をベースとして、

そこに日本の慣行も盛り込まれていま

す。OECD 原則に基づいている点につい

ても、海外から評価を受けているので

はないですか。

斉藤　そうですね。これまでは、海外

投資家からよく「日本人（元オムロン会

長の立石信雄氏）が OECD 原則の起草

者の一人なのに、なんで日本企業だけは

社外取締役を置かずにいられるんだ？」

と聞かれましたから。やっと日本も世界

のルールに近づいてきたのだと言えるの

ではないでしょうか。

企業と投資家の対話促進に期待

木村　政府の成長戦略では、インベス

トメントチェーンの高度化も掲げられて

います。チェーン改革を目指した一連の

取り組みとして、企業と投資家との建設

的な対話を促すためのさまざまな仕掛

けづくりが進んでいるわけですが、こう

した一連の施策について、現時点でどう

評価していますか。

斉藤　先ほど、日本企業は株主の期待

に十分に応えていなかったと言いました

が、株主である機関投資家の側でも企

業に対して十分な声を上げてこなかっ

たという問題もあるかと思います。さら

に、そうした機関投資家（アセットマネー

ジャー）に資産の運用を託しているア

セットオーナーもまた、アセットマネー

ジャーに対して十分に規律を効かせて

いないというのも課題です。年金基金の

ように日本では全国民が資金を預けて

運用してもらっているわけですから、もっ

と厳しい目があっていいのではないかと

思います。わが国では、最終受益者で

ある無数の市民の「声なき声」に責任を

持とうとする民主主義の精神が十分に

成熟していないために、インベストメン

トチェーンのサイクルがきちんと機能し

てこなかったのです。

木村　そうした問題意識を踏まえて昨

年制定されたのが、顧客や国民から資

金を託された機関投資家が、その受託

者責任を果たすにあたっての原則が取り

まとめられた日本版スチュワードシップ・

コードですね。

斉藤　そうです。スチュワードシップ・コー

ドにおけるキーワードは「建設的な対話」

です。また今回のコーポレートガバナン

ス・コードでも「株主との対話」がキー

ワードとなっており、企業の側にも株

主・投 資家との対話が求められます。

こうして、ガバナンス・コードとスチュ

ワードシップ・コードが「車の両輪」と

なって、企業の中長期的な成長に向け

て、会社と投 資 家の建 設 的な対 話 が

活発化することに期待しています。

　

コード定着に取引所が果たす使命とは

木村　日本に導入されようとしている

コーポレートガバナンス・コードは、「プ

リン シ プル・ベース」 や「Comply or 

Explain」といった日本企業になじみの

薄いコンセプトを採用しています。PwC 

Japan が東証様のご依頼を受けて実施

した海外調査でも、欧州諸国の企業か

らは、「文化的なチャレンジである」「正

しく定着するには時間がかかるかもしれ

ない」といった意見が寄せられました。

また、コーポレートガバナンス・コード

については２０年以上の歴史がある英国

の例でも、必ずしもこれらのコンセプト

が最初からうまく機能していたわけでは

なく、歴史を経て定着していったことが

うかがえます。これらのコンセプトを日

本の上場企業が正しく理解し、企業価

値の向上につながる株主との建設的な

対話につなげていくために、取引所が

今後果たすべき役割や現在お考えの施

策等についてお聞かせください。

斉藤　プリンシプル・ベース・アプロー

チを定着させることができるかどうかが、

日本でのコード定着の鍵となると見て

います。コードでは、上場会社がその

趣旨・精神に照らして適切だと思う行動

を自主的にとることが期待されています

が、そうした上場会社の取り組みを評価

して、向上・改善に向けたフィードバッ

クをするのはあくまで株主・投資家です。

コードはルールではありませんので、取

引所がルールを守らせるようにいろいろ

と口を挟むことは本来望ましくないこと

でしょう。ですから基本的には、上場会

社の取り組みに改善すべき点があれば、

市場における対話の中で解決されること

を期待しています。

　もちろん、私たちは関係ないと言いた

いのではありません。例えば、株主総

会の後には、どのような説明が行われ、

どういったアダプションがあったかなど、

きっちりとレビューさせていただいて、

公表すべきものであれば公表していきま

す。取引所としてできることは、コード

の実施状況を調査して、市場関係者の

自主的な取り組みの参考に供することだ

と考えています。

木村　私たち会計監査人もまた、企業

と投資家との建設的な対話に資する今

後の情報開示の在り方に向けて、資本

市場の関係者の一人として貢献していき

たいと真摯に考えています。

斉藤　監査人には大いに期待しておりま

して、メインプレイヤーだと考えていま

す。透明性を担保して、企業に悪いとこ

ろがあれば改善なり適正な開示を促して

いただくことこそが、会計監査人のミッ

ションなのですから。

木村　ありがとうございます。そうした

ご期待にお応えできるよう、自らの使命

を改めて見つめ直したいと思います。
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グループ経営への注力から

自主的に取り組みを開始

椎名　野村グループは、日本の証券市

場のリーダーとして、指名委員会等設

置会社への移行や社外取締役の積極的

な導入など、いち早くコーポレートガバ

ナンスの強化に取り組まれてきました。

そうした一連の取り組みの経緯や、当初

の目的とは、どのようなものだったので

しょうか。

古賀　まず当社が委員会等設置会社（現

在の指名委員会等設置会社）となったの

は、当時の商法特例法で制度が導入さ

れた2003年のことで、ちょうど私が野

村ホールディングス取締役社長兼野村

證券取締役社長に就任した年になりま

す。きっかけは、金融界全体の倫理観

が厳しく問われた1997年に遡るので

すが、この時の反省から得た教訓の1つ

が、同質の者だけで議論をしていたの

では、何か問題があったときにもその本

質がなかなか見えてこないというもの

だったのです。そこで外部の人材を活

用しようということになり、まず東芝か

ら元会長・社長の佐波正一氏を社外監

査役として招へいしました。

椎名　企業経営に関して厳しい方だっ

たと伺っておりますが、実際のところい

かがでしたか。

古賀　おっしゃる通りで、細かい事柄に

ついてあれこれと口を挟むような方で

はないのですが、我々がつまらない議論

をしていると見るや、じっと見据えて方

向転換を促すといった感じでした。そ

の場に居ていただくだけで、議論にいい

意味での緊張感が生まれてくるような

存在でしたね。常に大局的な視点から、

当社の使命、そしてそれを果たすために

どうあるべきかを共に考えていただき

ました。

椎名　まさに社外役員のあるべき姿と

いう感じがします。当時は主にどのよ

うなテーマについて議論されていたの

ですか。

古賀　21世紀前後の大きな課題が、証

券業を中心としていかにグループ経営

に注力していくかというものでした。グ

ループ経営というのは、証券会社だけ

ではなくさまざまな業態の集合体を経

営していくことです。その実現のため

に、当社は2001年に持ち株会社体制に

移行し、コーポレートガバナンスの分

野で、法によって規定されたものではな

い、自主的ないくつかの試みをこの時点

でスタートさせました。例えばその1つ

が報酬委員会です。これは委員会等設

置会社となる以前のものでして、報酬と

いうのは社長が机上で決めたり、旧態依

然とした体系に基づいて決めたりすべ

きではないのではという議論が発端と

なっています。そこで、実績に応じたよ

り合理的なシステムに変えていこうと

決めたのですが、私たちだけでああでも

ない、こうでもないと議論していたので

はブレークスルーはまず期待できませ

ん。そこで社外取締役を招いて委員会

のメンバーになってもらい、役員報酬を

Value Interview

古賀	信行	氏

日本の証券界において長きにわたってリーダーシップを発揮し続けてきた野村グ

ループ。日本企業にもコーポレートガバナンスの強化が叫ばれるなか、その先達と

して同グループは、これまでどのような取り組みを展開し、その背景にはどんな思惑

があったのだろうか。グループを率いる野村ホールディングス 取締役会長 兼 野村

證券 取締役会長の古賀信行氏に、プライスウォーターハウスクーパース代表取締

役社長の椎名茂が話を伺った。

Nobuyuki Koga

野村ホールディングス 兼 野村證券　取締役会長

古賀 信行

1950年、福岡県生まれ。74年、東京大学 法学部卒業、野村證券入社。人事部長などを経て95年取締役、99年常務、2000年
に取締役副社長、01年に持ち株会社、野村ホールディングスの発足に伴い同社の副社長兼COOに就任。03年、野村ホールディ
ングス取締役社長兼CEO、野村證券取締役社長に就任。08年野村證券執行役会長、11年より両社の取締役会長として現在に至る。

経営の力となる外部の人材は、
必ずしも社業に精通した人間である必要はない
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含め、グループ全体の報酬の在り方に

ついて議論を始めたのです。

椎名　外部の力を活用して、自分たち

をより良い方向に向かって変えていっ

たわけですね。

古賀　少なくともそう自負しています。

外部の力となる人材というのは、必ずし

も社業に精通した人間である必要はな

いというのが当時の経験でわかったこ

とです。

椎名　むしろ社業に精通している人で

すと、当たり前の議論となってしまって

活性化につながらないこともあり得ま

すからね。

古賀　まさしくその通りです。

海外の社外取締役に対する期待

椎名　海外の人材を積極的に社外取締

役として招へいしていますが、日本の企

業のグループ経営そしてガバナンスの

向上にどのように役立っていると感じ

ていますか。

古賀　現在、当社取締役会は、社内か

ら5名、社外取締役が6名の計11名で

構成されており、うち外国人3名、女性

1名が含まれています。グローバルを見

渡すと、国や地域によって金融当局の対

応の仕方や社会が企業に求めるプラク

ティス等がそれぞれ異なりますので、適

切な対応の方法について意見してもら

うなどしています。やはりその地域に

しっかりと身を置いたことのある人間

でないとわからないことも多いですか

ら、とても心強い存在ですね。

椎名　社外かつ外国籍の方を交えて取

締役会を運営するとなると、ご苦労され

る事柄も多いのではないですか。

古賀　確かにそういった面もあるには

あります。まずは言葉の問題ですが、や

はり母国語でないと経営についてのデリ

ケートな話題について話し合うのは難し

いですね。ですから当社では会議の場に

同時通訳を付けて、「どうぞなんでも言っ

てください」とお願いしています。

椎名　私の場合、海外のグループ企業

幹部とのテレビ会議などで常日頃から

厳しいと感じているのが時差なのです

が、この点ではご苦労はありませんか。

古賀　いえ、むしろ一番難しいのがそ

こです。現在、社外取締役の一人がロ

ンドンに居るのですが、例えば決算取

締役会の場合、日本時間で朝7時半の開

催になります。そのため少し取締役会

が長引くと向こうは真夜中になってし

まいます。

椎名　現在の社外取締役にはPwCシン

ガポールの元会長でもあるマイケル・

リム氏が在籍していますが、どういった

理由で招へいされたのですか。

古賀　ご存じの通り、リム氏は国際的

な会計制度に精通しており、またシンガ

ポールにおいて公職を数多く務めるな

ど、その実績・見識を高く評価したか

らです。目下、社外取締役として、当社

の経営の重要事項の決定および業務執

行の監督等に十分な役割を果たしても

らっております。もちろん、シンガポー

ルを中心とした東南アジア地域での当

局への対応や社会が求めるプラクティ

スについて、頼もしいアドバイザーであ

ることは言うまでもありません。

外からの視点と声を

次の進化へと生かしていく

椎名　社外の方、それに海外の方を招

いて取締役会や各委員会をうまく運営

していくコツのようなものがあれば教

えていただけますか。

古賀　うまく運営していると言うには

現状はまだまだだと思っていますが、一

番大事なのは、とにかく意見を出しても

らうことではないでしょうか。例えば製

造業であれば、ある事業や製品の利益

が思い通りに出ない場合、効果的かど

うかといった視点で投資を考えるのが

定石ですが、当社の場合、そうしたセオ

リーがそのまま当てはめられないケー

スも多々あります。仮に国債のディー

リング業務が儲からないからといって、

じゃあやめましょうというわけにはいき

ませんよね。利益の有無にかかわらず、

続けていないと会社として成り立たな

いような性質の事業を抱えているわけ

です。そうなると、内輪だけで議論した

場合は「急にシャットダウンするわけに

はいかないよね」と、ただ合意するだけ

で終わってしまう。これでは前に進む

ことはできません。しかし、製造業の経

験がある方がいらっしゃれば、新しい視

点から解決方法を思いついて声を出し

てもらえるかもしれない。そうなると、

それをきっかけに他のメンバーも意見

を出し合い、議論が前へと進むことがで

きるのです。

椎名　なるほど、切り口は違いますが製

造業にもまた同じことが言えると思い

ます。例えば製品の性能に何か課題が

見つかった場合、社内の人間は技術的

な限界を知っているため、これ以上は無

理だと簡単に議論が終わってしまう傾

向が強いです。しかし、製造業以外の業

界から来た人間であれば、同じ課題でも

技術とはいったん切り離して、「顧客視

点で考えるとこうすればいいのでは」と

いった考え方ができます。ここにきて

やっと日本の製造業の間でも、顧客視点

を大切にするということで、積極的に外

部の声を取り入れて変革を促していこ

うといった気運が高まっています。社

内の人間からは決して出てこないよう

な発想を生かしてこそ、新たな進化を

成し遂げられるという考えは、業種を超

えて定着しつつあるのではないでしょ

うか。

古賀　新しい視点を取り入れるという

のは、企業に限らず、今後ますます少子

高齢化が進み国際的な立場も変わって

いくことになる日本全体の課題かもし

れませんね。

インベストメントチェーン内での

対話促進を

椎名　指名委員会等設置会社で議論を

進める際の肝はなんでしょうか。

古賀　執行と監督の役割を切り離して、

執行側は思いっきり走り、監督側はそ

れに対してブレーキをかけることです。

ただ、執行側に業務執行権限の大半を

委譲することの裏返しとして、取締役会

では、そこで議論して決めるというより

は、社内のさまざまな検討プロセスを経

て決定されたことの報告事項が多いの

も事実です。しかし業務執行に関わる

テーマであっても、社外取締役も交えて

議論すると新たな発見があって楽しい

ものです。そのため、社外取締役の関心

がありそうな事項は、取締役会の本来の

付議対象かどうかに限らず広く議論す

るよう心掛けています。

椎名　取締役会メンバー間の相互理解

が強まりそうですね。最後に傘下に運

用会社を有する投資家としての立場か

ら、金融庁、取引所を含めた、日本の

コーポレートガバナンス強化に向けた

取り組みについてご意見をいただけま

すか。

古賀　日本版スチュワードシップ・コー

ドについて言うと、機関投資家も投資先

としっかり話し合いなさいというのが

最大のメッセージだと思うのですが、そ

れだけでなく運用委託者も機関投資家

に対して適切にガバナンスを効かさね

ばならないと、今さらながら思います。

椎名　そうなれば、インベストメント

チェーン内でお互いをもっと理解し、納

得できればもっと投資しましょうという

流れにつながります。

古賀　そうです。企業もまた、彼らの

期待にどう応えれば自分たちにもプラス

になるのか、よく考えるようになるはず

です。

椎名　まさに、説明責任を果たすことで

ステークホルダーからの信頼が得られ

るというコーポレートガバナンス・コー

ドの原則にもつながっ ていきますね。

ありがとうございました。
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Management Issue Management Issue

独立社外取締役を選任した後に求められること 平成 26年改正会社法
コーポレートガバナンスの観点から

コーポレートガバナンス・コードの中で

最も注目を集めたのは、独立社外取締役

2 名以上の選任を求めたことだろう。独

立性判断基準や取締役会における検討

への貢献が期待できる人物という質的

側面も踏まえて、2 名以上という人数を

どう確保するのかが目下の大きな関心

事となっているようだ。

経営陣の独立社外取締役に対する意識

選任した独立取締役に何を期待する

のか、そのために企業側は何をしておく

べきなのか、ということも考えておく必

要がある。PwCが先んじて2012年に

実施したサーベイの中に興味深いデー

タがあった。1つは調査時点で社外取締

役を設置していた企業がその狙いとし

て重視した項目、もう1つは当時社外取

締役を選任していなかった企業の、その

理由だ。

社外取締役選任の狙いは下図の通り

となった。経営判断へのアドバイスや

コンプライアンスに対する期待は高い

ものの、社外ステークホルダーの視点の

取り込みという観点は比較的低い。コー

ポレートガバナンス・コードには株主の

権利や情報開示、透明性の確保などが謳

われていることを踏まえると、今後はこ

うした観点からの社外取締役の役割と

本年 3 月5日に、コーポレートガバナン

ス・コードの原案（ 以下、コード原案と

いう ）が公表された。2 つの「 日本再興

戦略 」閣議決定、日本版スチュ ワード

シップ・コードの策定、伊藤レポートの

公表といった一連の流れの中で、株式

会社の中長期的収益性・生産性の向上

を趣旨として策定された。今後、コーポ

レートガバナンス・コードは、東京証券

取引所の上場規程に規定されるが、これ

とは別に、本年 5 月1日には改正会社法

も施行された。

コーポレートガバナンスが注目され

ている。そもそも、「コーポレートガバ

ナンス」という言葉自体、その内容は場

面によって異なりうるが、コード原案で

は、「『コーポレートガバナンス』とは、

会社が、株主をはじめ顧客・ 従業員・

地域社会等の立場を踏まえた上で、透

明・公正かつ迅速・果断な意思決定を

行うための仕組みを意味する」と定義し

ている。

平成26年改正会社法（ 本年5月1日

より施行）も、コーポレートガバナンス

の観点からの改正がある。特に、社外

取締役は会社と経済的利益を一にしな

い立場にあることから、会社の経営全般

への実効的な監督機能を期待される立

場にあり、以下に述べる社外取締役に関

連する改正は、ガバナンスの観点からの

改正として注目される。

1） 社外取締役の「社外」要件の見直

し（社外監査役についても同様の改正が

あった）

これまで、社外取締役とは、株式会社

の取締役であって、当該会社、またはそ

の子会社の業務執行取締役、執行役、支

を積極的に設けて、自社の人材をより深

く知ってもらおうとしている。私たち外

部コンサルタントが支援するアセスメ

ントの一環であるディスカッションの場

にも参加を依頼するし、多面評価やイン

タビューも含めたアセスメント結果は外

部コンサルタントから直接社外取締役

に報告することにもなっている。社外取

締役に機能してもらうための覚悟と惜

しみない労力がうかがえる。

他方、社外取締役が出席する場で、事

業や業界についての極めて初歩的な質

問・確認に多くの時間を費やされ、突っ

込んだ議論がなされないまま社内経営

陣からの提案を追認する、あるいは拡散

的な放言に終始して的を射た深い議論

とならず結論が出ないまま時間が無駄

に過ぎるという企業の話も聞く。外形的

な要件をクリアしても、それ以上の打ち

手を講じなければ、せっかく選任した独

立社外取締役が十分に機能しない可能

性もある。

だが、本来求められているのは、社内

に閉じた発想・判断に危機感を持って、

独立社外取締役にできるだけ有効に機

能してもらおうという姿勢ではないだろ

うか。それが中長期には業績的にも、資

本市場からの評価の点でも、企業や株主

にとってより良い結果につながっていく

ということなのだと考える。

ていることから、説明・開示をすべき会

社としては、株主の理解を得るため、実

質的な説明が必要とならざるを得ない

と思われる。

3） 監査等委員会設置会社制度の新設

監査役や監査役会ではなく、取締役で

構成され、社外取締役が過半数を占め

る、監査等委員会が業務執行の監査・監

督等を行う、監査等委員会設置会社が新

設された。

同制度は、監査・監督をする者が業

務執行者の任免を含む取締役会の決議

における議決権を有することで、監督

機能の強化が図られ、他方、取締役等

の指名、報酬決定権などの点で、指名

委員会等設置会社に比べて制度上の柔

軟性を持たせた点に特徴があるとされ

ている。

監査役監査と異なり、内部統制システ

ムを通しての監査が想定されているため、

これが機能していることが前提となる。

例えばISSでは、この制度を監査役会

設置会社より積極的に評価する姿勢を

表明しているが、コード原案を検討する

有識者会議では、どの制度も等価とされ

ている。内部統制システム整備にかか

る負荷の度合い、確保できる社外役員の

人材の適性などを考慮に入れて、制度を

選択する必要があると思われる。

それに資する人選についての意識はよ

り求められることになろう。

一方で、当時社外取締役を選任してい

なかった企業がその理由として最も多

く挙げたのは「社外取締役が自社および

業界の事情を十分に理解できるか疑問

である」であった。「役割が社外監査役と

重複する」「適任の社外取締役を見つけ

るのが難しい」という選択肢とはスコア

に差も出ており、特に上場企業はこの傾

向が顕著だった。

これは今後独立社外取締役を選任す

る上での課題を示唆している。いかに

独立社外取締役に自社や業界を理解し

てもらい、的確なアドバイスと監督をし

てもらうか、すなわち独立社外取締役と

して機能してもらうか、という課題だ。

独立社外取締役に

十分機能してもらうために

参考までに、日本企業のベストプラク

ティスの1つと言えるある企業では、社

外取締役がスムーズに議論

に加わり、偏らない情報を得

てもらうために、多くの時間

と労力を割いている。 例え

ば、役員人事を的確に判断

できるよう、年間を通じて社

内の役員や役員候補との勉

強会や個別面談などの機会

配人その他の使用人ではなく、かつ過去

にもこれらの立場になったことがない者

と定義されていた。

今回の改正では対象となる会社等の

範囲が、当該会社および子会社から、親

会社、支配株主、兄弟会社に広がり、対

象となる立場も、一部、非業務執行者や

近親者も対象となった。他方、期間を過

去10年間に限定することとし、社外役

員の人材不足への懸念に対する一定程

度の対応がなされている。

実務上は、上記改正により、親子関係

の企業グループにおけるグループ内で

の社外役員の兼任が困難となる点で、影

響が大きいと言われている。

2） 社外取締役を置くことが相当でな

い理由の説明・開示

有価証券報告書提出義務のある監査

役会設置会社（公開会社かつ大会社に限

る）が、社外取締役を置いていない場合、

「社外取締役を置くことが相当でない理

由」を定時株主総会、事業報告、株主総

会参考書類において説明をする義務が

規定された。

ガバナンスの観点から社外取締役の

果たす機能は重要であり、社外取締役設

置を義務づけるべきとの議論があった

が、説明義務という形に落ち着いた。

説明内容については、コード原案や最

大手の議決権行使助言会社であるISSな

どが社外取締役設置を積極的に評価し

プライスウォーターハウスクーパース株式会社 
人事・組織変革コンサルティング部門ディレクター

新田 活己
事業会社・コンサルティングファームにて、国内・グローバルにおける人材マネジメントや
組織変革に関する豊富な経験を有する。役員マネジメントや次世代リーダー育成、M&A/
組織再編、グループ経営、グローバル人材マネジメント、人材構造・人件費の最適化、
など幅広いテーマを手がけている。

PwC 弁護士法人
パートナー 弁護士

土屋 奈生
2003 年に弁護士登録。
企業法務を中心に取り扱う法律事務所に所属し、広く国内、海外の案件に携わる。一般企
業法務のほか、M&Aや企業再編、事業再生、倒産案件を多く取り扱う。
2014 年 11月、PwC弁護士法人設立、業務開始。

経営判断の合理性確保

コンプライアンスの強化

専門的視点からのアドバイス

株主等の視点の反映

81%

77%

76%

51%

社外取締役選任の狙いとして重視したこと
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しによると、2015年はロシアがマイナ

ス成長に陥り、ブラジルも0％の成長に

とどまっている。中国は6.8％の成長と

されているが、2010年までの毎年10％

近い成長からすればかなりの減速具合

となる。

「中国が今後どうなるかが、日本経済

にとって極めて重要なポイント」と、榊

原氏は強調する。中国は今、かつて日本

が経験したような、高度成長期から安定

成長期への移行期に差し掛かっている

のだという。「ここをうまく乗り切れる

かどうかが、中国政権にとっての大きな

試練となる」（榊原氏）

対して、BRICsの中でも好調なのがイ

ンドだ。モディ政権のもとでさまざまな

改革を進める同国だが、2015年の成長

率はついに中国に並ぶと見られている。

そして中国が間もなく人口のピークを迎

えるのに対し、インドは2050年まで人

口増加を続ける見通しだ。榊原氏は言

う。「経済成長の予測は難しいが、人口

の予測はかなり当たるもの。あと10数

年で両国の人口は逆転し、それと時期を

同じくして経済もインドが中国の勢いを

追い抜くと見ている」

再び日本に目を移した榊原氏は、日

米の金融政策や混迷する世界情勢など

を踏まえた上で「円安局面は終わった 」

との見解を示した。そして、「 消費税増

税が順調に進めば、日本経済は2020

年の東京オリンピックに向けて1.5％

前後の成長率を維持できるだろう。豊

かで成熟経済の日本にとって理想的な

成長率だと言える 」と語り講演を締め

くくった。

グローバルを舞台とする日本企業は、従来の独自のビジネスモ
デルと商習慣から脱却し、世界のメガトレンドを踏まえつつグ
ローバルレベルでの顧客ニーズを創出する一方で、それぞれの
地域・嗜好に応じた商品やサービスを提供することが求めら
れている。人口構造の変化や世界の経済力のシフト、急速な都
市化の進行、気候変動と資源不足、テクノロジーの進歩/技術
革新といった世界のメガトレンドをビジネス戦略に取り込
み、リスクを最小限に抑えながら経営規模を拡大し、2020年
に向けた事業機会を創出することが、日本企業にとっての重要
なミッションだといえる。2月24日に開催された「 PwC グ
ローバル メガトレンド フォーラム」では、「 成長戦略の加
速 」、「リスクマネジメントへの対応」、「2020年に向けたビジョ
ン」にフォーカスし、各分野に精通したPwC Japanのプロフェッショナ
ルたちが日本企業の成長戦略の在り方を示した。開会のあいさつに登壇
した、あらた監査法人の木村浩一郎代表執行役は、「 2020年の東京オ
リンピックに向けて、さまざまな意味で目標設定が可能になった」と強
調。「企業を取り巻く環境がこれまで以上に大きく変化しようとするなか、
予想できない変化にいかに対応していくかを皆さんと一緒に考えたい」
と語り、本フォーラムへの意気込みを示した。

  PwC
グローバル メガトレンド フォーラム

オープニングセッションに登壇した

青山学院大学教授の榊原英資氏は、ま

ず世界経済の動向に言及し、「世界経済

がゆるやかに回復しつつあるなか、先

進国では軒並み成長機運が高まってい

る」とした。日本も、政府見通しによる

2015年度の実質経済成長率はプラス

1.5％で、民間見通しではさらに上回って

いる。榊原氏は「おそらく2％に近い成

長が可能だろう」と予測し、日本経済が

完全に力を取り戻しつつあることを強調

した。

一方で、榊原氏が懸念するのがBRICs

の勢いの低下だ。IMFの世界経済見通

～勝ち残りを賭ける日本企業が世界のメガトレンドと
　直面するグローバルリスクにどう立ち向かうかを考える一日～

オープニングセッション

2015年日本はどこに向かうのか
～ドル高なのか円高なのか～
青山学院大学

教授　榊原 英資 氏

あらた監査法人

代表執行役 木村浩一郎

14 Value Navigator 15Value Navigator



「まず自社の成長に対する自信に関し

て見ると、世界のCEOは非常に強気な

のがわかるのに対して、日本のCEOの

自信は前年の84％から79％へと5ポイ

ント減少した。その理由としては、調査

期間が昨年秋だったため、消費税増税に

よる影響が残っていて弱気になっていた

のであろう。今年は回復基調に戻るので

は」と、椎名は見解を示した。

世界のCEOが着目する国については、

ここ数年トップだった中国の座をアメリ

カが奪うかたちとなった。同国の好景

気を反映したものと見られ、日本のCEO

の場合も中国がトップのままであるもの

の、やはりアメリカの伸びが著しい。

興味深い傾向が見られたのが、業界を

キーノートセッションには、プライス

ウォーターハウスクーパース 代表取締

役社長 椎名茂が登壇。昨年（2014年9

月～12月）PwCが世界77カ国の主要な

企業の最高経営責任者（ CEO）1322人

を対象に実施した「世界CEO意識調査」

の結果から見えてくるメガトレンドに

ついて日本と世界のCEOの対応比較を

行った。同調査は毎年実施されている

もので、今回で18回目を迎える。調査

対象には日本企業のCEOも162人含ま

れており、椎名は日本のCEOの意識の

経年変化や世界のCEOとの差異に特に

着目。そこから日本企業が直面する課

題や今後の方向性について浮き彫りに

していった。

日本の CEO は、

変革力と多様性で勝負を

では、競争優位性を確立するために、

世界のCEOはどのようなアプローチを

思い描いているのだろうか──そのキー

ワードは、「テクノロジー」、「パートナー

シップ」、「ダイバーシティ」だ。テクノ

ロジー領域における世界のCEOが戦略

的に重視するのは、モバイル、データア

ナリティクス、サイバーセキュリティの

３つである。顧客価値創出に向けたデジ

タルへの投資効果を積極的に認めてい

る世界のCEOと比べると、日本のCEO

はデジタル投資に対する期待値は相対

的に低く、さまざまな面で約10％から

15％ほどの開きがある。この点につい

て椎名は、「もっと期待値が高くてもい

いのでは」と、疑問を投げかけた。

次にパートナーシップについて見る

と、世界のCEOは、パートナー提携をコ

スト削減やリスクの削減手段としてはも

はや見ていないことがわかる。54％の

CEOが、パートナーシップ提携に最先

分の1近くのCEOは、ダイバーシティを

推進する戦略がまだないと答えるなど、

「言うは易し、行うは難し」であること

がうかがえる。そして日本企業に目を向

ければ、新任CEOの外部招へい率がわ

ずか3％と低いのが目立つ。女性CEO

の割合も日本企業は0.8％と世界で最も

低く、対して新任CEOの平均年齢は61

歳と一番高い。

これら一連の調査結果を受けて椎名

は、「これから日本企業が境界なき市場

競争を勝ち抜くためには、変革力と多様

性が重要だ」と強調した。

講演の締めくくりとして椎名は次のよ

うに語った。「やはりイノベーションを

常に起こしていく必要がある。そのため

には、過去のしがらみにとらわれず、新

たな成長のために何をすべきかを考え

続けることが大事だ。あとは、CEO自身

がダイバーシティに富んだ人間でない

といけないし、招へいするのであればそ

ういう人を選ぶべき。日本企業のリー

ダーには、変革力と多様性で、自ら世界

標準をつくっていくという強い意志を

持っていただきたい。そうなれば、日本

経済がさらに強くなり、世界経済をリー

ドしていけることだろう」

A marketplace without boundaries?
境界なき市場競争への挑戦
～日本と世界のCEO意識調査から見えるメガトレンドへの対応比較 ～

キーノートセッション

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

代表取締役社長 椎名 茂

端技術へのアクセスを求めているので

ある。また日本のCEOの特徴としては、

競合とのパートナーシップを好む傾向

が挙げられる。

ダイバー シティ に関しては世界の

CEOの多くが、ダイバーシティ戦略は業

績向上につながると考えているようだ。

「多様な働き方や考え方がより求められ

る時代になっているのがわかる」と椎名

はコメントする。しかしその一方で、3

破壊する今後5年間の動きに関しての見

解だ。世界のCEOは、「業界規制の変化」、

「競争相手の増加」、「顧客行動の変化」

を、業界の破壊につながる可能性のあ

る傾向のトップ3に挙げている。このう

ち業界規制を挙げた世界のCEOの割合

が実に66％にも達しているのに対して、

日本のCEOは46％にとどまり大きな差

が見られる。競争相手に関しては、世界

のCEOが61％、日本のCEOは57％と、

日本が4ポイント低くなっている。一方、

顧客行動を挙げる割合は日本のCEOが

63％、世界のCEOは61％となっており、

日本のCEOがこの先の顧客行動の変化

に対して、より強い警戒心を抱いている

ことがうかがえる。

66% 61% 61%
50% 46%

■非常に破壊的である （%）
■多少破壊的である （%）

（ 日本のCEO % ）

世界のCEO

世界の CEO は、業界を破壊する今後 5 年間の動きとして、
規制、競争、顧客行動、流通チャネル、テクノロジーを
トップ5 に挙げている。

業界規制の
変化

競争相手の
増加

顧客行動の
変化

流通チャネルの
変化

主要テクノロジーの
変化

（46% ）
（57% ） （63% ）

（54 % ）
（49% ）

31
21 22

18
16

35
40 39

32 30

CEOの検討課題

いかに「捨てる」選択を素早く行い、
自社の差別化要因を絞り込むか？

自社技術やビジネスモデルを基盤に、
グローバルビジネスのデファクト・
スタンダードを確立するには何が必要か？

日本独自のクローズド・
イノベーションからの脱却に、
新たなパートナーシップモデルを
活用できるか？

テクノロジー（デジタル技術）を
どう競争優位性の確立に活用するか？

ダイバーシティを企業文化として醸成し、
イノベーションや競争力の源泉にできるか？

『第18回世界CEO意識調査 日本分析版 境界なき市場への挑戦』は以下よりダウンロードいただけます。
http://www.pwc.com/jp/ja/ceo-survey/2015/
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ヒト、モノ、カネの流れを自由化するアセアン経済共同体

(AEC)が実現し、さらなる成長が期待されるASEAN。プライ

スウォーターハウスクーパースのパートナー、坂野俊哉は、

10年という長期的な視点に立ち、グローバルメガトレンドで

ある、経済の多極化、中間層の増加、都市化の進行について解

説。ASEANに起きている構造変化の理解を促すとともに、日

本企業がASEANとどうつきあうべきかについて説明した。

一口にASEANと言っても、歴史的背景や言語、宗教など

が異なり多様性が大きい。しかし10年後のASEANを考える

と、いずれの国においても今後の大きな成長が期待されてい

る。坂野は、「将来的には、中国やインドが台頭してくるなか

で、双方を結ぶインターミディアリーとしての機能が重要に

なる」と強調した。

一方、日本企業について坂野は、「 ASEANとはこれまで友好

関係を築いてきており良いポジションにあるが、守りの立場

となることは間違いない」と語った。例えば韓国のサムスン

はベトナム経済で大きな存在感を示しており、また中国はア

ジアインフラ投資銀行（AIIB）の設立表明などでますます影響

力を強めている。

ASEANでは今後、経済の多極化に伴い人的資源が不足し、

人件費が上昇すると見られる。「 特に域内移動が自由化され

る高スキル人材は争奪戦が繰り広げられる」（坂野）。また富

裕層とともに中間層も増え続け、都市へと集まるようになっ

ていくと予想される。そうしたトレンドを受けて坂野は次の

ように総括した。「日本企業は、人材の確保と育成に着手し、

富裕層と上位中間層の飛躍的増加を取り込んでいくべきだ。

都市での勝機がより大きな位置づけとなる」

日本企業によるクロスボーダー M＆Aにおいて最近増加

傾向にあるのが、海外企業の一部事業の譲受である。プライ

スウォーターハウスのディレクター、吉田あかねは、事業譲

受取引における実務上の留意点について解説を行った。開口

一番、「事業の売却に対する考え方が、日本のCEOは世界の

CEOとかなり違うことがPwCの調査でも判明した」と語った

吉田は、最新の「世界CEO意識調査」の結果から、今後12カ

月間の事業のリストラクチャリング計画に関して、「特定の持

ち分の過半数を売却する、または主要マーケットの１つから

撤退する」と回答した日本のCEOの割合が世界のCEOと比べ

て極端に低い点に着目。「事業の売却や撤退といった経営手

法はあまり採用されないのが日本の現状。一方でクロスボー

ダー M&Aに関してはアメリカには及ばないものの前向きだ」

とコメントした。

日本企業のM&Aにおける海外M&Aの比率は年々増加傾向

にある。M&Aの形態としては、株式の譲り受けが一番多いが、

事業の譲受も目立っている。M&Aの目的では、地域獲得と商

材・サービス獲得、バリューチェーン効率化／強化のうち2つ

以上を組み合わせたものが多い。事業譲受を生かした企業価

値の向上について吉田は、「一部事業の譲受は、本当に必要な

事業や資産のみを買収対象とするため効率的である半面、買

い手による譲受事業の受け皿インフラ整備など、買収後の事

業モデルを確立する上での難易度が高い」と説明した。

続けて吉田は、買収検討過程から実行過程、買収後どうやっ

て成果を出すかに至るまでの事業譲受のプロセスについて詳

細に説明。「事業の譲受はもちろん、M&A全般について不明

な点があれば、ぜひ相談していただきたい」と呼びかけた。

いよいよ間近に開始が迫ってきたコーポレートガバナン

ス・コード。あらた監査法人のディレクター、久禮由敬は、

「企業と投資家の対話を加速する動きは、国内に限らない。

今世界ではディスクロージャーをめぐる大きな変革のメガト

レンドが湧き起こっている」と力説した。

企業と投資家が実りある双方向の対話を実現するために、

従来型のステークホルダーコミュニケーションをいかに変革

するかが問われている。そのための手段の1つとして世界的

に注目度が高まっているのが、組織の長期にわたる価値創造

に関するコミュニケーションプロセスである「統合報告」だ。

2013年12月に、国際統合報告評議会（ IIRC）が「国際統合報

告フレームワーク」を公表。久禮は、「現在、IIRCの取り組みは、

統合的思考をビジネスに浸透させるとともに、統合報告の質

を向上させ、世界的に普及させるという次のステージへと突

入している」と語った。

日本企業が統合報告を活用しようとした場合にぶつかりが

ちな壁として久禮は、実利見極めの壁、意思決定の壁、部門

対立の壁、関連性・重要性の壁、持続性の壁の5つを挙げ、そ

れぞれの壁をどう乗り越えるかのヒントを示した。

また、任意開示とされている中長期経営計画についても、

一貫性を持ちながら、従来型の開示がはらんでいたジレンマ

を克服することが必要となる。そして、独立役員等の数や取

締役会の活性化の度合いなど「形」が問われた次には、真の

「質」の競争が始まろうとしているのである。久禮は、「これか

らの企業には、経営に統合的思考を埋め込み、対話し、行動

していくことを通じて持続的に企業価値を高めていけるかど

うかが問われることになる」と総括した。

2015年6月、日本の成長戦略の一環としてコーポレート

ガバナンス・コードが導入される。あらた監査法人のパート

ナー、小林昭夫は、このコーポレートガバナンス・コードの

策定・導入の背景や日本企業の対応について説明した。「独立

社外取締役というかたちで、社外の多様な知見を取締役会に

取り込むということは、コーポレートガバナンス・コードだ

けではなく、会社法の改正、またそれに先立つ東京証券取引

所の独立取締役選任努力義務といった一連の取り組みにおい

ても中心的な施策となっている」と、小林は見解を述べた。

「ガバナンス」というと、従来はコンプライアンスや不正防

止といった側面に視野が向きがちだった。しかし今回、日本

でコーポレートガバナンスの強化が求められた背景として小

林は、原案において「攻めのガバナンス」と書かれている点に

注目し、「成長戦略としての側面が非常に強調されているのが

特徴だ」とした。

また、独立社外取締役の有効な活用が求められるなかで、

少なくとも2名以上の選任や独立社外者のみを構成員とする

会合の定期的開催などが推奨されている。特に、筆頭独立社

外取締役の役割について小林は、「あまり明示的には書かれて

いないが、英国のスチュワードシップ・コードを見ると、株

主と経営者との対話に際しては連結管的な役割、取締役会の

評価者としての役割が期待されており、それが参考になるだ

ろう」と語った。そして、独立社外取締役の独立性判断基準

や資質などについて解説し小林は最後に「コーポレートガバ

ナンス・コードへの対応では、要求事項をばらばらに捉える

のではなく、ストーリーとしてガバナンスを考えることが大

事だ」と主張した。

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

パートナー 坂野 俊哉
あらた監査法人

ディレクター  久禮 由敬

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

ディレクター  吉田 あかね

ASEAN
～ 10 年目線で今何をすべきか？～

Disclosure Innovation
～世代を越えた企業価値創造への挑戦～

クロスボーダー M&Aにおける
一部事業買収の課題と解決策

コーポレートガバナンス・コードの
策定・導入の背景

あらた監査法人

パートナー  小林 昭夫
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日本企業のビジネス環境がボーダーレスとなった今、直面す

るコンプライアンスリスクについても同じくボーダーレス化

している。そのため現地法人で発生する小規模な内部不正か

ら、国際カルテルや外国公務員に対する贈収賄など海外規制

当局の調査対象となるような大規模かつ深刻なリスクにまで

直面するようになったのである。こうした背景を受けて、プラ

イスウォーターハウスクーパースのシニアマネージャー、池田

雄一は、積極的な海外進出を進める日本企業が、あらゆるコン

プライアンスリスクから組織を守るための対策について考察

を行った。

まずPwCが2014年に実施した経済犯罪実態調査の結果を

示した池田は、「日本と比べて海外では、なんらかの不正行為

が発生する確率が非常に高いことがわかる。日本企業が海外

に進出する際には、やはり不正行為──いわゆる経済犯罪に十

分に注意する必要があるだろう」と語った。

日本企業にとって重大なコンプライアンスリスクとしてアメリ

カの海外不正行為防止法違反と競争法違反が挙げられる。この

うち日本企業が競争法で摘発される原因として池田は、競争法

や反トラスト法に関するコンプライアンスがほとんど機能して

いないこと、協調性を重んじる日本の国民性、そして同法につい

ての知識不足の3点を挙げた。また、競争法違反の課徴金が高額

になる理由と日本企業が陥りやすい当局対応における落とし穴

について、対応の遅れ、間違った専門家の登用、eディスカバリー

における不手際などを指摘する。こうした有事対応の在り方に

ついて解説した池田は、平常時の対策の重要性を強調。「平常時

の対策にリソースをつぎ込むことは、有事に多額の費用を支払わ

ないようにすることにもつながる点を知ってほしい」と訴えた。

世界中のCEOが租税負担の増加を成長見通しに対する潜在

的脅威の1つと捉えている。税理士法人プライスウォーター

ハウスクーパースのパートナー、白崎亨は、アジア主要国に

おいて企業がどのようなリスクにさらされているのかを具体

的に紹介しながら、その対応策を挙げ、税務リスクについて

考察していった。

「かつてアジア各国では、外資企業には雇用確保の役割が期

待されていたが、最近は税収源として期待されるようになっ

ている」と白崎はコメントした。そのため移転価格税制を中

心とした国際課税の強化に向かっているのである。

おおむねアジアの国では、自国の企業は手厚く保護する一

方、外資の企業に対して非常に厳しい調査をする傾向がある。

白崎は、「やはり税務調査を受けての追徴税額が、租税負担の

増加につながっているのでは」との見解を示した。

アジア主要国におけるビジネスリスクとしての税務リスク

には、移転価格税制のほか、インドネシアとタイの還付申告

時調査、中国、インドネシア、タイに共通する税関問題がある。

この3つのリスクについて白崎は解説を行った後に、アジア

主要国における税務リスクへの対応例を紹介した。例えば、

移転価格に関する各国共通の対応例は、移転価格に関するポ

リシーをしっかりと定め、文書として保存するというものだ。

また税関問題についての共通対応例としては、税関に関する

コードの見直しなどがある。そして白崎は講演の最後、各国

で発生している税金を、本社が積極的に掌握、分析し、その

上でさまざまな手法により税務リスクを低減させて、合法的

かつ合理的に税金コストを適正にする国際税務マネジメント

の重要性を説き、壇を後にした。

企業や社会、個人のライフスタイルを一変する力を持つと

されている「デジタル」だが、そもそもデジタルとはどのよう

なもので、ビジネスにどう影響し、企業は何に取り組むべきな

のか──プライスウォーターハウスクーパースのパートナー、

松崎真樹はこの3点に踏み込んだ。「今やビジネスを動かす原

動力がデジタルであり、これを１つの歯車としてきっちりと組

み込むということが重要なポイントだ」と、松崎は主張し、現

在の技術のキーワードとして「 SMAC」を挙げた。SMACとは、

“Social”、“Mobile”、“Analytics”、“Cloud”の頭文字を組み合

わせたものだ。このうちAnalyticsは、企業の頭脳をつかさど

る存在といっても過言ではない。

そしてSMACの次に革新の原動力となるテクノロジーのト

レンドとして松崎が紹介したのが、“Enterprise Wearable”

と“Business Sensor”の2つ で ある。PwCの 調 査 によると、

Enterprise Wearableの分野に投資をしている企業は既に3％

存在している。個人レベルでは、フィットネスバンドや眼鏡、

それにApple Watchのような腕時計などで既にWearableは

普及しつつある。それがEnterprise Wearableになると、個

人の生産性や、従業員の安全性に貢献するようになると見ら

れている。一方のBusiness Sensorに関しては、既に23％の

企業が投資を実施しており、生産や物流、観光サービスなど

での活用が期待されているのである。そしてさらにその次に

想定されるテクノロジーとして松崎は、ロボテックスと3Dプ

リンターの2つを挙げた。企業がデジタルを優位に活用する

ためのポイントを紹介した松崎は、「 PwCではデジタルを活用

した成長戦略の策定支援や、既存の戦略のアセスメントを実

施しているので、ぜひ活用していただきたい」と訴えた。

データ分析手法やソーシャルネットワークなど新たなテク

ノロジーが、コミュニケーション手段や移動手段、そして働き

方に大きな影響を与えている。一方、異なる世代がぶつかり合

い、多様性のマネジメントも複雑化している。そうしたなか、

プライスウォーターハウスクーパースのディレクター、佐々木

亮輔は、今後、事業が必要とする人財をどう惹きつけ、定着さ

せ、また動機付けするかといった人財戦略や業績管理について

持論を繰り広げた。

2014年の「世界CEO意識調査」によると、すべての国や地

域のCEOが、鍵となる人財の調達に大きな懸念を示している。

佐々木は、「日本のCEOは人財戦略に対する課題意識は強くあ

るものの、具体的な施策の実現まで至っていない傾向にある」

と指摘する。またアジアを見ても、外部採用率、離職率ともに

欧米の2倍となるなど、人財獲得競争が激化しつつあることが

うかがえる。「人財というリソースをどのようにソーシングし

ていくかが、世界中で大きな課題となっているのだ」と佐々木

は強調した。

続いて佐々木は、テクノロジーの進展や人口動態の変化など

を踏まえ、未来の働き方について2022年までの変遷と展望を

示した。そこでポイントとなるのが、大企業型資本主義の「ブ

ルーワールド」、専門性の高い小規模組織がネットワーク化した

「オレンジワールド」、社会的責任が企業の責務を決定する「グ

リーンワールド」という３つのシナリオである。各シナリオに

ついて解説した佐々木は、「この３つのシナリオで想定される目

標や競争の仕方、社員に求める価値観などを想像していただき

たい。そこまで戦略的にならねば、将来の働き方には対応しき

れないのではないか」と会場に問いかけて講演を締めくくった。

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

シニアマネージャー  池田 雄一
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース

パートナー  白崎 亨
プライスウォーターハウスクーパース株式会社

パートナー 松崎 真樹

グローバルで勝負するための
コンプライアンスリスク対応

2022年の働き方
～人財戦略と業績管理のパラダイムシフト～

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

ディレクター  佐々木 亮輔

ビジネスリスクとしての国際税務
～アジアにおける税務リスクとその対応の考察～

デジタルがもたらす未来の
ビジネス像
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プライスウォーターハウスクーパースのパートナー、田中玲

は、銀行の新たな脅威として出現したDisruptor（破壊者）とど

う向き合い、いかに自己変革すべきかについて、金融（Finance）

とテクノロジー（ Technology）を融合させた“FinTech”の分野

を例に解説した。テクノロジーの進化は、ネットショッピング

の普及やソーシャルメディアの利用拡大などをもたらし、顧客

行動を変化させている。顧客はスマホやオンラインチャネルに

シフトしており、それと合わせて銀行も非対面チャネルでほと

んどの顧客のニーズに応えられるようになっている。田中は、

「支店やコールセンターといった対面チャネルの維持には高い

コストがかかるため、銀行はチャネル戦略の見直しを活発化し

ている」との見解を示した。

こうしたなか新たに出現してきたのが、最新のIT技術を用

いて既存のバリューチェーンにおける顧客満足度の弱点に着

目し、新たな商品やサービスを、より早くより安く、さらによ

り高い付加価値をもって顧客に提供するDisruptorなのであ

る。FinTechの領域におけるベンチャー企業やテクノロジー

企業などが、既存の銀行にとってのDisruptorに当たることに

なる。田中はこう語る。「お金を扱う銀行サービスの大前提と

してあるのが信用だ。だが、FinTechベンチャーなどがIT技

術を用いて信用を創出する仕組みを提供すれば、それら異業

種のユーザーは今後増えていくだろう」。そして田中は、銀行

には、1. Disruptorのecosystemの分析とモニタリング、 2. 

イノベーションによる変革の構造化、そして、3. 独立した環境

での試行的アプローチが求められるとした上で、「メガトレン

ドは脅威でもあるが、新たな成長機会を生み出すチャンスに

もなる」と訴えた。

スペシャルセッション

総合商社のグローバル戦略
丸紅株式会社

取締役会長  朝田 照男 氏

メガトレンドフォーラムを締めくくるスペシャルセッション

には、丸紅の取締役会長、朝田照男氏が登壇した。日本を代表

する総合商社である丸紅は、昨年度に史上最高益となる2109

億円を計上。朝田氏は、「 15％のROEを安定して確保するため

には3000億円は必要なので、そこに向かって取り組まねばい

けない」と、兜の緒を締めた。

世界経済の発展に伴う、中長期的な資源需要の拡大の中に

あって、朝田氏は商社の役割を、「資源・エネルギーの安定供

給にある」とする。また、新興国におけるインフラ需要の拡大

を受けて、同社はインフラ整備にも力を入れている。

「 1つの分野に大きくコミットするのではなく、バランスの

とれたポートフォリオでバランスのとれた収益構造を描くのが

大事だと考えている」と、朝田氏は強調した。

朝田氏はまた、総合商社のベースはあくまで取引仲介にある

とした上で、「商社の役割が拡大して取引仲介型からプロジェ

クト型へとシフトしている。さらに1990年代からは、海外の

発電事業や交通事業などソリューションプロバイダ型のビジ

ネスも加わった」と説明し、「時代の流れとともにビジネスモデ

ルを変えてきたのが、今の日本の5大商社なのではないか」と

の持論を述べた。

今や商社はトレーディングカンパニーではなく投資カンパ

ニーだと言われるほどで、丸紅も65％が投資収益で、35％が

取引仲介からの利益となっている。だが朝田氏は、「トレード

なくして投資はないと思っている。商品を知り、客を知り、マー

ケットを知り、そして中長期のビジョンがあって初めて、ト

レードと投資を最大化できるのだから」と力を込めて語った。

商社の経営手法は時代ごとに転換してきた。1980年代は売

上競争を繰り広げていたが、1990年代になると利益重視へと

転換。積極的に海外に目を向けて、効率の悪い関連会社を整

理してスリム化を図った。「収益会社のほとんどは海外にあり、

また将来の飯の種になる投資を拡大していった」（朝田氏）

海外での投資拡大に伴って重要性を増したのが、リスクマネ

ジメントであり、人材開発だ。そこで丸紅では、安定して収益

を上げられるようポートフォリオ・マネジメントに注力すると

ともに、丸紅独自の経営指標であるPATRACを基にした統合

リスク管理を経営に取り入れたのである。現在、丸紅では、統

合リスク管理と事業投資のフォローアップ体制強化といった

攻めと守り両面での海外事業の強化・拡大を進めている。「社

会の一員として役割を果たすことを念頭に置きながら、グロー

バルビジネスを展開していきたい」──朝田氏はこう抱負を示

して講演を締めくくった。

FinTech 分野における銀行の
Digital Disruption対応

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

パートナー  田中 玲
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PwC Japan News

ディールアドバイザリーを強化 — 
プライスウォーターハウスクーパース マーバルパートナーズ設立

スマートシティを世界目線で考える — シンポジウムで野田由美子が講演

社内 SNS “Spark”が「IT特別賞」を受賞
Strategy& 第15回CEO承継調査を実施

2015年2月、プライスウォー ター ハウス

クーパースはM&A専門コンサルティング会

社としてマーバルパートナーズの設立、な

らびにPwCの日本におけるディールアドバ

イザリーの強化を発表しました。

2015年3月開催の日経スマートシティシ

ンポジウムにてプライスウォーターハウス

クーパースパートナー 野田由美子が「世界

の都市力評価と東京の未来に向けて」をテー

マに基調講演を行いました。本講演におい

新会社の会長には椎名茂が、社長には岡俊

子が就任し、グローバルなM&A戦略立案か

ら実行における一気通貫した支援サービス

の提供と、M&A専門の人材採用と育成を目

指します。

て、未来を創り出すスマートシティの構築

にあたっては「世界で選ばれる都市」という

視点を絶えず持ちながら、日本が抱える課

題を克服し、弱みを強みに変えてゆくとい

う発想が重要であると述べました。

網本麻里がベスト5 — 車椅子バスケットボール女子日本代表、国際大会で優勝 「第18回世界CEO意識調査 日本分析版」を発刊 

は本大会で93点、イギリスとの決勝戦では

30得点を挙げ、日本を優勝に導きました。

網本麻里はその活躍からベスト5に選出さ

れました。

18回世界CEO意識調査」における

日本企業のCEO（162人）の回答に

ついて、グローバル全体や他地域の

調査結果との比較を行い、日本版

として取りまとめたものです。

プライスウォーターハウスクーパースの網

本麻里、吉田絵里架が「 2015 国際親善女子

車椅子バスケットボール大阪大会」に女子

日本代表として出場し優勝に貢献しました。

カナダ、オーストラリア、イギリスという世

界の強豪3カ国が参加するなか、網本麻里

PwC Japanは「 第18回世界 CEO意識調査　

日本分析版: 境界なき市場への挑戦– 変化し

続ける市場で競争力を強化する」を発刊し

ました。本冊子は、世界最大級のプロフェッ

ショナルサービスネットワークであるPwC

が、本年1月20日に世界経済フォーラムの年

次総会（ダボス会議）に合わせて発表した「第

東北支援を社員・職員で振り返る — For Future of Tohoku開催
飛躍するインドを多角的な視点から見つめる — Future of India

PwC Japanは3月9日、社員・職員向けに

「 東北の未来に向けて～ PwC Japan 3.11

イベント～ 」を開催しました。被災地の復興

支援に尽力するPwC Japanのメンバーが

支援活動と東北の現状を紹介しました。イ

ベントには多くの社員・職員が参加し、復

PwC Japanは2015年3月、インドの今後の

経済発展と国民一人当たりGDPの増加につ

いて、検討結果をまとめたレポート「Future 

of India: The Winning Leap!」の公表セミ

ナーをインド大使館で開催しました。当セ

ミナーではディーパ・ゴパラン・ワドワ駐

日インド大使をはじめ、国際基督教大学 上

興支援へ一人ひとりに何ができるかをあら

ためて考える機会となりました。またPwC 

Japanのボランティアが協力した宮城県東

松島市図書館「 震災の体験談 」の英訳も展

示されました。

級准教授の近藤正規氏を招き、当レポート

の解説とインドの長期的な可能性や日本企

業がビジネスを展開する上で必要なポイン

トについて講演を行いました。当日は企業、

大学、メディア等、総勢140名の方々にご

参加いただきました。

社員・職員の子女、会計士の仕事と職場を体験 災害リスクに配慮した投資の促進を目指す — R ! SEイニシアティブイベントに参加
2015年 4月、PwC Japan汐留オフィスで

社員・職員の子女を迎え、会計士の仕事と

職場の雰囲気を知ってもらうための会計講

座が開催されました。「 お父さん、お母さ

んの職場は何をするところ? 」と題した会

計講座では、損益計算書や貸借対照表を作

災害リスクを意識した投資を実現するため

に国際的なリスク測定基準や業界自主基準

を開発・促進する国連国際防災戦略事務局

主導のイニシアティブ、R!SE にあらた監査

法人が参画。 今年3月に開催されたR!SE 

Japan Launch Event、R!SE シンポジウム、

成、その後の監査体験ではチームごとに現

金実査・証憑突合・棚卸立会を行いました。

懇親会はマネジメントチームも加わり、会

計の仕事、キャリアに関するQ&Aコーナー

や歓談を通じて、家庭とは違った、親子交

流の場となりました。

国連防災世界会議の3つのイベントに参加

しました。シンポジウムでは多くの大手企

業や組織と共に、パネルディスカッション

を行いました。国連防災世界会議では木村

浩一郎がR!SEへの賛同・推奨について声明

を発表しました。

あらた監査法人とプライスウォーターハウス

クーパースが社内コミュニケーションインフ

ラとして利用するSNS “Spark”の推進活動が

評価され、公益社団法人企業情報化協会が主

催する「平成26年度（第32回）IT賞」にお

いて、「 IT特別賞（グローバル推進賞）」を受

経営コンサルティング会社Strategy&（日本

法人名:プライスウォーターハウスクーパー

ス・ストラテジー）は、世界の上場企業時価

総額上位2,500社を対象に、CEOの承継に

ついての15回目となる年次調査を冊子とし

てまとめました。調査の結果、2014年に就

賞しました。PwCでは、グローバルで “Spark”

を活用し、ボーダーレスなコミュニケーショ

ンを行っています。
任した日本のCEOの平均年齢は世界平均よ

りも10歳高い62歳であること、世界の新

任女性CEOは過去5年で最も高い5.2%で

あったことなどが明らかになりました。調

査結果の詳細はStrategy&のウェブサイト

でご覧ください。

冊子PDFは下記URLよりダウンロードいただけます
http://www.pwc.com/jp/ja/ceo-survey/2015/

24 Value Navigator 25Value Navigator



© 2015 PwC. All rights reserved. 
PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. 
Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.

本誌掲載記事・写真を無断で転載・複写・放送することを禁じます。


