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Ⅰ．各セッションで学んだこと

１．問題意識と提言 ～伊藤レポート 、伊藤レポート 2.0～

２．ファンダメンタル分析Ⅰ（財務分析）
３．ファンダメンタル分析Ⅱ（企業価値評価）
４．持続的な価値創造の実践

（１）コーポレートファイナンス
（２）M＆A
（３）イノベーション
（４）デジタル活用 ～コニカミノルタの取り組むDX～
（５）組織としての交渉力
（６）ESGと企業評価
（７）リスク管理
（８）投資家との対話

５．受講者企業から学ぶ価値創造の取り組み
６．CEO／CFOレクチャー
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１．問題意識と提言 ～伊藤レポート 、伊藤レポート 2.0～

企業価値は企業と株主の「協創」を通して創造され、そのためには、資本効率を意識した経営への転換が求められる。そし
て、自主的・自発的な「協創」を次々に生み出していくためには、「価値協創ガイダンス」を実践していく必要がある。

【イノベーティブな日本の「持続的低収益性」のパラドックス】
間接金融の比率が高く、市場との密な対話が必ずしも必要
なかった。このことが長期的な研究開発や設備投資等を継続
できた理由であるが、資本コストやROE等への認識の低さ、
内部留保の再投資や配当政策の不透明さにつながった。

①企業と株主の「協創」による持続的な価値創造
②資本効率を意識した企業価値経営への転換
・ROE８％～10％、グローバル企業は15％
・CFO人材の強化・育成

主な問題意識 主な提言

【資本市場、あるいは投資家の短期思考化の問題】

中長期的な視点から主体的に株式銘柄の選択を行う投資
家層が薄い。（株価上昇期待が薄い状態の長期化、投資
コミュニティにおける短期志向化を促すインセンティブ、短期志
向化を助長し得る制度的な仕組みなど）

①インベストメント・チェーンを最適化するインセンティブ構造へ
②パッシブ運用から深い分析に基づく銘柄選択を
③長期的な応援株主としての個人投資家の育成

【企業と投資家の対話の枠組みの問題】

企業価値の解釈が一様でなく対話が阻害されている。中長
期的な企業価値を判断するための情報開示、中長期的な
企業価値向上に対する対話が不足している。

①「対話先進国」に向けた共通理解とプラットフォームの創設
②持続的な企業価値につながる企業開示へ
③「緊張と協調」による企業と投資家の真の対話促進

「価値協創ガイダンス」の実践

自主的・自発的な「協創」を次々に
生み出していくために



4

（参考）ROEの国際比較（デュポン分解）

日本のROEは米国や欧州と比べて低水準である。その低さは主に利益率の低さに起因している。

ROE（％） 利益率（％） 資産回転率 レバレッジ

日本
（TOPIX500）

製造業 8.36 5.53 0.81 1.78

非製造業 9.10 4.86 0.85 2.23

合計 8.55 5.30 0.82 1.89

米国
（S&P500）

製造業 18.15 10.27 0.67 2.53

非製造業 13.96 6.95 0.57 2.81

合計 15.68 8.60 0.63 2.68

欧州
（BE500）

製造業 13.41 7.19 0.76 2.29

非製造業 12.86 6.06 0.60 2.85

合計 13.18 6.84 0.70 2.46

出典：Bloomberg 
注記：TOPIX500構成銘柄、S&P500構成銘柄、Bloomberg European500構成銘柄における、2016年度の数値（いずれも中央値）

ROE（デュポン分解） ＝
純利益
売上高

売上高
総資産

総資産
株主資本

× ×

【利益率】 【資産回転率】 【レバレッジ】
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（参考）PBRと有形資産比率、市場価値に占める無形資産の割合

日本企業のPBRは諸外国に比べて低水準で、有形資産比率は諸外国に比べて90％台と高水準である。S＆P500の
市場価値に占める無形資産の割合が増加しており、日本企業は、無形資産への投資、活用を進めていく必要がある。

【PBRの国際比較】

※ Compustat Globalデータベースより各国の
2000－2010年の各社のデータをベースに各社
の過去10年間の中央値を算出。図表では各社
中央値の分布を示してしている。

出所：一橋大学加賀谷哲之准教授資料「日本
企業の持続的な価値創造に向けてCRラボ
初年度の取り組み」（2013.7）

PBR上位
100企業

PBR下位
100企業

日本 91.8％ 99.1％

米国 75.7％ 94.0％

ドイツ 73.0％ 88.3％

フランス 79.6％ 88.2％

英国 71.2％ 87.4％

出典：Bloomberg（2016年9月21日時点）

【有形資産比率】

【S＆P500の市場価値に占める無形資産の割合】

出典：Ocean Tomo,LLC
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（参考）価値協創ガイダンス

本ガイダンスは、企業理念と経営資源・無形資産等をどう収益拡大に結び付けていくか、長期的な視点で、社会との関係
性や社会の受容性をどう捉え、どう維持し、社会に価値を提供し、企業価値に繋げていくかを考えるための枠組みである。
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２．ファンダメンタル分析Ⅰ（財務分析）

ファンダメンタル分析は、仮説検証に必要な情報を丹念に集め、競争環境ー競争戦略ー企業行動ー経営成果（財務
諸表）の因果関係から、企業の強み・弱み、将来予測を解明することである。

①誰の立場で、②何を、③どのようなアプローチで明ら
かにしようとしているか？

問題意識から解明すべき仮説を導き出し、それを検
証するために必要な情報（財務比率、財務数値、
定性情報）を丹念に集める。

「意図せざる結果」や「深堀していく論点」を明確にし、
「なぜ」を繰り返す。企業の強み・弱み、将来予測を
解明する。

①誰の立場で ：投資家、社債権者、銀行など
②何を ：戦略や企業行動の評価など
③アプローチ ：クロスセクション分析、時系列分析など

競争環境

競争戦略

企業行動

経営成果
（財務諸表）

競争環境における動向、業界
におけるポジショニングが経営
目標や戦略策定にきちんと反
映されているか？

戦略をオペレーションに反映で
きているか？
業務効率の改善など効率化を
めぐる活動が進展しているか？

戦略や企業行動がきちんと利
益に結びついているか？

原
因
分
析

原
因
分
析

原
因
分
析

ファンダメンタル分析の実践
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（参考）投資家の立場に立った場合、魅力のある会社はどっち？

両社ともROE10％超の優良企業だが、ピジョンのROEは3年連続で20％を超えている。ピジョンの高い利益率の背景に
は高い参入障壁があり、この参入障壁が消滅する可能性は低い。ピジョンの方がより魅力的である。

ユニ・チャーム ピジョン

2016/12 2017/12 2018/12 2017/1 2018/1 2019/1

売上高（百万円） 604,653 641,647 688,290 94,640 102,563 104,747

【海外売上比率】 － － 59％ － － 55％

（中国） － － 27％ － － 59％

（その他アジア） － － 47％ － － 11％

（欧米） － － 14％ － － 19％

（中近東ほか） － － 11％ － － 9％

売上総利益（百万円） 227,811 248,546 265,286 44,698 50,552 53,865

営業利益（百万円） 79,116 86,838 95,107 16,015 19,412 19,612

【営業利益率】 13.1％ 13.5％ 13.8％ 16.9% 18.9％ 18.7％

ROE 13.4％ 14.3％ 14.8％ 21.8％ 25.7％ 22.8％

資産回転率 － － 0.9 － － 1.2

レバレッジ － － 1.8 － － 1.3

分析（セクター共通） • 各国の名目GDPに対して弾性値1で成長するため、海外進出に成功すれば、高い収益率を期待できる。
• クリティカルマスを必要とするため、参入者が限定され、激しいシェア争いになりやすい。（マーケティング費がかかる。）
• 市場が成熟化するにつれて淘汰され、最終的な残存者には安定的なCFが継続する可能性が高い。

分析（個社） • 地理的特性から「紙おむつ」だけアジアで空白地
• 先行してアジアでシェアを急拡大できたが、P＆Gや花王
の参入などにより、競争が激化。中国で完敗

• 「哺乳瓶・乳首」はWHOルールによりマーケティングが世
界的に規制され、新規参入が遮断。マーケティング費が
それほどかからないため、中国で高利益率

所在地別割合の
違いの原因は？

利益率の違いの
原因は？
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３．ファンダメンタル分析Ⅱ（企業価値評価）

株主や債権者の求める最低限の利益率を上げることができていない（ROIC＜WACC）の企業は、会計上の利益があ
がっていても企業価値を創造しているとは限らない。企業価値の創造にはROE8.0％超が必達目標である。

純資産

（純資産＋有利子負債）

有利子負債

（純資産＋有利子負債）
× 金利 × （１－実効税率）ROEROIC =

純資産

（純資産＋有利子負債）

有利子負債

（純資産＋有利子負債）
× 金利 × （１－実効税率）WACC =

× ＋

株主
資本コスト
（※）

× ＋

真の利益 「EVA」 ＝（ROIC － WACC）×（純資産 ＋ 有利子負債）

ROIC ＞ WACC  ➡ 企業価値を創造

ROIC ＝ WACC ➡ 企業価値に中立

ROIC ＜ WACC ➡ 企業価値を破壊

（※）伊藤レポートから8.0％とする。

【ROE8.0％を必達とした場合の目標利益とROICのイメージ】 ※倒産リスク等は考慮しない。

資本構成 利益 収益率/金利 資本構成 利益 収益率/金利 資本構成 利益 収益率/金利

純資産 1,000 40 4.0% 1,000 80 8.0% 500 40 8.0%

有利子負債 1,000 10 1.0% 1,000 10 1.0% 1,500 15 1.0%

合計 2,000 50 2.5% 2,000 90 4.5% 2,000 55 2.75%

備考

現状【企業価値破壊】 目標①【企業価値に中立】 目標②【企業価値に中立】

ROEが4.0％で8.0%に届いていない。企業価値

を破壊している状態である。

現状の資本構成を維持し、利益を倍に増やすこと

で、ROEを8.0％にする。このケースのROICは

4.5％になる。

資本構成を見直し、現状の利益水準でROEを

8.0％にする。ROICは2.75％なる。（目標②よ

り事業の採算ハードルを下げることが可能）
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（参考）京王グループのEVA ～ROE8％との関係～

β値が1以下のため、ROE≒8％であればEVAはプラス。現状のROEが継続する前提でMVAと株式時価総額がほぼ同水
準である。

【2018年度末時点の京王グループのMVA、株式時価総額】

MVA（241,021百万円）＋ 純資産（352,241百万円）＝ 594,262百万円

株式時価総額 ＝ 554,969百万円

(百万円、％)

a b=a*i/m c d=c*j/m e=b+d f g h=(e-g)*k i j k=i+j l＝i/k

加重平均 加重平均

2009 4.90 2.24 2.22 1.20 3.45 6.86 4.35 -4,682 238,873 282,548 521,421 0.46

2010 3.70 1.66 2.05 1.13 2.79 6.37 3.98 -6,662 249,521 307,761 557,282 0.45

2011 4.86 2.15 1.87 1.04 3.19 6.27 3.82 -3,545 251,404 317,001 568,405 0.44

2012 5.47 2.37 1.80 1.02 3.39 5.47 3.39 0 260,548 339,657 600,205 0.43

2013 5.67 2.49 1.71 0.96 3.45 5.92 3.56 -697 278,832 356,089 634,921 0.44

2014 5.75 2.71 1.42 0.75 3.46 7.16 4.12 -4,126 292,606 328,798 621,404 0.47

2015 6.29 3.14 1.36 0.68 3.82 7.78 4.57 -4,585 307,724 308,153 615,877 0.50

2016 6.58 3.15 1.35 0.70 3.85 7.23 4.17 -2,027 311,818 339,305 651,123 0.48

2017 6.99 3.51 1.22 0.61 4.12 6.13 3.69 2,855 332,019 328,583 660,602 0.50

2018 7.56 3.78 1.11 0.55 4.34 5.35 3.23 7,785 352,241 352,180 704,421 0.50

【同業他社のROEとEVA】

小田急 2018 8.75 3.27 1.06 0.66 3.93 5.40 2.68 12,277 366,465 614,047 980,512 0.37

京急 2018 7.94 2.91 1.01 0.64 3.55 7.37 3.34 1,444 253,363 438,576 691,939 0.37

東急 2018 8.02 3.49 0.99 0.56 4.05 6.87 3.55 8,591 747,047 969,793 1,716,840 0.44

(注)WACCは簡便的に期首の純資産、有利子負債の割合で計算している。

京王

EVA 純資産
有利子

負債
投下資本

純資産

比率

ROE 金利
ROＩC

株主期待

収益率
WACC

株主期待収益率は
6％～7％で推移
（β値が1以下）

ROE≒8%であれば
EVAはプラス



11４．持続的な価値創造の実践
（１）コーポレートファイファイナンス

WACCの源泉は資産サイドであり、マーケット評価に頼り過ぎず、事業資産の期待収益率を知ることが大切である。そのう
えで、適切な資本構成、税務計画の実践、適切な格付け取得などでWACC低減を検討する必要がある。

M&Aと
企業価値

1

資金調達と
企業価値

2

⚫ （買収金額）＜（被買収企業の将来CFの現在価値）＋（M&Aによって創造される将
来CFの現在価値合計）であれば買手の株価は上昇する。

⚫ M&Aにはリスク増幅効果がある。例えば、キャッシュ・リッチ企業が現金を利用してM&Aを実
行すると、無リスクの現金がリスク資産に置き換わるため、リスクが上昇する。（買収後の
企業業績のブレは過去に比べて増幅）

⚫増資は一時的に株価に下落をもたらす。（マーケット・タイミング仮説、希薄化説）
⚫ しかし、なんらかの使途があって増資したはず。増資に対する株価反応は調達資金の使途
で異なる。（ROEを上回る事業に使うなら既存株主にとっては濃縮化）

⚫一定条件下（法人税はないない等）、資産（事業）が変わらなければWACCは不変
⚫実際には、税務計画の実践、適切な格付け取得（BBB程度か）でWACC低減を検討

配当と
企業価値

３

⚫ 一定条件下（法人税がない等）、配当は株主の富に影響しない。
⚫ しかし、配当政策が経営者の将来業績に関する強気のシグナルと捉えられると、事業資産

評価が上方改訂され、株主の富が増えることもある。（シグナル効果）
⚫ リスク投資にも配当にも積極的な企業のPBRは高水準（花王、HOYAなど）

テーマ 主要論点

現金保有と
リスクテイク

４

⚫ 100億円は誰が持っていても100億円なのか？
⚫ 魅力的な成長機会を持つ企業の現金の価値は額面以上に評価される傾向がある。
⚫ 一方、余剰資金として保有している場合はリスク（WACC）の低減効果あり。（日本企

業はキャッシュ・リッチで低リスク）
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（参考）コングロマリット vs ピュアプレー

コングロマリットはピュアプレーに比べて財務上のパフォーマンスと資本市場における評価が低く、それぞれの事業を続ける理
由を明確に開示すべき。一方、格付けの観点ではコングロマリットはプラス評価になる可能性がある。

コングロマリット ピュアプレー

時価総額増加率（過去5年）*1 ▲１１．７％ １１０．９％

収益性（ROE）*2 １０．１％ １３．１％

成長期待（PER）*3 ９．４倍 ２２．６倍

現在の株価・企業価値が大きなディスカウントになっているケース。例えば、・・・
①コングロマリット企業（①事業ポートフォリオや収益性に課題、②資本構成や株主還元に課題、③上場子
会社の存在（少数株主との利益相反）、④情報開示に課題、⑤官僚的な組織文化（複雑な組織形態、
意思決定プロセス）など）
一方、格付けの観点では、完全な相関関係のない複数の収益源を持つことは、デフォルトリスクを低減するため、
一定の条件を満たした場合、1ノッチから2ノッチ上がる可能性がある。WACCを低減できる可能性もある。

コングロマリット企業はそれぞれの事業を続ける理由を明確に開示すべき。投資家の視点
では、分散投資は自分でできるので、多角化によるリスク分散という説明では不十分

（参考）アクティビストに狙われやすい企業とは

出所: Capital IQ

*1   2014年~2019年8月31日
*2.  2019年3月期
*3.  2019年3月末時点時価総額及び決算期末時点の翌期純利益アナリスト予想値に基づく



13４．持続的な価値創造の実践
（２）M＆A

資本コストを上回る投資リターン1

EPS及びROEの向上2

適切な買収価格
⚫ バリュエーション手法（株価平均法、類似企業比較法、純資

産価値法、DCＦ法など）に絶対的なものはない。手法による
結果の違いが何故なのか理由を明らかにすることが大事

⚫ 買収価格から逆算した妥当性検証は不可欠
PMIによる業務改善
⚫ 統合後のリーダーシップは明確にすべき
⚫ ひと、しくみ、価値観による統治は必須
⚫ 相互補完自体が価値が付加価値を生む分けではない。
⚫ トップラインシナジーはコストシナジーよりも難易度が高い。

適切なファイナンス
⚫ 増資には慎重であるべき（安定性の観点からは増資したいが

企業価値向上の観点からは慎重であるべき）
⚫ 負債は財務の安定性維持の範囲内で
⚫ 増資以外による資本手当を積極的に活用（リスク資産の削

減、非コア事業の売却など）

株価の上昇３

投資家の信認獲得
⚫ 還元策とも比較の上、M＆Āの説明責任を果たさなくてはなら

ない。
⚫ M＆Āが株主還元に勝るためには長期的な観点で一貫した戦

略を通じた結果を出す必要がある。

Ｍ＆Ａの成功の定義 成功に必要なこと

Ｍ＆Ａの成功（1.資本コストを上回るリターン、2.EPS及びROEの向上、3.株価の上昇）には、経営者の正しい認識と
決断、着実な準備と着実な業務改善が重要である。
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（参考）M&A事例研究

アドバイザーの言いなり（戦略に合わないもの、売りにでているものを買うなど）はダメ。そして、自分たちでマネージできるか、
シナジーを発揮できるかの確信がなければ進めてはいけない。確信を持てるなら、時期を逃さず適切なファイナンスで買う。

【日本郵便によるルート買収】
（2015年２月） 豪州の物流企業トールの買収を決定（買収価格6,200億円）
（2015年11月） 株式上場
（2017年４月） トール買収に係るのれん等の全額4,000億円の減損処理を発表

•高値づかみ（アドバイザーの言いなり？、上場にあたり成長戦略を見せたかった、つまり買収自体がゴールになっていた？）
•シナジー効果が不明瞭（日本郵便の日本オリエンテッドというところについて補完）
•トップラインシナジーを狙ったにも関わらず、経営をトール社に任せたまま。その後、業績悪化

【東京海上グループの戦略的M&Aを通じた事業ポートフォリオの変革】
•戦略的意義（グローバル成長機会の追求、グローバルに地域分散の効いたポートフォリオ構築、日系顧客の海外進出への対応
•明確な買収方針策定と買収方針に基づく対象企業のスクリーニング
• PMIの細かい内容に入る前に経営陣と大きな枠組みを合意。最初の大型買収のPMI経験から共有すべきことをパッケージ化
• 4件の欧米大型買収（買収総額1.7兆円）
•海外保険事業のグループ全体の利益に対する割合（2002年度３％⇒2019年度予想47％）
•シナジーは約3億ドル 「シナジーはパッと思いつくもので計算。そういうものでないと実現しない。」

【武田薬品工業によるShire買収】
•企業価値向上と研究開発に重点を置く、バイオ医薬品のグローバル事業へ
•買収額は総額約460億ポンド（約6.2兆円）で2019年1月に買収完了を発表。日本企業による過去最大のM&A
•武田の株式時価総額はShireより小さく、小が大を飲む形の買収
•買収資金は、株式交換、現金（借入、社債）
•ボトムアップの精緻な調査を経て、コストシナジーを想定（約20憶ドル）



15４．持続的な価値創造の実践
（３）イノベーション

日本企業は生活者の方を見ているようで見ていない。余剰資源（人材、資金、技術）と革新的アイデアを結合する社会
的仕組みを整備することが重要である。

問題提起
なぜ日本の企業はユーザーの動
きを掴む力が落ちたのか？

仮説
発明に頼りすぎ。カイゼンは社
内のイノベーターだけの力。生活
者の方を見ているようで見てい
ない。

イノベーションに必要な戦略思考
Ⅰ．視野を広げて考える
１．価値の創出
・ニーズの本質的理解
・価値実現プロセス全体の理解

２．価値の獲得
・価値の配分プロセス全体の理解

Ⅱ．未来洞察（Foresight）

イノベーション実現の土台
真っ当な経営とイノベーションのサイクル

（参考）イノベーションの分類

発明型
イノベーション

1

カイゼン型
イノベーション

2

優れた少数の人物によって創造された革新的なコア技術が引き起こ
すイノベーション

１つの目的のために大勢の知恵や工夫を集積して生まれた要素技
術が引き起こすイノベーション

需要側（ユーザー）
イノベーション

３
供給者が想定していなかったような意味や使い方を需要側が自発
的に見つけ、広まることで引き起こされるイノベーション



16４．持続的な価値創造の実践
（４）デジタル活用 ～コニカミノルタの取り組むDX～

コニカミノルタでは、SGDs視点でデジタル技術を活用した社会課題解決型事業を創出している。また、自社実践による働
き方改革の実現を事業に結び付けている。

◎目指す姿：課題提起型ビジネスカンパニー

◎自社実践による働き方改革の事業化◎人間社会の進化のための新たな価値の提供

◎課題提起型デジタルカンパニーと社会課題解決
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交渉力とは双方の利害・関心を調整して、より良い合意・共感を導き出すプロセスマネジメント力である。組織内での健全
な交渉の日常化が対外的な交渉力を高める第一歩である。

双方の利害・関心を調整して、より良い
合意・共感を導き出すプロセスマネジメン
ト力

◎交渉力とは

勝ち負け、単なるかけひき、どこまで妥協
できるのかの我慢比べ、落とし所を見つけ
る作業、強引な押し付け合い

・事前準備に時間をかける（特にMust/Wantの整理、優先順位付け）
・判断基準とシナリオを明確にしておく（特にMust）
・BATNA（交渉が決裂した場合の代替案、Best Alternative Negotiated Agreement）の準備
・経営管理と切り分けられた意思決定のプロセスや法務機能の整備
・組織内での健全な交渉の日常化（上意下達はダメ、あうんの呼吸もダメ、質問力を高める、質問しやすい環境づくり）
・交渉相手を過大評価も過小評価もしない（交渉相手も人間）

◎交渉上手な組織・会社になるためには

４．持続的な価値創造の実践
（５）組織としての交渉力

論理的思考力1

観察力・洞察力2

ものごとを構造化する、Issueを抽出する。

相手の主張・条件の背後にある本質的な利害関係を理解する。

コミュニケーション力３
人間は必ずしも合理的な行動をとらないという前提に立つ。
（行動経済学、社会心理学）

（参考）交渉力を高める3要件
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長期投資家がESG投資をするのは、ESGへの対応が実際に企業利益に直結するようになったからである。長期投資家と
の対話は、短期の売上や利益やキャッシュ・フローよりも、企業文化やガバナンス・戦略が中心となる。

投資判断の改善1

ユニバーサル・
オーナーシップ

2

【収益機会の追求】
ESGは投資成果を改善する。ESGへの対応が企業利益に直結するようになった。

【ESGリスクの回避】
ESGへの対応は実際に企業利益に直結するようになった。

【負の外部性の最小化】
環境に配慮しないと、長期的な経済活動に基盤が失われかねない。

◎なぜ長期投資家が動き始めたのか？

◎ESG目標と投資期間のマッピング ◎長期投資家は企業を深く理解したい！

４．持続的な価値創造の実践
（６）ESGと企業評価
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（参考）ESG、資本生産性向上を考える順番

WACCは何パーセントか、資産をどう使うか、 ESGにしっかり取り組みながら、リターンをどう上げるか、という順番で考える。
損益から考え始めるとESGはないがしろになりがちである。
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（参考）ESG、資本生産性向上に向け実行すべき施策

人的資本や自然資本等への投資は、短期的には利益圧迫要因になるが、持続的な価値創造のためには、やらなきゃな
らないこと。したがって、長期を見据えて各資本への投資を最適化する経営者の戦略的判断とガバナンスが重要になる。



21４．持続的な価値創造の実践
（７）リスク管理

稼ぐ力を高めるためには、いかに適切なリスクテイクをできるかが重要。報われるリスクを全社的に管理する仕組みを整備す
る必要がある。

（*1）報われないリスク：いかに努力しても損失のみが発生するもの（自然災害、虚偽記載など）
（*2）報われるリスク ：投下した経営資源より成果が大きくなるもの（投資、M&Aなど）

◎COSOにおけるリスクの定義の変遷

COSO内部統制
１９９２

COSO・ERM
２００４

COSO内部統制
２０１３

COSO・ERM
２０１７

定義
内部統制の目的達
成を阻害する事象

ある事象が目的達成
とは反対の影響を与
える可能性

事象が発生し目的の
達成に不利な影響を
及ぼす可能性

事象が発生し戦略と
事業目標の達成に
影響を及ぼす可能性

報われないリスク
（*1） ○ ○ ○ ○

報われるリスク
（*2）
ー 失敗要因

ー ○ ○ ○

報われるリスク
（*2）
ー 成功要因

ー （機会として定義） ー ○

報われるリスクを全社的に管理する仕組みが重要
（リスクテイクのためのリスクマネジメント、過度なリスクテイクを回避するためのガバナンス強化）



22４．持続的な価値創造の実践
（８）投資家との対話

投資家は企業価値向上の検証・自己評価を求めており、「価値協創ガイダンス」に沿った対話が不可欠である。しかしな
がら、予算行使状況または計画との差異分析を開示しているのが多くの現状である。

価値協創ガイダンス

しかしながら、予算遂行状況または計画との差異分析を
開示しているのが多くの企業の現状である。

価値協創ガイダンスに沿った対話のポイント

「ビジネスモデルがある」とは、成長、利益率、資本生産性
等が比較企業よりも高い水準であること。

ビジネスモデルに必要な資産はバランスシート上の資産とは
限らない。スキル、才能、ブランド他、ビジネスモデルの競
争力を持続させるのに必要な「見えない資産」を含む。

企業が持続的に価値を高めていくためには、明確なビジネ
スモデルが存在することに加え、それが持続可能であること、
さらに持続するだけでなく成長性を持つものであることが求め
られる。

企業が複数の異なる事業を営む場合は、主な事業のビ
ジネスモデルとともに、それらの事業選択の判断及び全体
としてどのようなビジネスモデルと捉えているかの考え方を
示すことが重要である。

ESG要素を個別に捉えるのではなく、自社のビジネスモデ
ルの持続可能性にとっての重要性、ひいては中長期的な
企業価値向上のなかでどのように位置づけているか。
（例：丸井グループ）

資本コストを意識するとは単に●●.●％を計算することで
はない。資本コストを踏まえた合理的な資本の配分を行う
ことである。
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（参考）ビジネス軸でリスクを機会に変える例：丸井グループ

ESGに対する取り組みは一時的には費用増になるが、長期的には価値創造になること（「リスク」の財務影響＜「機会」
の財務影響）を説明しなければならない。
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５．受講者企業から学ぶ価値創造の取り組み

持続的な成長には、理念（事業遂行のおける価値観と目的意識）、ビジネスモデル（競争優位を生み出すための大局
的な考え方）が重要であり、それらに合致した人材育成、企業風土醸成、ESGに対する取り組みが欠かせない。

講師 内容

上林季之氏
㈱村田製作所
財務部長

⚫社是をベースにCSとESを通じて、社会・文化の発展に貢献。世の中が必要なアプ
リケーションに必要な部品を提供し、高い市場シェアを獲得してきた。

⚫目前の事業機会は5GとIoT。今中期はこれに備え利益率を重視している。
⚫高い市場シェアを支えるのは、直販、研究開発、強い工場（インハウス）、スピー

ド経営（現場で決める・現場が決める）、事業を支える経営管理システムなど
⚫ ESG（工場へのエネルギーマネジメントシステム導入など）
⚫人材育成（上記の取り組みを根付かせる企業風土を形成）

関崎陽子氏
㈱丸井グループ
サステナビリティ部長

⚫共創サステナビリティ経営（インクルーシブ、信用はお客さまと共に創るもの）
⚫ 「モノ」中心から「モノとコト」を提供するSC型に転換した。今後は、デジタル・ネイ

ティブ・ストア（売らない店舗）へ。フィンテックは日本におけるクレジット決済の伸
びしろ大に加えて、家計シェア拡大×家族全員の会員化により成長を目指す。

⚫中期計画ではROE10%のほか、最適資本構成の構築を目標に掲げている。
⚫ ESG（みんな電力との提携。エポスカードを通じてお客さまに切り替えを紹介）
⚫人材育成（自ら手を挙げる文化、グループ横断の職種変更）

村中秀樹氏
テルモ㈱
財務部長

⚫企業理念 「医療を通じて社会に貢献する」
⚫高齢者向け医療の提供、増え続ける医療費（世界の共通課題）
⚫市場成長＜トップライン成長、売上成長＜利益成長、ROE10%維持。グローバ

ル化（地域毎に異なる方向性）、規律あるM&Aにより成長を目指す。
⚫ ESG（患者さんに優しい治療、経済的・効率的な医療、研修施設など）
⚫風土改革により停滞から脱却（「テルモのこころ」、指示待ち体質から脱却)
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６．CEO／CFOレクチャー（１／３）

経営者は将来を今生きる人でなければならない。将来を予知する力が必要で、視座として見えない知的財産が特に重要
である。

講師 要旨

江間賢二氏
元HOYA㈱
取締役 兼 執行役最高財務
責任者（CFO）

「経営実践からの示唆」
⚫企業経営とは、「その時代その時代に存在意義のある業を企てること」、「ステーク

ホルダーの全ての満足を得て企業価値を創造すること」
⚫経営指標の変遷（経常利益→ROE→SVA）
⚫計画は目標とする企業価値から策定し実践。実際企業価値と比較分析
⚫管理者は現状の状態が続いていくと考える人。経営者は将来を今生きる人（仮

説を立て将来を創造する人、現在の延長線で見ない人）

昆政彦氏
スリーエムジャパン㈱
代表取締役 副社長執行役員

「CFO視点での経営管理とイノベーション」
⚫現在の殻を打ち破るため、将来を予知する力が必要、視座として見えない知的財

産が特に重要である。
⚫ 3Mのイノベーション投資は来るメガトレンドに注目する。オープンテクノロジー、オー

プンイノベーションの両方から攻める。CFOはオープンイノベーションの世界に関与し、
ある時に様々な製品や技術をまとめて事業化する。

⚫ ビジョン・ミッション・メガトレンドから5か年計画を毎年作り直す。初年度だけしっかり
数字を作る。資本コストと事業戦略の融合させる（ボトムアップの計画、市場から
逆算した目標）

⚫最適資本構成と目指すべき資本構成（あそびを持つことが大事）
⚫ IBMによる調整では、経理担当者は4つ①スコアキーパー、②効率的な報告者、

③従来型参謀、④バリュー・インテグレーターに分類される。日本は④の割合が少
ない。3Mではビジネス・カウンセル（経理・財務部門のなかで事業推進の機能を
果たす）を育成している。グローバル企業の共通言語は会計＞英語である。
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（参考）経理・財務部門タイプ別の分布割合

諸外国に比較して④バリュー・インテグレーターの割合が、日本は非常に少ない。

①スコアキーパー ②効率的な報告者 ③従来型経営参謀
④バリュー・

インテグレーター

USA 24％ 45％ 7％ 24％

カナダ 27％ 49％ 6％ 18％

ブラジル 10％ 50％ 8％ 32％

ドイツ 15％ 29％ 9％ 48％

スイス 24％ 25％ 6％ 45％

中東欧・中東・アフリカ 16％ 52％ 9％ 24％

インド 16％ 45％ 2％ 38％

オーストラリア 11％ 42％ 2％ 45％

中国・香港・台湾 12％ 45％ 0％ 42％

日本 52％ 36％ 3％ 8％

①スコアキーパー：データ記録、計数管理 ②効率的な報告者：経理・財務業務、情報提供
③従来型参謀：分析にフォーカス ④バリュー・インテグレーター：業績最適化、経営意思決定

出典：IBM Institute for Business Value、The Global CFO Study 2010
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６．CEO／CFOレクチャー（２／３）

大規模な投資家サーベイの結果から、企業としてROE8%は最低限コミットすべき。次のステップとしてROE10%を目指す
とともに、ROESG（見えない価値の見える化、エクイティ・スプレッドと非財務資本の同期化）を模索していく必要がある。

講師 要旨

柳良平氏
エーザイ㈱
専務執行役
最高財務責任者（CFO）
早稲田大学大学院
会計研究科客員教授

「新時代のCFOの財務・非財務戦略」 ※大規模な投資家サーベイの結果から
⚫ PBR ＝ 時価総額 ÷ 株主資本

＝ 1 ＋ エクイティ・スプレッド ÷（資本コスト － 永久成長率）
⇒ エクイティ・スプレッド（ROE － 資本コスト）が正ならPBR>1
⇒ 資本コスト（投資家の要求利益率）は約8％
⇒ 最低限8％を上回るROEを達成することに各企業はコミットすべき

⚫過去10年のPBRと予想ROEの関係
⇒ ROE8%＝PBR1、ROE10%＝PBR2、次のステップはROE10％

⚫ エーザイでは持続的に株主価値を最大化するための財務戦略マップをCFOポリ
シーとして策定している。この戦略は、「ROEマネジメント」、「配当方針」、「投資
採択基準：VCIC」の３つの柱で構成されている。VCICでは投資国、流動性な
どのリスクを加味して、200種類のハードルレートを設定

⚫ ROEからROESGの追求へ。日本企業のPBRは1倍前後で推移。対して米国は
3倍。非財務資本（知的資本、人的資本、自然資本、ビジネスモデルなど）で
大きく差が開いている。
⇒ 非財務資本（ESG）の理解促進が必要
⇒ 資本効率（ROE）とESGの両立、価値関連性を示さなければいけない。

・エーザイにおけるDEC錠の無償提供（10年スパンでNPVはプラス）
・ESG格付AAはBBBに対して資本コストを0.3％下げる効果が見られる。

⇒ 企業（産業）として重要性の高い社会的課題と低い社会的課題を投資家
との対話で合意することがスタート
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（参考）エーザイのCFOポリシー

エーザイでは、CFOポリシーを策定し、統合報告書に開示している。一定の規律のもとで「良いROE経営」を実践しており、
デュポン公式の3要素それぞれの最適化に取り組んでいる。
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６．CEO／CFOレクチャー（３／３）

会社が苦境のなかで改革を断行するには、経理が変わらなければならない。改革をするのは人間であることを忘れてはなら
ない。

講師 要旨

内野州馬氏
三菱商事㈱
常勤監査役

「総合商社と業態変革と収益・リスク管理手法の変遷」
⚫ CFOとして、有史以来初めての赤字決算
⚫総合卸売業から総合事業創成／経営業へ
⚫収益構造の変化に対応し、実質リスクを反映した管理手法（MVCA）を導入
⚫役員報酬制度の改定（2019年4月1日～）

堀哲朗氏
東京エレクトロン㈱
常務執行役員

「Applied Materialsとの経営統合からの学び」
⚫規模も利益率も上位のApplied Materialsとの経営統合を実行
⚫ 1対1の交換比率であれば東京エレクトロンの株主にとってもいい話
⚫経営統合は中止になったが、Applied Materialsに対する恐怖心がなくなった。
交渉相手は人間であることを忘れない。

川上徹也氏
元パナソニック㈱
代表取締役副社長（CFO）

「経営改革と女房役の心得」
⚫ CFOとして、上場初の赤字決算
⚫経営理念以外聖域は設けない、すべて破壊（松下興産の処置など）
⚫聖域なき改革のため、CCMを導入。経理が変わらないと会社は変わらない。
⚫考え抜いて自分で腹落ちしたもの、これ以上のものを提案しなければならない。

A案、B案、C案 どれにしますか？はダメ
⚫My Story（自分の言葉）で伝えなければならない。社長が「⽕の用心」と

言ったら、自分のチームの「⽕の用心」は何か考える。
⚫正面突破する。だんだん強くなる、肚が座っていく自分に気がつく瞬間がある。
⚫ Clean hands Cool head but Warm heart
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Ⅱ．ワークショップで学んだこと

１．ワークショップの目的
２．花王を分析対象とした理由
３．花王のファンファンダメンタル分析
（１）花王とは
（２）花王のよきモノづくり（価値創造プロセス）
（３）全社
（４）事業別セグメント
（５）所在地別セグメント
（６）理論株価と実際株価の比較
（７）同業他社比較
（８）中期経営計画
４．花王の稼ぐ力

※ ファンダメンタル分析、藤居勝也氏（花王常勤監査役）、山本照雄氏（現エイ

ベックス監査役、元花王財務・IR部長）にヒアリングした内容を踏まえた総括
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１．ワークショップの目的

ワークショップの目的は、ROE優良企業から稼ぐ力を学び、自社の価値創造に繋げることである。

◆各セッションで学んだこと（持続的な価値創造にあたって、経営課題を整理するため

の視点、実践的分析手法、経営思考など）を有機的に結合し、実践しなければ、

持続的な価値創造は困難である。

◆ワークショップの目的は、持続的に価値創造している企業としてROE優良企業から分

析対象企業を選び、各セッションで学んだことを活かしながら、分析対象企業の持続

的な価値創造のためのシナリオを考えることで、稼ぐ力を学び、自社の価値創造に繋

げることである。

【ROE優良企業の抽出基準】

① 直近本決算においてROEが8%超であること

② 過去3年間における平均ROEが8％超であること

③ 過去3年間における平均PBRが2.0倍以上であること

④ 総資産額が5,000億円以上であること
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２．花王を分析対象とした理由

多くの企業がEVA適用を止めたが、花王は現在もEVAを適用し、利益率向上、価値創造を続けている。花王は基本的
に本業を深耕し、持続的な価値創造を続けており、京王グループにとっても参考になると考えた。

◆ 2000年3月期から、いわゆる会計ビッグバン（連結会計

制度の改訂、連結キャッシュ・フロー計算書の作成、金融

商品への時価評価適用など）がスタートし、米国流の株

主重視の経営が叫ばれるようになった。

◆ 花王では1999年4月からEVA適用をスタートさせた。同

時期にEVA（もしくはそれに似た指標）を適用した多くの

企業が適用を止めたが、花王は現在もEVAを適用し、利

益率向上、価値創造を続けている。

◆ カネボウ買収など大型M＆Aも行っているが、基本的には

本業を深耕し、持続的な価値創造を続けている。鉄道を

中心とする生活関連事業を深耕してきた、京王グループ

にとっても参考になると考え、花王を分析対象とした。



33

「正道」に立脚した「絶えざる革新」「よきモノづくり」を行うことが花王の価値創造の「原点」。創業以来変わらぬ研究姿勢
「本質研究」にこだわっている。研究開発のスピードとレベルを一層上げるために、デジタル技術の活用も開始している。

３．花王のファンダメンタル分析
（１）花王とは
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ESG視点の「よきモノづくり」によって、社会貢献し、持続的な利益ある成長⇒新たな投資の循環を維持する。持続可能
な社会の実現への貢献を通して、長期的な企業価値向上を目指し、ステークホルダーに対する存在価値を高めていく。

３．花王のファンダメンタル分析
（２）花王の「よきモノづくり」（価値創造プロセス）



35３．花王のファンダメンタル分析
（３）全社 ～ROEの推移～

EVA適用以降、売上高利益率の改善により、ROEが向上している。ROEはカネボウ買収により一時的に悪化するが、直
近では買収前を超える水準まで改善している。
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36３．花王のファンダメンタル分析
（３）全社 ～売上高・売上原価・販管費の推移～

カネボウ買収を除き、売上高に大きな増加はない。売上高利益率の向上は、売上原価・販管費の適切なコントロールに
よる営業利益の増大で実現されている。
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37３．花王のファンダメンタル分析
（３）全社 ～売上高に対する売上原価・販管費の割合の推移～

カネボウ買収による一時的な上昇を除き、売上高に対する売上原価・販管費の割合は継続的に減少傾向である。
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38３．花王のファンダメンタル分析
（３）全社 ～販管費の内訳の推移～

広告・宣伝費、開発費・試験研究費はほぼ一定で、広告・宣伝費は800億円～900億円、開発費・試験研究費は
500億円前後で推移している。
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39３．花王のファンダメンタル分析
（３）全社 ～資産の推移～

有形固定資産の割合が徐々に減少し、カネボウ買収で無形固定資産（のれん）の割合が増加している。ここ数年は、
現金・預金等の割合が増加している。
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40３．花王のファンダメンタル分析
（３）全社 ～負債・純資産の推移～

自己株式取得を頻繁に実施しているものの、純資産規模に比して少額であり、順調に純資産が積みあがっている。カネボ
ウ買収で有利子負債の割合が増加したが、その後は減少している。
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41３．花王のファンダメンタル分析
（３）全社 ～回転期間の推移～

売上債権、棚卸資産の増加に伴い、売上債権回転期間、棚卸債権回転期間が延び、キャッシュ化速度が延びている。
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42３．花王のファンダメンタル分析
（４）事業別セグメント ～売上高の推移～

過去10年の事業別セグメント売上高構成比はほぼ一定である。また、直近5年の事業別セグメント売上高に大きな伸び
はない。
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43３．花王のファンダメンタル分析
（４）事業別セグメント ～営業利益の推移～

過去10年の事業別セグメント営業利益は順調に推移している。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

09/03 10/03 11/03 12/03 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12

コンシューマープロダクツ事業・化粧品 コンシューマープロダクツ事業・スキンケア・ヘアケア

コンシューマープロダクツ事業・ヒューマンヘルスケア コンシューマープロダクツ事業・ファブリック＆ホーム

ケミカル事業

15/1～ IFRS適用スタート

億円

（注）１．12/12は決算期変更のためデータ省略
２．17/12～セグメント区分を変更



44３．花王のファンダメンタル分析
（４）事業別セグメント ～営業利益率の推移～

過去10年の事業別セグメント営業利益率は全体として上昇傾向が続いているが、直近では伸び悩んでいる。
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45３．花王のファンダメンタル分析
（５）所在地別セグメント ～売上高の推移～

過去10年の所在地別セグメント売上高はアジアが伸びている。米州・欧州は伸び悩んでいる。日本の比率は減少傾向だ
が依然として高い。
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46３．花王のファンダメンタル分析
（５）所在地別セグメント ～営業利益の推移～

過去10年の所在地別セグメント営業利益は日本、アジアで伸びている。米州・欧州は伸び悩んでいる。
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47３．花王のファンダメンタル分析
（５）所在地別セグメント ～営業利益率の推移～

過去10年の所在地別セグメント営業利益率も日本、アジアで伸びている一方、米州・欧州は伸び悩んでいる。
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48３．花王のファンダメンタル分析
（６）理論株価と実際株価の比較

2018年12月末の株価はEVAが3.5％で成長していくものとほぼ同水準と推測される。

成長率0％ 成長率3.5％

EVA ① 935 億円 同左

WACC ② 6.671% 〃

純資産 ③ 8,355 億円 〃

非事業用資産 ④ 2,660 億円 〃

有利子負債 ⑤ 1,208 億円 〃

株主価値
⑥＝①/②＋③

＋④－⑤
23,823 億円 39,296 億円

発行済株式数
（自己株式控除後）

⑦ 486,657 千株 同左

理論株価 ⑧＝⑥/⑦ 4,895 円 8,075 円

期末株価 ⑨ 8,154 円 同左

GAP ⑩＝⑧－⑨ ▲3,259 円 ▲79 円

【2018年12月末の株価、理論株価】



49３．花王のファンダメンタル分析
（７）同業他社比較

花王のROEは日本の同業他社の中では高く、欧米に比べても大きく見劣りする水準でもない。売上高、営業利益、売上
高営業利益率では欧米と開きがある。また、欧米に比べアジアの売上高の比率が高い。

花王
（2018/12）

資生堂
（2018/12）

ユニ・チャーム
（2018/12）

P＆G
（2019/6）

Unilever
（2018/12）

J＆J
（2018/12）

ROE 19％ 14％ 15％ 7％ 75％ 26％

売上高 15,080億円 10,948億円 6,883億円 74,452億円 56,080億円 89,739億円

（アジア） 82% 76% 85％ 26％ 45％ 18％

（米州） 9% 12％

15％

51％ 31％ 59％

（欧州） 9% 12％ 23％ 24％ 23％

営業利益 2,077億円 1,084億円 951億円 15,737億円 13,761億円 23,548億円

売上高
営業利益率

14％ 10％ 14％ 21％ 25％ 26％



50３．花王のファンダメンタル分析
（８）中期経営計画 ～2030年までに達成したい姿～

2030年までに、グローバルで存在感のある会社になることを目指している。その通過点として中期経営計画「K20」を策定
している。

グローバルで存在感のある「Kao」

◼特徴ある企業イメージ
◼高収益グローバル消費財企業

・売上高 ２．５兆円
・営業利益率 １７％
・ROE ２０％

◼ステークホルダーへの高レベル還元

→ これらを達成するための重要な通過点として中期経営計画「K20」を策定



51３．花王のファンダメンタル分析
（８）中期経営計画 ～K20～

2030年までに達成したい姿の通過点である、中期経営計画「K20」は、3つのこだわり（「特徴ある企業イメージの
醸成」、「利益ある成長」、「ステークホルダーへの還元」）を軸に策定している。

特徴ある企業イメージの醸成へのこだわり

「利益ある成長」へのこだわり

• 過去最高益更新の継続

• 実質売上高CAGR+５％、営業利益率15％を目指す

• 売上高1,000億円ブランドを３つ。「メリーズ」、「アタック」、「ビオレ」

ステークホルダー還元へのこだわり

• 株主：連続増配継続（配当性向40％目標）

• 社員：継続的な処遇アップ、健康サポート

• 顧客：Win-Winの最大化

• 社会的課題への先進的な取り組み（Kirei Lifestyle Plan）



52３．花王のファンダメンタル分析
（８）中期経営計画 ～Kirei Lifestyle Plan～

「Kirei Lifestyle Plan」で、ESGで事業革新、社会貢献していくこと（ESGで稼ぐこと）を表明している。

『花王のESGは、生活者の持続可能なライフスタイルを送りたいという思いや行動に応え
ることをめざしています。

花王は、1887年の創業以来、消費者起点を基本に企業活動を展開してきました。

消費者視点でモノづくりを推進することは、花王グループの企業理念の礎です。絶えざ
る革新への挑戦、細部にまで配慮した製品の開発、そして一歩進んだ提案や取り組
みもすべてが、消費者のニーズに応えることをめざしています。

今後、さらに注力していくESG活動（環境・社会・ガバナンス）でも消費者起点を貫
いていきます。花王のESG戦略は、より持続可能なライフスタイルを送りたいという消費
者のニーズや思いに応えるために策定されました。こうした、人々が望む暮らしを、
「Kirei Lifestyle」と定義し、こころ豊かに暮らすことができるよう、事業のあらゆる
面で革新を進め、さらなる社会への貢献をめざしてまいります。 』



53３．花王のファンダメンタル分析
（８）中期経営計画 ～Kirei Lifestyle Plan（具現化へ）～

「Kirei Lifestyle Plan」を具現化させ、その活動を本格始動している。その第一弾として、プラスチック循環社会に向けた
「リデュース／リサイクルイノベーション」と、QOLの向上等に寄与する「ソーシャルイノベーション」に注力している。

【リデュースイノベーション】

プラスチックボトルレス化の加速

「プラスチック製アイキャッチシール」全廃

【リサイクルイノベーション】

使用済みプラスチック容器の革新的リサイクル技術の
構築、高品質・低価格な再生プラスチックの開発と活
用、使用済みプラスチックから価値を創造する「リサイク
リエーション 」の推進、プラスチックごみの産業用途への
利用等に注力プラスチックボトルレス化の加速

【ソーシャルイノベーション】

〇Fine Fiber技術
肌表面に、極細の繊維からなる積層型極薄膜を直接形成
する「Fine Fiber技術」の開発

〇RNA Monitoring技術
「RNA（リボ核酸）」を顔の皮脂から単離し、分析する新技術
「RNA Monitoring」を開発。皮膚の現在の状態解析、AIを
応用することで、将来変化の予測が可能に

〇感染症予防研究



54

EVAを改善するための具体的なアクションを現場レベルまで落とし込み、絶え間なく実施している。「利益ある成長」へのこだ
わりが、EVAマネジメントを継続するなかで、経営の伝統、企業文化としてより強く根付いている。

項目 具体的なアクション

高付加価値投資
（本質研究へのこだわり）

◆ 開発費・試験研究費は一貫して500億円前後をキープ
◆ 技術の領域を超えて知恵を集結するマトリックス運営
◆ 技術イノベーション発表会の実施（本質研究の深化・融合から生み出された主要な最新

技術を公表）
◆ デジタル技術を活用（統合検索システムの活用を2019年1月から開始）

収益改善 ◆ 強い本業の維持（ファブリック＆ホームケア事業が営業利益率20％で安定）
◆ 強い本業を土台に他の事業の利益率を押し上げる施策を着実に実施。特に利益率の低

かった化粧品事業の利益率は2018年度実績でほぼ10％に改善。一般的に低利益率
のケミカル事業も2018年度実績でほぼ10％

◆ TCRの継続（1986年～、毎年100億円のコストダウン。前年比100億円減ということで
はなく、必要なことをやる原資を確保するための取り組み。件数を評価するのがポイント）

◆ マーケティングや基礎研究など必要なものにはコストをかける

資本コスト低減 ◆ 適度な負債を持つ（カネボウ買収資金を有利子負債で調達）
◆ 不必要な資本を持たない（配当性向では30％～40％、自社株買いをして総還元性向

が100％の年も）
◆ 現場の地道な改善（在庫圧縮など）
◆ わかりやすい情報開示

EVAマネジメントを継続するため
の仕掛け

◆ 経理・リテラシーの向上（継続的な教育）
◆ EVA連動型賞与（役員のみ。従業員は売上と営業利益に連動）
◆ とにかく細かい計算はしない（国内の資本コストは5％（国内）で統一。計算単位は連

結、会社、やっても事業部単位まで）
◆ 社長からの問いかけ「それをやるとEVAはどうなるの？」

４．花王の稼ぐ力 ～EVAマネジメント～
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導入時、社員一人ひとりに改善を促すような資料を作成した。
「EVA改善の主体は、あくまで社員一人ひとりであり、社員全員の日頃の地道な活動がEVA改善につながっていきます。」

（参考）EVA社内教育資料（導入時）
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導入時資料の消化不良部分を復習し、一部は時代の変化に合わせ、2014年度に教育資料を再作成した。2017年
度、2018年度に改定版・英語版も発行している。

（参考）EVA社内教育資料（活性化時）
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花王ウェイの浸透により、「絶えざる革新」を継続できる風土を醸成し、花王ウェイを実践できる人材を開発している。売上
や利益を上げることよりも、価値観（花王ウェイ）の実践を重視している。

４．花王の稼ぐ力 ～絶えざる革新をなぜ継続できるのか～

項目 具体的なアクション

企業風土
（花王ウェイの浸透）

◆ 花王ウェイにリンクした経営者からの発信と具体的なアクション（組織・制度の設計、戦略
等）を実施

⇒ 藤居氏（花王常勤監査役）、山本氏（元花王財務・IR部長）にヒアリングさせてい
ただくなかで、綺麗な言葉のパッチワークではなく、一本筋が通った印象を感じた。花王
ウェイの価値観に沿って行動することで、会社の使命・ビジョンの達成だけでなく、社員が
成長、満足感を実感、経営課題を自分ごと化する風土（1円でも毎年増収増益するこ
とへのこだわり、TCR活動の継続など）が醸成されたと思われる。

◆ 投資家とのやり取りをくみ取ってしっかり対応する風土づくり。経営会議等で社長からフィー
ドバックしている。EVA導入時の副社長だった渡辺氏は、「君ならどう答えるか？」と役員に
質問していたとのこと

人材開発
（花王ウェイを実践できる人材の
開発）

◆ 人材開発方針の理念（①効果・効率の追求、②人間性の尊重、③統合への努力）を
基本にグローバルに推進

◆ 花王ウェイを基盤とする組織風土を醸成・実践するだけでなく、社員の自主性と多様性が
活かされ、いきいきと働ける職場づくり

◆ 「2030年までに達成したい姿」を実現する、変化を先導するリーダーの育成
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さらなる成長のための稼ぐ力は、ESGとアジアにおける日本ブランドの活用。欧米ではBeauty、個性を伸ばしてポジションを
作っていく。

４．花王の稼ぐ力 ～グローバルで存在感のある「Kao」に向けて～

項目 具体的なアクション

海外 ◆ 花王の売上は日本が約70％。海外（特にアジア）を伸ばしていく。
◆ アジアでは、これまで通り過ぎてしまったところを開拓し、日本ブランドの活用とESGで稼いでいく。
◆ 欧米ではBeauty、個性を伸ばしてポジションを作っていく。花王は欧米でチャネル、ブランドがないので、

M＆A（スピードをお金で買う）もあるかもしれない。

ESG ◆ 海外ではESGに対する意識が特に高い。日本においても、詰め替えパックを買う人が8割くらいで消費者
の意識が変わってきている。「グローバルで存在感のあるKao」になるため、今までやってきたことをESG視
点で見直していく。プラスチックを少なくしていく、リユースする、単一素材を使う・・・日本初に拘らず評価さ
れるところでやっていく。サイクルを回すということは再生することも覚悟していて、再生する技術も開発して
いる（詰め替えパックをレゴブロックに再生するなど）。企業や行政との連携、情報発信も行っていく。

◆ 短期的にEVAが下がるかもしれないが、全体のなかで助け合って、営業利益が大きく下がるようなことは
しない。管理会計上、ESGに対する取り組みにポジティブになれるようにはしていく。

◆ 組織の総合力を活かし、「Kirei Lifestyle Plan」を実行するため、ESG委員会を設置している。
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Ⅲ．自社に持ち帰りたいこと

１．持続的な価値創造に貢献する経理・財務部門のあり方
２．社長と同じ目線に立つ！
３．市場と同じ目線に立つ！
４．戦略実行目線に立つ！
５．組織としての交渉力を高める！
６．創造時間／自分時間を増やす！
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１．持続的な価値創造に貢献する経理・財務部門のあり方

持続的な価値創造に貢献する経理・財務部門は、ヘッドライド型でなければならない。その土台となるものの大きな１つが、
組織としての交渉力であり、こうした経理・財務本質の仕事をするための時間確保も必要である。

社長の目線 市場の目線 戦略実行の目線

ヘッドライト型
メガトレンド、
社会的課題

将来の会社の姿、
非財務情報

当事者意識による
共同執行

ヘッドライト型の経理・財務部門の土台としての
組織としての交渉力

持続的な価値創造に貢献する経理・財務部門が立つべき目線

これまでの経理・財務部門の目線はどうだったか？

バックミラー型
同業他社等の
過去事例

過去の
財務情報

結果数値の
分析・提供

経理・財務本質の仕事をするための
創造時間／自分時間
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２．社長と同じ目線に立つ！

ヘッドライト型の経理・財務部門になるため、そのスタート地点として、社長と同じ目線に立つ。

必要な目線 具体的な行動 京王における改善アクション

社長と同じ目線に立つ！ ◆ 来るべきメガトレンド、社会課題に着
目し、仮設を立てて将来を予測する。

◆ ビジョン・ミッション・中期戦略・予算・
会計プロセスを一体化する。

◆ 社長に対してもダメなことはダメという
気概も必要

◆ ビジョン・ミッションと事業戦略の関係
を再認識する。そして価値創造プロ
セスを真剣に議論する。開示するだ
けでなく社内にしっかり浸透する取り
組みを行う。

◆ 計画策定プロセス、管理会計の見
直しを検討する。

◆ 株式市場側に立ち、株式市場の意
見を社内にフィードバックする。
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３．市場と同じ目線に立つ！

社長目線の戦略・計画と資本コストを融合させる。市場が注目している非財務情報（ESGの取り組み等）の見える化、
開示の強化に取り組む。

必要な目線 具体的な行動 京王における改善アクション

市場と同じ目線に立つ！ ◆ 社長目線の戦略・計画と資本コスト
を融合させる。

◆ 非財務情報（ESGの取り組み等）
を見える化し、開示を強化する。

◆ CFOポリシー（あそびのある適切な
資本構成、震災等に備えた内部留
保、株主還元方針など）を策定し、
それに従って、財務戦略を実行する。

◆ 対外的な目標はROE、エクイティ・ス
プレッド。営業利益率やROAはROE
と紐づけ、内部管理に使用する。
(「良いROE経営」の実践)

◆ 資本コストから逆算した利益目標を
立てる。企業能力や事業市場から
積み上げた利益とのギャップをどう埋
めるかを検討する。

◆ 安全、環境にやさしい、住みやすい、
働きやすい、綺麗な駅や車両などの
財務との関連性の定量化を試みる。

◆ 様々な事業を行っていること、沿線
外への進出を合理的に説明できるよ
うにする。
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（参考）CFOポリシーの骨格（１／２）

株主の期待収益率を上回るROE、すなわち正のエクイティ・スプレッド（経済的価値）を安定的に創出する。【Step1】

【 P10 再掲 】

エクイティ・スプレッド ＝ ROE ー 株主の期待収益率

【 参考：エーザイの統合報告書 】
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（参考）CFOポリシーの骨格（２／２）

究極的には、真の利益（経済的価値＋社会的価値）の最大化を目指す。経済的価値と社会的価値から利益を目標
化し、それをどう達成するかを考える。【Step2】

売上

営業費用

支払利息

法人税等

当期純利益

株主期待収益

社会的価値

経済的価値

|

|

|

|

|

||

＋

真の利益

||

消費者

社員、取引先

銀行、社債権者

政府

ESG

株主

財
務

非
財
務

ステークホルダー計算式

純資産 × エクイティ・スプレッド

安全、環境にやさしい、住みやすい、働きやすい・・・

売
上
・
費
用
の
積
み
上
げ
に
よ
り

利
益
を
目
標
化

経
済
的
価
値
か
ら

利
益
を
目
標
化

経
済
的
・
社
会
的
価
値

か
ら
利
益
を
目
標
化

経
済
的
価
値
か
ら
目
標
化
し
た

利
益
を
ど
う
達
成
す
る
か
を
考
え
る

経
済
的
・
社
会
的
価
値
か
ら
目
標
化
し
た

利
益
を
ど
う
達
成
す
る
か
を
考
え
る

【これまで】 【Step1】 【Step2】



65

４．戦略実行目線に立つ！

事業戦略に市場の目線を融合させるにとどまらず、当事者意識をもって戦略を実行する。

必要な目線 具体的な行動 京王における改善アクション

戦略実行目線に立つ！ ◆ 当事者意識をもって社長と共同執
行する。

◆ 事業のわかる、交渉力のある経理・
財務人材を育成する。スリーエムジャ
パンのビジネス・カウンセル制度など

◆ 社員の経理・財務リテラシーを向上
させる。京王の管理会計に沿った研
修・教育（何が利益・価値の向上に
つながるか）、オープンブックなど

◆ TCR活動を継続的に実践する。安
全や人材育成など大事なところにしっ
かり支出できるようにする。

【 参考：スリーエムジャパンの経理・財務組織 】
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５．組織としての交渉力を高める！

社長や市場からの高い期待に応え、当事者意識をもって難題を解決していくためには、組織としての交渉力が不可欠であ
る。交渉力の源は「信頼」であり、5つの取り組みを徹底することにより、「信頼」を獲得し、組織としての交渉力を高めていく。

②基本方針を自分の言葉で明確に伝える。基本方針（社長や市場が言うことは厳しいことがほ
とんど）を納得してもらわなければ、本当の成功は得られない！

①基本方針を持つ。議論を尽くし決定した基本方針を持つことが、何かを成功させるという「熱
意」と「冷静な対応」を生む！

解決策を導き出す過程において、④丁寧に対応する。議論したことを記録・共有することで、次の
議論ではさらにもう一段高いレベルの議論ができ、課題を着実に前に進めることができる！

③相手の話をよく聞く。担当者が自ら解決策を導き出せるように働きかけ、責任を持って実行して
もらう！

⑤後ろ盾としてのトップの関与が、乗り越えられないような困難を乗り切る原動力になる。振りかざ
してしまったら、本当の成功は得られない！

登壇いただいたCEO／CFOの方々から、交渉力の源は「信頼」であることを学んだ。
そのことを受けて、組織としての交渉力を高めるために、
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６．創造時間／自分時間を増やす！

経理・財務部門おける働き方改革（RPAやAIなどの活用によるDX）をスピード感を持って前進させる。スピード感を持っ
て前進させるため、社員が前向きに取り組める仕掛け（創造時間／自分時間を増やすという方針など）を施す。

◎前向きに取り組めるのはどっち？

働かせ方改革

◆長時間労働の是正・残業の削減
◆正規vs非正規
◆単線的なキャリアパスの是正

働き方改革

◆創造性・生産性の向上
◆人材の獲得と育成
◆多様性の尊重

◎創造時間／自分時間を増やす

・社員のエンゲージメント強化
・事業の持続的な成長への貢献 何のため？

減らす

増やす

増やす


