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「企業統治力」を高める役員人材マネジメント

政府や東京証券取引所による企業統治（コーポレートガバナンス・CG）強化の方針を受け、
企業は取締役会の経営監督機能を強めるため、社外取締役の導入・拡充を進めている。統治
強化の「形」は整いつつあり、今後は「ガバナンスの実効性」が問われることになる。社内・
社外を問わず取締役を適切に任免、配置、評価する「役員人材マネジメント」の確立が必要だ。

――企業の間で ROE（自己資本利益率）目標を設定
したり、社外取締役を導入・拡充したり、株主重視の
経営姿勢を打ち出す動きが広がっています。
平松　今年６月に適用が始まった「CGコード」への
対応も含め、多くの企業が統治体制の強化とともに、
企業価値向上の施策や株主還元の拡大を進めていま
す。とりわけ各社がスピード感をもって取り組んでいる
のが社外取締役の導入・拡充です。東証によると、社
外取締役を選任した１部上場企業は7月末現在で94％
と、2014年比で20ポイント上昇。経営から独立した社
外取締役を２人以上置く企業も48％（同＋27ポイント）
に上りました。こうした数字を見る限り、企業統治の
「形」は整いつつありますが、問題は「中身」です。現
在の取り組みで「ガバナンスの実効性」を高められるか、
今後はその真価が問われることになります。
―― 今年５月に施行された改正会社法により、上場

企業は「監査役会設置会社」「監査等委員会設置会社」
「指名委員会等設置会社」の３つから企業統治の仕組
みを選べるようになりました。
平松　３つの統治形態のうち、社外取締役に最も大き
な権限を委譲するのは指名委員会等設置会社です。「指
名」「報酬」「監査」の各委員会を設置し、いずれの委
員会もメンバーの過半数を社外取締役とすることが義
務づけられています。一方、これまで上場企業の圧倒
的多数が採用してきた監査役会設置会社は、少なくと
も２人の社外監査役が必要ですが、社外取締役の選任
は「任意」です。社外取締役を選任しない場合は、そ
の理由を株主総会で説明することとなっていますが、
社外取締役の選任で非常に苦労している状況にありま
す。企業には、社外監査役に加えて社外取締役を選任
することに負担感や重複感があるのでしょう。
　そうした企業の負担感や重複感を軽減し、社外取締
役の導入を後押しするため、新たな機関設計として制
度化されたのが監査等委員会設置会社です。既存の監
査役は廃止され、それに代わって取締役会内に設置さ
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１．取締役会の客観的な経営監督機能の強化を目的に、社外取締役を導入・拡充する企業が大きく増加。
２．固定比率が高い役員報酬制度を改め、業績連動などインセンティブ報酬を採用する機運も高まっている。
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れる監査等委員会が経営の監視にあたります。委員会
は３人以上の取締役で構成し、その過半数を社外取締
役とする必要があります。この統治形態を選択した場
合は、複数名の社外取締役の選任を要求するCGコー
ドに対応したことにもなりますから、多くの企業がす
でに移行したり、移行を検討しています。
―― しかし、新聞報道によると、監査等委員会設置
会社への移行に際して、統治強化の「形」を整える数
合わせのためなのか、「社外監査役」から「社外取締役」
に肩書を変えるだけの例が続出しているようです。
平松　組織的な不正会計が表面化した東芝のケースで
は、形骸化していた企業統治を問題視する声が挙がっ
ています。また、経営トップの解任が遅れたとの批判
も免れないでしょう。東芝問題における最大の教訓は、
「企業統治とは、経営幹部をはじめ、社内・社外を問
わず取締役を適切に任免・配置する『役員人材マネジ
メント』そのもの」ということだと思います。取締役
の役割・責務とは、クルマにたとえると「経営の『ア
クセル』と『ブレーキ』を踏みつつ、自社を持続的に
成長させていくための『ハンドル』を適切に操作する
こと」といえます。そうだとすると、社外取締役の数
合わせで統治強化の体裁を繕ったところで、選任され

た取締役が本来の役割を果たせるのか、あるいは企業
統治が有効に機能して目的地にたどり着くための推進
力となり得るのか、甚だ疑問です。

―― では、企業は役員人材マネジメントをどのよう
に行えばよいのでしょうか。
平松　役員人材の任免から配置、評価、報酬制度の設
計、育成までを、一貫性を持って取り組むことが大事
です（図１）。企業は経営理念やビジョンを掲げ、そ
の実現に向けて３～５年単位で中期経営計画（全社戦
略・事業戦略・機能別戦略など）を策定します。その
達成に向けて社内・社外を問わず最適な取締役を選任
し、役員体制（フォーメーション）を組成したうえで
人材マネジメントサイクルを回すのです。
―― 企業の成長には、業績向上に貢献した役員に応
分の報酬を支給することも不可欠、と役員報酬を改革
する機運も高まっています。
平松　CGコードも「経営陣の報酬は、持続的な成長
に向けた健全なインセンティブの一つとして機能する
よう、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金
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■図 1 　「役員人材マネジメント」の全体像

経営ビジョン

経営理念

・ 役員としての役割発揮に必要な知識やスキルを習得
するための取り組み

・ 将来の役員候補を計画的に育成・輩出するための仕
組み

中期経営計画

・ 経営ビジョンの実現と中期経営計画の達成に向けて、
最適な役員体制（フォーメーション）

・ 各役員の役割、パフォーマンスの発揮度合いに応じ
た最適な報酬ミックス

・ 報酬決定の透明性を高めるためのプロセス

・ ビジョンや中期経営計画の実現において、各役員の
役割発揮を促進するような評価システム

・ 評価システムを効果的に機能させるための透明性の
高いプロセス
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企業の持続的成長の実現に向けた統合システム
～任免・評価・報酬・育成などの制度個別ではなく、全体として一貫性のある「ストーリー」が必要～
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報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべき」とし
ています。日本の場合、役員（CEO）が受け取る報酬
の83％は固定報酬で、長期インセンティブは５％し
かありません。これに対し、米国は固定10％、長期
インセンティブ67％、英国は固定36％、長期インセ
ンティブ38％であるのとは、違いが歴然としていま
す（図２）。これまでの役員報酬の設計では、全社業
績や管掌部門の事業計画の達成度合いと報酬との関係
が曖昧だったり、支給額の算定がすべての対象役員共
通としたりするケースが多かったと思います。また、
報酬決定も、取締役会が社長に一任したうえで、内規
に基づいて社長と特定の役員だけで決めるなど、不透
明な部分がありました。他方で、業績連動型の報酬制
度を導入しようとしても、限定的・硬直的な税法上の
損金算入要件が足かせとなってきた面もあります。
　しかし、固定報酬が極めて高い現状のままでは、業
績向上に役員の関心を向けさせることに限界がありま
すし、優秀な人材を獲得するうえでも不利になりかね
ません。業績貢献の度合いを報酬に適切に反映できる

仕組みを築き、中長期的な企業価値向上や持続的成長
の実現を促すような仕掛けを用意する必要があると思
います。同時に、報酬決定の仕組みを透明化するなど、
情報開示についても検討しなければいけません。役員
報酬税制についても、政府は経済界で報酬改革の機運
が高まってきたことを受けて、改革を後押しする方向
で検討を始めています。
―― 一部企業ですが、実際に業績連動報酬や株式報
酬の仕組みを採用する動きも出始めています。
平松　基本的には、固定報酬を減らさず、現在の報酬
に業績連動報酬などを上乗せする方向で進むと思いま
す。一方で、「業績」ばかりが強調されるのには不安も
覚えます。米国で2002 年に経営破綻した大手エネル
ギー企業、エンロンの不正会計事件では、巨額の粉飾
決算の舞台裏で利益至上主義に陥った経営幹部が数々
の不正を働き、巨額の報酬を得ていたことが明らかに
なりました。この事件は極端なケースかもしれません
が、役員個人が短期志向や利益至上主義に走らないよ
うに、報酬決定の仕組みを工夫する必要があります。
―― 具体的に、どのように取り組めばよいでしょうか。
平松　「業績」を測る際には、各種の財務指標を用い
て定量評価を行うのが一般的です。そこに、経営理念・
ビジョン実現への貢献度や、従業員のモチベーション
向上への寄与度なども加え、定性評価を同時に行うこ
とを提案したいと思います。具体的には、従業員意識
調査や顧客満足度評価などを実施し、その結果を各役
員（管掌部門）の「業績」と紐づけるのです。従業員
や顧客のモチベーションや満足度は、自社の中長期的
な成長に直結しますから、そこに着眼して役員の「業
績」を評価することも必要でしょう。
　例えば、資生堂は2015 ～ 17年度の３カ年計画に
対応し、新たな役員報酬制度を導入しました。業績連
動報酬の年次賞与について、各役員に「個人考課」と
称する評価指標を設定し、財務指標だけでは測れない
戦略目標の達成度合いを評価に加えたのです。個人考
課の具体的な内容は明らかになっていませんが、評価
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注１： 日本は、日本国内の上場企業 3,277 社を対象にしたアンケート調査のうち、有
効回答を得た企業 263 社の中位値。

注２： 米国は、S&P500 の構成銘柄の中から時価総額が高い上位 60 社の中位値（デー
タソース：株主総会招集通知）。

注３： 英国は、FTSE100 の構成銘柄の中から時価総額が高い上位 40 社の中位値（デー
タソース：アニュアルレポート）。

注４： 各国の報酬要素別の金額内訳（左図）は、中位値の報酬総額を右図の報酬構成
比率で按分したもの。なお、日本のデータは社長を対象としたものであり、長
期インセンティブには退職慰労金を含む。

資料： 経済産業省「日本と海外の役員報酬の実態及び制度等に関する調査報告書（平
成 27 年 3 月）」をもとに、みずほ総合研究所作成
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割合は、男性新入社員で全体の34.5％、女性新入社員
では72.8％に上りました。若手社員の多くが役員ど
ころか管理職にさえなりたくない現実があるのです。
―― 企業は将来の役員候補を見つけることさえ難し
くなる事態も予想される、と。
平松　早い段階から将来の役員候補を選抜し、動機づ
けを行わないと、役員人材が枯渇する可能性は十分に
あり得ると思います。これまでは「成り行き」で役員
人材を輩出してきた企業も少なくないでしょうが、今
後は計画的な育成が必要です。具体的には、各役員が
毎年「自分の後継者は誰なのか」といった視点で人材
の棚卸しを行い、浮上してきた人材を将来の役員候補
者としてプールし、Off-JTとOJTを組み合わせて教
育を実施したり、子会社の経営を任せるなどの実践的
な経験を積ませたりして、成長機会を与えながら選抜
を繰り返します。その過程では経営トップも関与し、
指名委員会とも連携を図りながら、じっくり時間をか
けて人材を育成していくのです。
　企業は中長期的な企業価値向上へ向け、CGコード
に対応しつつ、一貫性のある役員人材マネジメント
システムを構築・運用することが求められています。
CGコード適用の「必要に迫られて」向き合い、その
場しのぎで「形」を繕うような対応を行うのではなく、
役員人材マネジメントに自らの意志として、本気で取
り組んでいくことが重要なのです。

のウエイトは、財務指標を含めた全体評価の30％を
占めます（図3）。このような評価制度は日本ではユニー
クに映りますが、欧米企業で珍しくありません。

―― 一方で、役員人材マネジメントにおける「育成」
では、どのような点がポイントになりますか。
平松　役員としての役割発揮に必要な知識・スキルを
明らかにし、それを習得させるための仕組みが必要で
す。CGコードでは「上場会社は、個々の取締役・監
査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やそ
の費用の支援を行うべきであり、取締役会は、こうし
た対応が適切に取られているか否かを確認すべきであ
る」と原則を定め、「上場会社は、取締役・監査役に
対するトレーニングの方針について開示を行うべきで
ある」との補充原則も明記しています。
―― すでに知識もスキルもある「プロ経営者」のよ
うな外部人材を積極的に起用すれば、企業がトレーニ
ングを実施する必要はありません。
平松　そのような動きは一部で見られますが、日本で
は今後も内部登用が主流でしょう。企業は内部登用を
前提として、将来の役員候補者を計画的に育成・輩出
する仕組みを整える必要があると思います。
　ただ、最近の若手社員はよい意味での上昇志向が希
薄になっている傾向があるようで、その点は少し気掛
かりです。例えば、日本生産性本部が2014年12月に実
施した意識調査で「管理職になりたくない」と回答した
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「役員候補者」は内部登用を前提に
早期選抜で計画的に育成する

資生堂が導入した新役員報酬制度は、株式購入型
のストックオプション制度にも役員個人の業績要
素を織り込む仕組みを導入した。具体的には、新
株予約権を割り当てる際に、年次賞与の算定にも
用いる評価項目により、基準値の 0 ～ 130％の範
囲で付与個数を設定。その後、権利の行使期間開
始時に業績評価を加味し（国内外の化粧品企業と
成長率の比較も行う）、予約権の 30 ～ 100％の範
囲で権利行使可能な個数を決定する。

注：代表取締役と取締役の評価指標および評価指標の適用割合は同一。
資料：資生堂「第 115 回定時株主総会 招集通知」

■図３ 資生堂の取締役の年次賞与の評価ウエイト
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