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「企業統治改革」が迫るグループ経営機能強化

多くの日本企業がコーポレートガバナンス（企業統治）の強化を通じた企業価値の向上に
乗り出している。背景には、６月から上場企業に適用された「コーポレートガバナンス・
コード」をはじめ、改革を促す枠組みが整ってきたことがある。改革をきっかけに、グルー
プ経営の中枢を担うコーポレート部門（グループ本社）の機能強化に取り組むべきだ。

――多くの日本企業が「コーポレートガバナンス（企
業統治）」改革に乗り出しています。改革の一環とし
て５月１日に改正会社法が施行されました。
佐野　改正法は、社外取締役・監査役の要件を厳格化
したほか、親会社株主による子会社役員の責任追及を
可能にする「多重代表訴訟制度」を創設。また、親会
社の取締役会による子会社や海外拠点を含めた内部統
制システム整備を条文に明記（従来は同法施行規則で
規定）するなど、全体としてガバナンスの強化や親子
会社間統治に関する規律の整備を図りました。
 ―― 最近は、内部統制が脆弱な子会社で不祥事が

発生し、親会社がグループ管理責任を問われるケー
スが相次いでいます。改正法はそうした不祥事を防
ぐ「守りのガバナンス」といえますか。
佐野　どうでしょうか。上場企業の多くは、すでに内
部統制システムの整備を進めていると見られ、グルー

プ経営の観点でいえば、改正法施行に伴い何らかの対
応を迫られることは少ないと思います。
―― 一方、東京証券取引所は６月１日から上場企業
に「コーポレートガバナンス・コード」（以下、CG コー
ド）と呼ばれる企業統治指針の適用を開始しました。
佐野　CGコードは従来の規程（有価証券上場規程第
445条の 3、コーポレートガバナンス原則）を廃止し
て制定されました。「コーポレートガバナンス」を「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」と定義し、そうした仕組みの
実現を促す73の原則を示しています。
　背景には、政府が昨年６月に閣議決定した「日本再
興戦略」改訂版があります。その冒頭では「日本の『稼
ぐ力』を取り戻す」と宣言していますが、日本企業の
稼ぐ力をグローバル水準へ高め、企業価値向上の恩恵
を企業と投資家、消費者で享受し、経済全体の成長力
を高めていく狙いがあります。他方で、CGコードに
先駆けて2014年２月、政府は「スチュワードシップ・
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３．改革を進めるうえで、経営の中枢に位置するコーポレート部門を担う人材の抜擢・育成が重要となる。
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コード」という機関投資家向けの基本的な行動理念を
策定しました。企業にしてみれば、企業統治に関する
２つの新しい指針が急浮上してきた印象もあると思い
ますが、成長戦略改訂版の発表から時を待たずして一
気に枠組みの整備が進んだのは、日本企業の収益性と
企業価値を高めていくことを積極的に推進したい安倍
政権の意欲の表れともいえます。
―― 企業統治を「守り」だけではなく「攻め」にも
使おう、ということですか。
佐野　実際、CGコードは「攻めのガバナンス」に重
きを置いています。ただ、CGコードはあくまで「指
針」であり、法的拘束力を有するものではありません。
企業がそれぞれの規模や事業環境、事業特性などに応
じて、CGコードの諸原則の適用の仕方を工夫します。
実施しない場合は、「実施しない理由」を十分に説明
することになっています。

―― CG コードの適用開始から約 1 カ月経ちました
が、各企業の対応をどう見ていますか。
佐野　先駆的に「報告書」を開示した企業もあります
が、私自身の知り得る範囲では、対応がそれほど進ん
でいるようには見えません。初年度については報告書
の提出に半年程度の猶予が設けられています（３月決
算・６月総会の会社の場合、12月末まで）。また、６
月の株主総会での各社の状況を見たうえで対応方針を
決めいたいとの思惑もあり、現在のところ様子見の企
業が少なくないような気がします。

―― CG コードの諸原則には「企業グループ」「グルー
プ経営体制」といった文言が出てきません。一方、改
正会社法は親子会社間統治の規律強化を求めていま
す。グループ経営の観点からは、どのような影響があ
りますか。
佐野　確かに、CGコードの諸原則に「グループ」と
いう文言の記載はありませんが、株主と直接対話する
会社の企業価値の源泉は、当該会社だけでなく子会社
や関連会社を含むことは言うまでもなく、企業グルー
プ全体に当てはまるものと考えるべきです。グループ
経営の「組織体制」という観点でいえば、CGコード
適用が企業グループに対して直接的に何らかの影響を
及ぼすことはないと見ています。企業グループがCG
コードの諸原則に対応するうえで、「純粋持株会社」「事
業持株会社」「カンパニー制」のどれでいくのか、組
織体制の選択が問題になる場面は考えられません。む
しろ、同じ組織体制をとっていても、成長できる企業
グループがある半面、不祥事でつまずく企業グループ
もあります。例えば、総合電機大手の日立製作所と東
芝は、どちらも社内の事業部門ごとに独立採算制を採
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CG コードの原則は、①株主の権利・平等性の確保、
②株主以外のステークホルダーとの適切な協働、
③適切な情報開示と透明性の確保、④取締役会等
の責務、⑤株主との対話――の５章に分けて示さ
れている。とくに⑤は、企業に株主との「建設的
な対話」を促し、取締役会にそのための体制整備・
取り組みに関する方針の検討・承認、開示を求め
ている。

■図 1  企業統治原則とグループ経営の考え方
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“持続的成長と中長期的な企業価値の向上”のために
　①�企業戦略などの方向性の提示、リスクテイクを支え
る環境整備の実施

　②�経営陣幹部・取締役（社外取締役を含む）による、経
営方針（①）の株主への説明

②説明
▶

●��グループ本社による「グループ経営機能（経営戦略
や経営計画の立案・策定ほか）」の強化
●�グループ本社を担う人材（将来の経営陣幹部・取締
役候補）の抜擢と育成

グループ本社が担う
「グループ統括」「グループ戦略」「グループ管理」の

各機能の整備が重要に
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用する「カンパニー制」を導入していますが、前者は
業績がＶ字回復して好調なのとは対照的に、後者は最
近、６つの社内部門すべてで不適切な会計処理が発覚
し、経営陣が株主総会で陳謝する事態となっています。
こうした状況を考えると、グループ経営体制の「組織
体制」以外のところで、具体的にはグループ戦略やグ
ループ管理といった「機能」について、見直しが必要
になるところが出てくると思われます。
――どのような点が見直しの対象となりますか。
佐野　CGコードは第３章で、企業は株主に対して適
切に情報開示する一方、透明性の確保を求めています。
第５章でも、企業に株主との建設的な対話を促してい
ます。これら２つの原則が意味するのは、企業は株主
などのステークホルダーと正面から向き合い、認識を
共有することが必要だということです。企業と株主は
従来の「慣れ合い」のような関係性ではいられません。
緊張感をもって向き合うことになります。企業グルー
プには、グループ戦略やグループ管理の状況を正確に
把握したうえで、目指すところの方針や方向性を明確
にし、株主らに向けて理解できるように伝えることが
重要となってきているのです（前ページ図1）。
―― それができないと、長らく「物言わぬ株主」だっ
た機関投資家からも、経営に厳しい注文をつけられる
ことになります。
佐野　そうです。一般的に、日本の上場企業グループ
による株主への情報開示は、様式などが定められた計
数などが中心で、定性的な経営戦略の非財務情報は具
体性を欠くことが少なくありません。経営陣幹部や取
締役が株主と接する機会も限られています。しかし、
米 IBMで 2002年から約10年にわたりCEO（最高経
営責任者）を務めたサム・パルミサーノは「長期的視
野に立って経営するならば、株主側の利益と企業側の
利益がまさに整合するはずだ」（注）と述べており、経
営陣幹部や取締役が株主への説明責任をきちんと果た
し、他方で相互の対話を通じて経営分析や意見を吸収

注 :『Diamond Harvard Business Review』2014年12月号

することは、企業グループの持続的な成長や企業価値
の向上につながっていくはずです。�

―― では具体的に、企業グループとしては、誰が、
どのような取り組みを進めればよいのでしょうか。
佐野　CGコードに対応した企業統治改革では、グルー
プ経営の中枢に位置するコーポレート部門（グループ
本社）の役割が、より重要なものとなってきます。コー
ポレート部門が担う機能は、①グループ統括、②グ
ループ戦略、③グループ管理――の３つに大きく分
けられます（図２）。リーダーシップを発揮しながら
グループ全体を導いて具体的な取り組みを推進し、管
理・監督の実効性を高めていく。そのうえで成果や課
題などを株主に説明する。一方で、株主の声に耳を傾
ける——こうした機能を果たし得るのはコーポレート
部門だけですから、同部門の機能強化は最重要の経営
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グループ経営の中枢を担う
「コーポレート部門の機能強化」は最重要

■図 2  グループ本社が担う３つの機能
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ——各機能と子会社との関係性
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―― グループの経営機能を強化したら、その次に具
体的な成果や課題を株主らに伝える説明責任を果たす
役割があります。
佐野　日本企業の多くは、コーポレート部門を担う経
営陣幹部・取締役のポジションが社内の各事業部門長
で占められています。こうしたケースでは往々にして、
出身事業部門の責任者としての意識が前面に出るもの
です。そうすると「株主との対話」でも、営業や財務
といった自分が長く担当してきた部門には精通してい
るものの、株主に対する受託者責任や説明責任を踏ま
え、企業グループの全体戦略などの大きな方向性を示
したり、正確な情報開示を行うことができないといっ
た事態が想定されます。「そんなことはできて当たり前」
という取締役もいると思いますが、現状は「対話」に
苦労する取締役のほうが多いのではないでしょうか。
　グループ経営では、コーポレート部門が果たすべき
役割を明確にしたうえで、そこに優秀な人材を登用・
抜擢し、全体の戦略策定やインフラ整備といったグ
ループ経営の根幹となる役割を担わせます。この役割
と合わせ、株主に対する受託者責任・説明責任を果た
すことの必要性を認識させ、次世代の取締役育成を進
めます。CGコードへの対応を契機に、コーポレート
部門を担う人材の登用・抜擢と育成を通じて、グルー
プ全体の持続的成長と企業価値向上が実現していくで
しょう。

課題といえます。
―― CG コードへの対応では、グループ経営機能の
強化が必要だ、と。
佐野　そうです。例えば、グループ戦略機能の強化で
いえば、事業ポートフォリオ（事業構成）における戦
略的価値の見極めがポイントの１つとなります。企業
グループが有するいくつかの事業部門（子会社）につ
いて、自社の外部環境や内部環境を分析し、戦略的に
強化していく事業を選別したうえで、グループの経
営資源の配分について明確な方針を示すことになりま
す。その過程では、持続的に価値を生み続けることが
難しいとか、将来的な利益が見込めないといった事業
は、売却なども視野に入ってくるでしょう。ただし、
ここで日本企業に特有の“壁”が立ちはだかります。
高付加価値の分野へ経営資源をシフトしようとして
も、既存事業の価値を守ろうとする現場の事業部門を
中心とした勢力の抵抗にあい、ポートフォリオ見直し
の芽が摘まれてしまうことが少なくありません。その
ときにコーポレート部門が「各事業部門や各グループ
会社の戦略が『個別最適』であっても、その総和がグ
ループにとっての『全体最適』であるとは限らない」
という強い意志をもって、見直しをけん引していく必
要があります。
　そして、このコーポレート部門を担う人材の登用・
抜擢が重要となります。
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　経営環境の不確実性が増す一方で、成長機会

とリスクが複雑化・多様化するなか、企業グルー

プはさらなる成長実現に向けた新たな戦略・計

画の策定とともに、それに応じた管理体制の整

備や組織・機能の見直しが急務となっています。

当セミナーでは、企業グループの全体最適を実

現し、さらなる業績向上への経営戦略・経営計

画の策定から、管理体制の整備・見直しの実行

まで、その実践的方法論を経営管理モデルを示

して解説します。

実践！ グループ経営戦略の策定と管理体制の構築・見直し関連セミナー開催のお知らせ 【東京】
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