
－調査結果（要旨）－

株式価値向上に向けた取り組みについて（要旨）

生命保険協会は、株主・投資家の立場から、株式価値向上に向けた取り組みについて、昭和49年度より44年間に亘り継続的に調査を行っております。

平成29年度は、上場企業1,136社、機関投資家213社を対象にアンケート調査を実施し、現状分析を行った上で、当協会からの要望をまとめました。当調査におい

ては、同じアンケート項目に関して企業と投資家の回答を比較することで両者の意識がどのように異なるのか、あるいは従来から継続して調査を行っている項目についてどの

ような変化が見られるのか、といった視点を中心に分析を行っております。

当協会では、企業と株主が建設的な対話を行い、双方の課題意識を共有することが、中長期的な株式価値向上に向けた企業の取り組みを促すものと考えております。

当調査結果を踏まえ、今年度は、コーポレート・ガバナンス、経営戦略、財務戦略、対話の４つの観点から、企業に対し以下の12項目、投資家に対し以下の３項目を要

望いたします。昨年度から継続して要望している事項等に加え、今年度は、企業に対して「ＥＳＧ情報の開示の充実」を新たに要望しております。

また、今年度は、生命保険会社がスチュワードシップ活動をより実効的に行っていくための研究活動を実施しており、その概要を「特集」としてまとめております。

当冊子は要旨として、調査結果および要望事項等を簡潔に記載しております。要望の根拠や背景を含めた調査結果の詳細につきましては、本文をご参照ください。

当報告書が、中長期的な株式価値向上を促し、ひいては株式市場全体の活性化につながることを期待しております。

○投資家向けの要望事項

一般社団法人 生命保険協会

実施期間 ： 平成29年10月4日～11月6日

企業向け ： ＜送付＞上場企業 1,136社 ＜回答＞581社

（回答率 51.1%）

投資家向け ： ＜送付＞機関投資家 213社 ＜回答＞116社

（回答率 54.5%）

○企業向けの要望事項

平成29年度 生命保険協会調査

○アンケート実施概要

1

コーポレート・ガバナンス

① （変更）取締役会運営におけるＰＤＣＡサイクルの確立
（昨年度：取締役会評価の充実とその結果の開示）

② （変更）社外取締役の機能発揮に向けた取り組みの充実
（昨年度：社外取締役の拡充）

経営戦略
③ （継続）数値目標と事業戦略を伴う経営計画の公表
④ （新規）ＥＳＧ情報の開示の充実

財務戦略

⑤ （継続）資本コストを踏まえたROEの目標設定と水準向上
⑥ （継続）経営ビジョンに則した事業ポートフォリオの見直し
⑦ （継続）成長投資への手元資金の活用
⑧ （継続）中長期の平準的な水準として、配当性向30%以上

対 話
⑨ （継続）経営陣による対話内容の共有と対話への積極的な参加
⑩ （継続）対話要員の拡充

議決権
行使

⑪ （継続）過年度議案に対する投資家の反対理由の分析も踏まえた
議案内容の説明充実

⑫ （継続）投資家による議案内容の検討時間確保のための環境改善

対 話
① （継続）中長期的視点での対話推進
② （継続）対話要員の拡充

議決権
行使

③ （変更）企業の状況を踏まえた賛否判断と議決権
行使プロセスの透明性向上

（昨年度：企業の状況を踏まえた議決権行使と
賛否判断理由の説明）
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【図表1：コーポレート・ガバナンスに関して今後取り組みを強化する事項（企業）
・強化を期待する事項（投資家）】

【図表3：取締役会の実効性向上に向けて、課題に感じていること（企業・投資家）】 【図表4：開示内容の充実を期待する項目（投資家）】
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a. 取締役会の実効性評価
b. 役員報酬の方針
c. 役員指名の方針
d. CEO等の後継者の育成計画
e. 業績の分析・経営陣の見解
f. 社外取締役の選任理由や

活動状況
g. 環境（E）・社会（S）等の

非財務情報
h. 決算に関する補足・詳細データ

a. 機関設計
b. 取締役会の人数・構成
c. 独立した社外役員
d. 経営幹部の指名手続き
e. 役員報酬決定体系
f. 投資家との対話方針
g. 経営計画・経営戦略
h. 情報開示
i. 取締役会の実効性の評価
j. 株主総会運営

当協会からの要望事項 ： （企業向け①） 取締役会運営におけるＰＤＣＡサイクルの確立 2
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企業 投資家 a. 機関設計
b. 社外役員の拡充
c. 取締役会全体の経験や専門性の

バランス
d. 社外役員が機能発揮できる環境整備
e. 上程議案見直し・絞込みによる重要

事項に関する議論の充実
f. 投資家意見の取締役会へのフィード

バック
g. 取締役会議題の事前説明の充実
h. 取締役に対するトレーニング

【図表2：取締役会評価の実施状況（企業）】

※３つまで回答可

※３つまで回答可

※３つまで回答可

第一部 第１章（１）取締役会の実効性について （本文P4～8）

 企業・投資家の双方は、今後強化していくべき取り組みとして「取締役会の実効性の評価」を挙げており【図表1】、同取り組みに対する関心は高いが、取締役会評価を実施している企業は

約8割【図表2】と昨年度（約5割）から大きく増加していることから、今後は評価の実施に留まらず、評価を踏まえた具体的な改善策を実施していくことが重要なステージとなっている。

 投資家は、「社外役員の拡充」や「取締役会全体の経験や専門性のバランス」等を取締役会の実効性向上に向けた課題として捉えており、企業の認識と乖離が見られる【図表3】。また、

多くの投資家は、「取締役会の実効性評価」に関する開示内容の充実を期待している【図表4】。取締役会構成の観点等も含め、取締役会運営に関する取り組みを幅広く検証し、浮き彫

りとなった課題へどのように対処するのかを投資家へ説明し、投資家からのフィードバックを踏まえて更なる改善に向けた取り組みを行うことが重要であり、企業には取締役会運営におけるＰＤ

ＣＡサイクルの確立を要望したい。

平成29年度 生命保険協会調査
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当協会からの要望事項 ： （企業向け②） 社外取締役の機能発揮に向けた取り組みの充実 3

a. 経営陣の評価（選解任・報酬）へ
の関与・助言

b. 経営執行に対する助言
c. 経営戦略・重要案件等に対する意

思決定を通じた監督
d. 不祥事の未然防止に向けた体制の

監督
e. 投資家との対話
f. 利益相反行為の抑止
g. 少数株主をはじめとするステークホル

ダーの意見を経営に反映
h. 会計や法律等の専門家としての助言
i. 特に期待していない

【図表5：社外取締役に期待している役割の中で特に重要だと感じるもの（企業・投資家）】

※３つまで回答可
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a. 期待どおり十分に果たされている
b. 一定程度果たされている
c. 不十分であり、改善の余地がある
d. 全く果たされていない
e. 投資家からは評価できない

【図表6：社外取締役に期待している役割が現状果たされているかに対する評価（投資家）】

第一部 第１章（２）社外取締役の役割について （本文P8～13）
平成29年度 生命保険協会調査

【図表3（再掲）：取締役会の実効性向上に向けて、課題に感じていること（企業・投資家）】
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a. 機関設計
b. 社外役員の拡充
c. 取締役会全体の経験や専門性の

バランス
d. 社外役員が機能発揮できる環境整備
e. 上程議案見直し・絞込みによる重要

事項に関する議論の充実
f. 投資家意見の取締役会へのフィード

バック
g. 取締役会議題の事前説明の充実
h. 取締役に対するトレーニング

※３つまで回答可

【図表7：社外取締役の機能発揮に向けて、実施している取り組み（企業）
・期待する取り組み（投資家）】

 社外取締役に期待する役割は、企業・投資家ともに「経営戦略・重要案件等に対する意思決定を通じた監督」との回答が最も多く、認識が一致している【図表5】。続く回答として、投資家

は「不祥事の未然防止に向けた体制の監督」を重視している一方、企業の同項目への回答は相対的に低い。昨今、立て続けに発覚している日本企業の不祥事を受け、投資家が社外取

締役に求める役割として重視していると考えられ、社外取締役には企業の内部統制に対する関与を従来以上に積極的に行っていくことが求められている。

 投資家の半数は、社外取締役に期待している役割が現状果たされているかについて「不十分であり、改善の余地がある」と考えている【図表6】。また、企業・投資家ともに「社外役員が機能

発揮できる環境整備」を取締役会の実効性向上に向けた課題として位置付けており、具体的な取り組みとして、「社外取締役の独立性の確保」や「社外取締役と経営トップ（社長等）と

の定期的な意見交換」を重視している。企業には、取締役会の規模等を考慮した上で、独立した立場にある社外取締役が経営トップ含めた経営陣に対して自由かつ忌憚なく意見を述べ、

議論することができる環境の構築など、社外取締役がその期待された役割を発揮していくための実効的な取り組みを期待したい。
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a. 社外取締役に対する取締役会議
題の事前説明の充実

b. 社外取締役の独立性の確保
c. 社外取締役の経営会議・執行役

員会議等への出席
d. 社外取締役と経営トップ（社長

等）との定期的な意見交換会の
実施

e. 社外取締役同士の定期的な意見
交換会の実施

f. 経営理解促進を目的とした取り組
みの実施

g. 指名・報酬等の検討を行う諮問委
員会の活用

h. 社外取締役の取締役会における
比率向上

i. 特段なし

※複数回答可
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当協会からの要望事項 ： （企業向け③） 数値目標と事業戦略を伴う経営計画の公表 4

※複数回答可

【図表10：中期経営計画の内容充実に向けて重視するもの（企業）・改善すべきもの（投資家）】【図表9：取締役会の議題として今後重点的に取り上げたいテーマ（企業）
・取り組むべきテーマ（投資家）】

【図表8：中期経営計画の公表状況（企業）】

a. 長期的な経営ビジョン・スタンスの説明

b. 具体的な数値目標の設定

c. 達成確度の高い現実的な目標設定

d. 計画達成に向けた組織・グループ体制の説明

e. 事業環境や見通しに関する分析を踏まえた戦略の策定

f. 株主還元方針の説明

g. 資金使途（設備投資、研究開発等）の説明

h. 財務方針の説明（自己資本比率等）

i. 計画の途上評価と見直しの実施（計画のローリング）

j. 計画期間内での段階的な目標設定

a. 中期経営計画を公表しており、
その中で数値目標も公表している

b. 中期経営計画は公表しているが、
数値目標は公表していない

c. 中期経営計画を公表していない
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【図表1（再掲）：コーポレート・ガバナンスに関して今後取り組みを強化する事項（企業）・
強化を期待する事項（投資家）】

a. 機関設計
b. 取締役会の人数・構成
c. 独立した社外役員
d. 経営幹部の指名手続き
e. 役員報酬決定体系
f. 投資家との対話方針
g. 経営計画・経営戦略
h. 情報開示
i. 取締役会の実効性の評価
j. 株主総会運営

a. 決算・業績の進捗・振り返り

b. 経営目標・指標の適切性

c. 経営戦略立案

d. リスク管理

e. コーポレート・ガバナンス体制

f. 投資家との対話内容

g. コンプライアンス関連

h. 役員報酬

i. 人事・人材管理

※複数回答可

※３つまで回答可

第一部 第２章（１）経営計画の設定・公表について（本文P15～17）
平成29年度 生命保険協会調査

 数値目標を含む中期経営計画を公表している企業の割合は8割近くに上っており、経営計画の公表は一定程度浸透している【図表8】。しかし、投資家がコーポレート・ガバナンスに関して、

取り組み強化を期待する事項は、依然として「経営計画・経営戦略」との回答が最も多く、投資家は企業の更なる取り組みを期待している【図表1】。

 多くの投資家は、取締役会の議題として「経営目標・指標の適切性」を今後重点的に取り上げるべきとしている【図表9】。また、中期経営計画において「長期的な経営ビジョン・スタンスの説

明」や「事業環境や見通しに関する分析を踏まえた戦略の策定」を改善すべきとしている【図表10】。長期的な経営ビジョンに基づき、達成すべき数値目標とそれを実現するための具体的な

経営戦略が示されることにより、投資家は企業の価値創造に向けた意思を明確に捉えることができるため、数値目標と事業戦略を兼ね備えた経営計画が公表されることを期待したい。
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 企業・投資家双方とも、環境（Ｅ）・社会（Ｓ）・ガバナンス（Ｇ）要素の特定・企業戦略への組み込み・開示が、持続的な成長と中長期的な株式価値向上の観点から重要だと考えて

いる【図表11】。一方、投資家の多くは、企業の「情報開示が不十分」と考えており【図表12】、特に、「環境（Ｅ）・社会（Ｓ）等の非財務情報」の開示強化を求めている【図表4】。持続

的な成長に向け、重要なＥＳＧ情報を特定し、経営戦略との関係を分かりやすく説明するなど、企業にはＥＳＧ情報の開示の充実を期待したい。

 なお、ＥＳＧ要素をカテゴリー毎にみると、企業・投資家ともに、環境（Ｅ）に比べ、ガバナンス（Ｇ）や社会（Ｓ）を重要視しており、項目別では「経営理念・ビジョン」が高い【図表13】。

当協会からの要望事項 ： （企業向け④）ＥＳＧ情報の開示の充実 5

【図表13：ESG要素のうち重視している項目（企業・投資家）】

※3つまで回答可

a. 気候変動（E）
b. エネルギー（E）
c. 水・森林資源（E）
d. 生物多様性・生態系（E）

e. 人的資源の有効活用・人材育成（Ｓ）
f. 取引先・地域社会・顧客との関係（Ｓ）
g. 労働環境（Ｓ）
h. ダイバーシティ（Ｓ）

i. 経営理念・ビジョン（Ｇ）
j. 取締役会の役割・責務（Ｇ）
k. 内部統制（Ｇ）
l. 企業倫理・コンプライアンス（Ｇ）

環境（E）

社会（S）

ガバナンス（G)

第一部 第２章（２）社会課題（ＥＳＧ等）への取り組みについて （本文P17～20）
平成29年度 生命保険協会調査

【図表4（再掲）：開示内容の充実を期待する項目（投資家）】

a. 取締役会の実効性評価
b. 役員報酬の方針
c. 役員指名の方針
d. CEO等の後継者の育成計画
e. 業績の分析・経営陣の見解
f. 社外取締役の選任理由や

活動状況
g. 環境（E）・社会（S）等の

非財務情報
h. 決算に関する補足・詳細データ
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a b c d e f g h

※３つまで回答可

【図表12：対話に際して企業に感じる課題（投資家）】【図表11：ESG要素を特定し企業戦略に組み込み、開示することの重要性（企業・投資家）】
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a b c d
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※複数回答可

a. 非常に重要である
b. 重要である
c. あまり重要とは思わない
d. 重要でない
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40%

60%

a b c d e

a. 投資家向けの発言と企業の真意が異なる
（ダブルスタンダード経営）

b. 経営トップが対話に関与していない
c. 対話内容が経営層に届いていない
d. 情報開示が不十分
e. 適切な対話担当者が設置されていない
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80%

a b c d e f g h i j k l

企業 投資家
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【図表14：中期経営計画で公表している指標（企業）・経営目標として重視すべき指標（投資家）】

【図表17：中長期的に望ましいROE水準（投資家）】

平成28年度 生命保険協会調査

 投資家は、経営指標としてROEを重視している一方、企業は売上・利益の絶対額や伸び率を重視する声も多く、両者のスタンスには乖離が見られる【図表14】。また、ROEの目標値を設

定・公表している企業の割合は、昨年度から増加したものの、依然として全体の半数程度に留まっている【図表15】。

 資本コストに対するROE水準の見方について双方の認識ギャップは大きいほか【図表16】、投資家が中長期的に求めるROE水準と企業の実態には乖離がある【図表17】【図表18】。ROE

が低水準に留まる企業を中心に、資本コストを分析・把握した上で、ROEの目標値を設定・公表することが望まれるほか、中長期的に投資家の望むROE水準の達成を目指して収益性を

高めることを期待したい。

【図表18：日本企業のROE分布】
【図表16：資本コストに対する

ROE水準の見方（企業・投資家）】

当協会からの要望事項 ： （企業向け⑤） 資本コストを踏まえたＲＯＥの目標設定と水準向上 6
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a b c d e h i j m o p q

企業 投資家 a. ROE（株主資本利益率）
b. ROA（総資本利益率）
c. 売上高利益率
d. 売上高・売上高の伸び率
e. 利益額・利益の伸び率
h. ROIC（投下資本利益率）
i. FCF（フリーキャッシュフロー）
j. 配当性向（配当／当期利益）
m. 総還元性向（（配当＋自己株式取

得）／当期利益）
o. 自己資本比率（自己資本／総資本）
p. DEレシオ（有利子負債／自己資本）
q. 資本コスト（WACC等）
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20%

40%

60%

a b c d

企業

投資家

a. 上回っている c. 下回っている

b. 同程度 d. 資本コストを把握していない

（投資家は「わからない」）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

水準に

拘りなし

6%未満 6%以上

8%未満

8%以上

10%未満

10%以上

12%未満

12%以上

14%未満

14%以上

16%未満

16%以上

平均11.04％

※複数回答可

出所）生命保険協会調べ、対象は上場企業

（赤字企業含む、金融除く）

a. 目標値を設定して、公表している
b. 目標値は設定しているが、公表していない
c. 目標値は設定していないが、設定の検討をしている
d. 目標値は設定しておらず、設定の検討もしていない

【図表15：ROE目標値の設定・公表状況（企業）】

第一部 第３章（１）資本効率について （本文P21～25）
平成29年度 生命保険協会調査

（社）



平成28年度 生命保険協会調査

 日本企業のROEは、利益率の低さから米国企業を大きく下回って推移している【図表19】【図表20】。また、日本企業のROEは、投資家の期待するROE水準を下回っており、日本企業は

資本効率の向上へ向けた取り組みが求められている【図表21】。

 資本効率の向上に向けた取り組みとして、投資家は、「事業の選択と集中（経営ビジョンに則した事業ポートフォリオの見直し・組換え）」を期待しているものの、同項目に注力する企業は

少なく、両者の認識ギャップが示された【図表22】。投資家は、企業に対して事業別の採算管理や客観的基準の活用等により、自社の強みを活かせる中核的事業を見極めた上で、経営

資源を投入し、製品・サービスの競争力を高め、資本効率向上につなげていくことを求めており【図表23】、経営ビジョンに則した事業ポートフォリオの見直しが進むことを期待したい。

当協会からの要望事項 ： （企業向け⑥） 経営ビジョンに則した事業ポートフォリオの見直し 7

【図表22：資本効率向上に向けて実施している取り組み（企業）・期待する取り組み（投資家）】

a. 事業規模・シェアの拡大

b. 製品・サービス競争力強化

c. コスト削減の推進

d. 採算を重視した投資

e. 事業の選択と集中（経営ビジョンに則した

事業ポートフォリオの見直し・組換え）

f. 収益・効率性指標を管理指標として展開

（全社レベルでの浸透）

g. 借入や株主還元を通じたレバレッジの拡大

0%
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40%

60%

80%

a b c d e f g

企業 投資家

【図表23：事業の選択と集中を推し進めるために期待する取り組み（投資家）】
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a. 事業別の効率性・収益性分析

b. 事業ポートフォリオ組換えを判断する

客観的基準の活用

c. 社外取締役の活用による議論の活性化

d. 投資家との対話による株主意見の把握

e. 経営責任の明確化とインセンティブ付与

f. 取締役会の監督機能強化

g. 経営ビジョンの明確化

h. 情報開示

【図表19：日米企業のROEの推移】

出所）（日本）生命保険協会調べ、対象は上場企業（赤字企業含む、金融除く）

（米国）商務省「Quarterly Financial Report」

※日本：4～3月 米国：1～12月

13.5%

8.0%

0%

5%

10%

15%

20%

H6 H9 H12 H15 H18 H21 H24 H27

米国 日本
日本 米国

ROE 8.0% 13.5%

ROA 3.4% 5.5%

売上高純利益率 4.4% 8.7%

総資産回転率 0.8 0.6

財務レバレッジ 2.4 2.4

出所）（日本）生命保険協会調べ、対象は上場企業（赤字企業含む、金融除く）

（米国）商務省「Quarterly Financial Report」

※日本：4～3月 米国：1～12月

【図表20：日米企業のROEの比較】
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10%未満
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12%未満

12%以上

14%未満

14%以上

16%未満

16%以上

日本企業（実績）

投資家が望む水準

出所）日本企業のROEは生命保険協会調べ、対象は上場企業（金融除く、分母には赤字企業を含む）

【図表21：日本企業のROE・中長期的に望ましいROE水準（投資家）】

※３つまで回答可

※３つまで回答可

第一部 第３章（１）資本効率について （本文P21～25）
平成29年度 生命保険協会調査
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【図表24：日本企業の内部留保額の推移】 【図表26：企業の手元資金の使途として望ましいもの（投資家）】

平成28年度 生命保険協会調査

 日本企業の内部留保額は、過去最高水準で推移している【図表24】。多くの投資家は、企業が手元資金を余剰に抱えていると捉えており【図表25】、手元資金が成長に向けた投資に活

用されることを最も望んでいる【図表26】。

 約半数の投資家は、投資実行時の企業側からの説明に不足を感じている【図表27】。投資実行時には、経営計画における位置づけのみならず、投資家が求める「投資の採算性」や「投資

のリスク」も含めた説明内容の一層の充実を図ることで、投資がいかに企業価値向上につながるかを投資家に十分に説明することが望まれる【図表28】。企業には、投資効率を意識しつつ、

競争優位性を築くための戦略的な投資に手元資金を活用していくことを期待したい。

【図表28：投資実行時に投資家への説明として重視する内容（企業・投資家）】

【図表25：手元資金の水準についての認識（企業・投資家）】

【図表27：企業の投資実行時の説明（投資家）】

当協会からの要望事項 ： （企業向け⑦） 成長投資への手元資金の活用 8

出所）生命保険協会調べ

TOPIX構成企業（過去10年間継続してデータ取得可能な企業）
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80%

a b c 無回答

企業 投資家

a. 余裕のある水準と考えている

b. 適正と考えている

c. 不足している
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80%

a b c d e 無回答

a. 成長に向けた投資資金

b. 財務安定化のための

手元流動性確保

c. 有利子負債の返済原資

d. 株主還元の一層の充実

のための原資

e. その他

0%

20%

40%

60%

a b c d 無回答

a. 十分に説明されている
b. 一定程度説明されている
c. あまり説明されていない

d. ほとんど説明されていない

a. 経営計画における位置づけ

b. シナジー効果

c. 競争力に与える影響

d. 投資の前提となる市場見通し

e. 財務への影響

f. 投資のリスク

g. 投資の収益化の時期

h. 投資の収益貢献額

i. 投資の採算性

（兆円）

※複数回答可

第一部 第３章（２）投資について （本文P26～30）
平成29年度 生命保険協会調査
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平成28年度 生命保険協会調査

 投資家は、経営指標として株主還元指標を重視している【図表29】。中長期的に望ましい配当性向については、「30％以上40％未満」と考える投資家が最も多いが【図表30】、現状は

株主還元・配当水準に満足できない企業が多数存在していると認識している【図表31】。

 企業・投資家双方は、株主還元の適切性を考える際に「総還元性向・配当性向の水準」を重視する点では一致している【図表32】。しかし、企業は「株主還元・配当の安定性」を強く重

視する一方、投資家は企業の置かれている状況を「投資機会の有無」など様々な観点から考慮し、株主還元方針が説明されることを望んでいる。配当性向が30%を下回る企業において

は、特段資金ニーズが無く、内部留保が厚い企業を中心に【図表33】、投資家が一つの目安と考える配当性向30％以上の水準をターゲットに株主還元の充実に取り組むことが望まれる。

【図表29：中期経営計画で公表している指標（企業）
・経営目標として重視すべき指標（投資家）】

【図表31：株主還元・配当水準に
対する満足度（投資家）】

【図表32：株主還元の適切性について説明する観点（企業）・評価する観点（投資家）】

【図表30：中長期的に望ましい配当性向（投資家）】

当協会からの要望事項 ： （企業向け⑧） 中長期の平準的な水準として、配当性向30%以上 9

a. ROE（株主資本利益率）

b. ROA（総資本利益率）

c. 売上高利益率

d. 売上高・売上高の伸び率

e. 利益額・利益の伸び率

j. 配当性向

m. 総還元性向
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水準には

拘らない

10%以上

20%未満

20%以上
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30%以上

40%未満

40%以上

50%未満

50%以上

60%未満

60%以上 0%

20%
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a b c d e

a. ほぼ全ての企業（８割以上）が満足できる水準

b. 多くの企業（６～８割程度）が満足できる水準

c. 半分程度（４～６割程度）は満足できる水準

d. 満足できる企業はあまり多くない（２～４割程度）

e. 満足できる企業はほとんどない（２割未満）

※複数回答可

自己資本比率（％）

過去５年累計
投資CF／営業CF

（倍）

内部留保 大内部留保 小

資金ニーズ 大

資金ニーズ 小

投資CF／営業CF 0.8倍
(日本企業の平均値)

出所）生命保険協会調べ
TOPIX構成企業（赤字企業、金融除き）、自己資本比率の中央値と投資CF／営業CFの平均値は配当性向30%以上の企業も含む
5年累計の投資CFがプラスもしくは営業CFがマイナスの企業は除く、投資CF／営業CFは絶対値として表示

【図表33：配当性向が30％を下回る企業の自己資本比率と資金ニーズ（投資CF/営業CF）】

a. 投資機会の有無

b. 余剰資金を抱えているかどうか

c. 事業の成長ステージ

e. 総還元性向・配当性向の水準

f. 株主還元・配当の安定性

h. ROEの水準

※複数回答可

第一部 第３章（3）株主還元について （本文P30～36）
平成29年度 生命保険協会調査

自己資本比率 53.2%(日本企業の中央値)



平成28年度 生命保険協会調査

 経営に外部の視点を取り込むことは、規律ある経営につながるため、当協会では、株主との対話内容を取締役会で共有し、投資家からの助言や指摘を経営に活用していくことを要望してき

た。多くの企業は、経営陣自らが投資家と対話することやレポートの作成など様々な方法を用いて、対話内容を経営層で共有していると回答しているが【図表34】【図表35】、投資家は、

「対話内容が経営層に届いていない」と感じており【図表36】、両者の認識にはギャップが見られる。

 経営トップを含む経営陣の平均的な年間対話回数は、平均60回程度となっているが【図表37】、対話回数が一桁に留まる企業も５割近いなど、各社の取り組みにはばらつきが見られる

【図表38】。投資家の「経営トップが対話に関与していない」という課題意識も踏まえると【図表36】、経営トップ自らが関与する形で対話活動や情報発信を率先していくことが期待されてい

る。経営トップをはじめとする経営陣は、積極的に対話活動に参加し、共有化された対話内容を踏まえた上で、企業価値向上に向けた取り組みを実行・説明していくことが望まれる。

【図表36：対話に際して企業に感じる課題（投資家）】【図表34：対話内容を経営層で共有する
仕組みがある企業の割合（企業）】

当協会からの要望事項 ： （企業向け⑨） 経営陣による対話内容の共有と対話への積極的な参加 10

【図表37：対話の平均実施回数（企業）】
【図表39：経営トップの対話実施回数（企業）】
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a. 投資家向けの発言と企業の真意が異なる

（ダブルスタンダード経営）

b. 経営トップが対話に関与していない

c. 対話内容が経営層に届いていない

d. 情報開示が不十分

e. 適切な対話担当者が設置されていない

f. 特段なし
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【図表35：対話内容を共有する
ための仕組み（企業）】

a. 定期的に経営陣が投資家

と対話を行い、経営陣内で

共有化している

b. 取締役会や経営会議でIR

担当者が報告する機会を設

けている

c. 経営トップに直接定期的に

報告する機会を設けている

d. レポート形式にして定期的に

経営陣へ送付している

経営トップ
（社長・会長）

経営トップを除く
取締役・
執行役員

社外取締役
IR

担当者

①説明会 2.6 2.3 0.0 2.5

②スモール 2.0 3.9 0.1 5.5

③個別対話 14.1 35.0 0.6 132.0

合計 18.6 41.2 0.8 140.0

47.4%

11.6%

26.2%

8.3%

6.5% 0～3回

4～9回

10～30回

31～50回

51回以上

36.5%

11.2%
25.3%

11.6%

15.4%

0～3回

4～9回

10～30回

31～50回

51回以上

【図表38：経営トップを含む経営陣の対話実施回数（企業）】

※複数回答可

※複数回答可

（回）

第二部 第１章 （１）「建設的な対話」について （本文P37～42）
平成29年度 生命保険協会調査
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平成28年度 生命保険協会調査

 対話に際して、企業は、投資家の「短期的なテーマのみに基づく対話の実施」を課題と捉えている【図表40】。また企業は、「経営戦略等中長期的な視野に立った議論の充実」を対話の利

点と考えている【図表41】。投資家においては、短期的視点での対話ではなく、投資家の視点を経営に取り込もうとする意欲を企業に喚起するような、高い視座での対話を実現することを期

待し、中長期的視点での対話推進を要望する。

 対話に携わる人員について、企業は「２～３人」、投資家は「１１人以上」との回答が最も多い【図表42】。対話を充実させる上で企業・投資家ともに「対話に割けるリソースの不足」を課

題として捉えていることが示された【図表43】【図表44】。対話を一層推進していく上では、相応の人的資源が必要となるため、企業・投資家双方に対話要員の拡充を要望する。

【図表40：対話における投資家の課題（企業）】 【図表41：対話において良いと感じること（企業・投資家）】

当協会からの要望事項 ： （投資家向け①） 中長期的視点での対話推進
（企業向け⑩、投資家向け②） 対話要員の拡充 11

【図表43：対話を充実させる上での自社の課題（企業）】 【図表44：対話を充実させる上での自社の課題（投資家）】

a. 企業側に対する一方的な提案や要求

b. 企業に対する分析や理解が浅い

c. 短期的なテーマのみに基づく対話の実施

d. 実績作りのための形式的な対話が多い

e. 他のステークホルダーを軽視するような提案

f. 対話に応じない

g. 特段なし

【図表42：対話に携わる人員（企業・投資家）】
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企業 投資家

a. 経営戦略等中長期的な視野に立った議論の充実

b. ESG等の非財務情報に関する議論の充実

c. 相手の考えに対する理解が深まり、相互理解につながる

d. 経営に活かすことができるような気づきを得られる（企業のみ）

e. 対話の結果、企業に変化・改善が見られた（投資家のみ）

0%

10%
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30%

40%

50%

a b c d e

a. 対話に割けるリソースの不足

b. 投資家とのコンタクトが難しい

c. 開示できる情報が限られる

d. 対話を行うスキルの不足

e. 特段なし
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a. 企業とのコンタクトが難しい
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c. 対話を行うスキルの不足

d. 特段なし
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a. ０人

b. １人

c. ２～３人

d. ４～５人

e. ６～１０人

f. １１人以上

※複数回答可
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※複数回答可

※複数回答可

第二部 第１章 （１）「建設的な対話」について （本文P37～42）
平成29年度 生命保険協会調査
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【図表45：株主の議決権行使を充実させるための取り組み（企業）・期待する取り組み（投資家）】

平成28年度 生命保険協会調査

 議決権行使を充実させるために、投資家は「議案の説明充実」を重視している【図表45】。企業は、過年度に反対の多かった議案に対して、反対理由を分析した上で、対話や招集通知書

を通じて自社の考え方を示していくことが期待されている【図表46】。双方の考え方について相互理解をより深める観点から、投資家からの反対理由の分析も踏まえた議案内容の説明充実を

要望したい。また、企業の状況を把握し賛否判断を行う上では、十分な検討時間が確保されることが重要である。招集通知の早期発送・開示や、集中日の回避を期待する投資家は多く

【図表45】、検討時間確保のための環境改善に向けて様々な工夫が凝らされることを要望したい。

 投資家の課題として、議決権行使助言会社の判断に影響を受けることや賛否判断の理由が不明であることを、企業は挙げている【図表47】。また、企業は投資家に「個別企業の状況を踏ま

えた議決権行使」を最も期待しており、次いで「議決権行使基準の開示」「自社への議決権行使賛否理由の説明」を求めている【図表48】。投資家は、企業の状況を踏まえた賛否判断を

自らの知見で行うとともに、議決権行使基準とその考え方、具体的議案に対する判断理由を企業へ分かりやすく説明するなど、議決権行使プロセスの透明性向上に取り組むよう期待したい。

【図表47：投資家の議決権行使における課題（企業）】

【図表46：過年度に反対の多かった議案に対する取り組み（企業）・期待する取り組み（投資家）】

a. 集中日を回避した株主総会の開催

b. 招集通知の早期発送（早期開示）

c. 議案の説明充実

d. インターネットによる議決権投票

e. 議決権電子行使プラットフォームへの参加

f. 有価証券報告書の早期開示

当協会からの要望事項 ： （企業向け⑪） 過年度議案に対する投資家の反対理由の分析も踏まえた議案内容の説明充実
（企業向け⑫） 投資家による議案内容の検討時間確保のための環境改善
（投資家向け③）企業の状況を踏まえた賛否判断と議決権行使プロセスの透明性向上 12

a. 招集通知書への説明充実
b. 投資家との対話
c. 議案の修正・取り下げ
d. 反対株主の分析
e. 反対理由の分析
f. 特段なし

a. 議決権を行使しない投資家が多い

b. 実質株主がわからない

c. 議案内容等について、投資家と十分

な対話ができない

d. 議決権行使助言会社の判断に影響

を受けやすい

e. 議案に対する株主の賛否判断の理由

が分からない

※複数回答可
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※３つまで回答可

第二部 第１章 （2）議決権行使について （本文P42～47）
平成29年度 生命保険協会調査

【図表48：投資家の議決権行使に関して、今後投資家に期待すること（企業）】

a. 議決権行使基準の開示の充実

b. 議決権行使に関する対話の充実

c. 対話等により個別企業の状況を踏まえた議決権行使

の実施

d. 自社への議決権行使賛否理由の説明

e. 議決権行使結果の開示の充実

f. 議決権行使助言会社の適切な活用

g. 議決権の電子行使

h. 利益相反管理の強化

0%

20%

40%

60%

a b c d e f ｇ h
※３つまで回答可



特集 生命保険会社のスチュワードシップ活動について（本文P48～53）
平成29年度 生命保険協会調査

 平成29年5月に日本版スチュワードシップ・コードが改訂されたこと等を踏まえ、スチュワードシップ活動の実効性を更に高めるため、当協会の「株式価値向上ワーキング・グループ」（以下、Ｗ

Ｇ）において、スチュワードシップ活動に関する研究活動を実施。研究活動として主にＷＧ参加各社の取り組みの共有や新規取り組み（集団的エンゲージメント）について検討したほか、生

命保険会社以外の機関投資家や発行体企業との情報交換を実施。

 【取組共有】 対話を充実させる上で、「対話に割けるリソースの不足」が課題だと考える投資家は多い【図表44】。機関投資家としてのＷＧ参加各社は、株式投資の規模や投資方

針等に応じて対話要員の拡充を順次進めつつも、限られた人員のなかで、より効果的なスチュワードシップ活動を行う必要がある。今回、確認出来た好事例【図表49】を参考とし、今

後各社のスチュワードシップ活動の更なる実効性向上につなげて参りたい。

 【集団的エンゲージメント】 当協会の要望事項の実現に向けて、より多くの企業へ効果的にアプローチできる手法を検討した結果、投資先企業に求める事項・水準感等について参加

者間で相応の課題意識の共有が必要であり、かつ限られた企業にしかアプローチできない対面での対話ではなく、企業に対する書簡送付による集団的エンゲージメントを実施すること

とした【図表50】。テーマとしては、公開情報から対象企業を抽出可能なガバナンス・情報開示・株主還元に関するものとしており、また実務面に関する法的な論点の整理も行ってい

る。情報開示に関しては、投資環境整備の観点から課題意識を共有しやすく、多数の投資家による集団的エンゲージメントとしては特に親和性があるとも考えられる。今後、より効果

的な取り組みのあり方について引き続き議論していくとともに、今回の検討結果を踏まえ、各社それぞれの考え方に応じて集団的エンゲージメントへの取り組みを検討して参りたい。

13

【図表44（再掲）：対話を充実させる上での自社の課題（投資家）】

0%

20%

40%

60%

80%

a b c d

a. 企業とのコンタクトが難しい

b. 対話に割けるリソースの不足

c. 対話を行うスキルの不足

d. 特段なし

※複数回答可

人員・体制

 株式アナリストと対話専任担当者のペア活動による、相互の知見の効果的

活用

 運用会社等へのトレーニー派遣等による対話人材の計画的育成

対話

議決権行使

 ポートフォリオにおける重要性・投資先企業からみた重要性の双方を勘案した

対話対象先の選定

 「対話重点取組業種」の設定など、テーマを絞った対話活動の実施

 効果検証項目の特定・定期的な確認による対話の振返り

 対話後の企業向けアンケート結果を踏まえた対話内容の改善

 議決権行使基準の詳細開示や、賛否判断のポイント・事例開示による議決

権行使の予見可能性の向上

【図表49：ＷＧ参加各社におけるスチュワードシップ活動の効果的な取り組み事例】 【図表50：ＷＧ参加各社による集団的エンゲージメントの概要】

目的
 当協会の要望事項の実現に向けたより実効的な取り組みとして、Ｗ
Ｇに参加する全生保（10社）が協働で、企業に対して課題意識を
伝え、企業の取り組みを促していくことで、株式価値向上を図る。

手法・対象先

 東証一部上場企業のうち、当協会がアンケート結果等を踏まえて要
望している事項が実現できていない企業（下記のテーマ毎の基準のい
ずれかに該当する企業 計約100社）に対して書簡を送付。

テーマ 基準の概要

ガバナンス 社外取締役の任命がなく、ガバナンスが不十分である
と考えられる企業

情報開示 中期経営計画の開示や環境（E）、社会（S）等
に関する非財務情報の開示が不十分であると考えら
れる企業

株主還元 長期間に及び配当性向30％未満かつ、財務内容が
健全であること、豊富なキャッシュフローがあるにも関わ
らず投資が不十分であると考えられる企業等（業種
等によって条件は異なる）


