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我が国の経済を支える証券市場の活性化は急務であり、
そのためには個人金融資産など民間の活力を生かすこと
が重要です。我が国には優れた技術を持つ企業、産業が
多く存在するなど、資産運用の場としての証券市場は引
き続き魅力的であると考えています。
当懇談会は、日本市場や日本企業の重要性や魅力を再認
識し、資産運用の大切さや株式投資の魅力について投資
家に情報発信を行う目的で設置しました。
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　松岡氏は外資系証券会社の証券アナリストを務めたのち、産業再
生機構で事業再生に携わりました。前半のプレゼンテーションでは、
企業の外側と内側からの視点で、日本企業の課題と可能性について
話しました。

　私はアナリスト時代に、主に流通株や小売株をリサーチしてきまし
た。小売業の時価総額上位ランキングを振り返ると、非常に大きな変
化がありました。1990年はトップ10社に百貨店が5社入り、法的整
理された長崎屋が10位に入り、私が産業再生機構で担当したダイエ
ーも8位に入っています。
　一方、2010年までに百貨店の統合が進んだこともあり、トップ10
社のうち百貨店は2社に減り、順位も下がりました。それらを時価総
額で上回ったのが、この5年、10年で力をつけてきたファーストリテ
イリングやニトリ。この20年で小売業の業界地図は大きく変化しまし
た。「失われた20年」と言われながらも、きちんと個別銘柄にフォー
カスしていけば、いい投資案件があったことが見てとれます。
　一方で、コンサルタントとして内部から会社を眺めてみると、これま
で見えなかったいろいろな現象が見えてきました。日本企業の収益改
善が進展しない理由として、3つの論点を提示します。1点目は、ビ

ジネスモデルの変更が先送り
される構造問題。労働組合が
非常に協力的で、ボーナスが
年間で1カ月に満たない水準
まで下げられても、変えられる
べき経営者が労組の協力で温
存され、ビジネスモデルも温存
された結果、収益体制が改善
されないケースは多かったと
思います。したがって、収益改
善に向けた可能性としては人
事、特に企画担当役員に誰が
就くかが、企業収益や株価を
決める要素として大きいと思
っています。

第1回懇談会が開催されたのは、衆議院選挙が終了した直後の2012
年12月19日。為替市場は長く続いていた円高局面から円安に転じ、国
内株式市場にもようやく明るい兆しが見え始めた時期です。懇談会の
前半は、M&Aアドバイザリー業務を行うフロンティア・マネジメントの
代表取締役、松岡真宏氏が「収益改善のポテンシャルを秘めた日本企
業」というテーマで、企業経営や株式市場への提言を行いました。後
半では、日本IR協議会の事務局長を務める佐藤淑子氏が、株式市場
のさらなる活性化に向けたIR活動の課題について話しました。それぞ
れのテーマに基づき、参加者の間で活発な議論が交わされました。

　2点目は、長年の業績不振のため、本質的な業績改善が非常に困
難になっていること。かつては小売業でも、利益が出ている店舗と出
ていない店舗の差が非常に大きかった。この場合は赤字を出す店舗
を整理することで、利益は大きく改善します。しかし、近年では利益が
出ている店舗の利益が小さくなり、出ていない店舗の赤字も非常に
小さい。両者の格差が縮小してきたため、簡単なリストラだけでは利
益が出にくい構造になっているのです。
　本格的な利益改善をするためには、閉鎖にかかる損金が大きいと
ころに手をつけざるを得ないと考えています。例えば閉鎖に100億
円のロスが出るような店舗を持つ会社の場合、たとえ年間で2億円
の赤字を垂れ流しても、5年程度なら仕方ないということで、赤字体
質が温存される。こうした店舗や部門が日本企業の中に数多く見受
けられます。そうしたところにニューマネーを投入して、不振な店舗や
部門を閉鎖する必要がある。問題はニューマネーをどのように獲得
し、それをどう既存の株主に説明していくのか。そのために事業再構
築に向けたインセンティブづくり、具体的には企業収益が上がり、株
価も上がっていくというストーリーも重要となります。
　3点目は、株主や債権者からの健全なプレッシャーが希薄になって
いる点です。近年は金融安定化法の影響や、一部のアクティビストの
行動が問題となったことで、ステークホルダーからのプレッシャーが
ほとんどなくなっており、きわめて不健全に見えます。そこで私が提案
したいのは「株主の代理人」、つまりエージェントとしての組織をつく
ることです。きちんとした資格を持った代理人が、例えば四半期ごと
に個別の株主を訪ねて、それぞれの株主が何を望んでいるのかを集
約して経営者に伝えるという、いわば「情報の問屋機能」をつくって
いく必要があるのではないでしょうか。

左から岡野副座長、宇野委員、多賀谷オブザーバー

松岡委員

事業の再構築に向けた莫大なお金を
呼び込むインセンティブづくりを

不況下でも個別案件にフォーカスすれば
収益のチャンスが広がる
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　最後に問題提起をしたいと
思います。かつて日本では「選
択と集中」という言葉がもては
やされました。日本企業の多く
は「選択と集中」を「本業回
帰」と解釈しました。それと対
極にある「多角化」に対して、
企業も投資家もネガティブなイ
メージを抱くことになりました。
しかし私は、大企業がコングロ
マリット（企業複合体）をつく
り、多角化によって新しいビジ
ネスを生み出していく機能は
非常に大事だと思っています。
　また、製造業も従来のピラミ
ッド構造にとどまらず、各企業

　宇野委員　株主代理組織という形で、株主の声を企業に伝えるチ
ャネルが必要だということをご指摘いただきました。一方で、大企業
が海外でIRを行う機会は増えています。エージェントを置くより、経営
者が直接アナリストや投資家に接する場をより多く持てるようにする
方が効果があるのではないでしょうか。

　松岡委員　IRがきちんと機能している会社については、エージェ
ントは必要ないと思います。しかし、いろいろな外国人投資家と話す
中で、なかなか個々の投資家に会ってくれない会社もあるようです。
そうした会社に対して、補完的な役割としてエージェントという機能を
検討してみては、という考えです。

　翁座長　業績不振の会社がニューマネーを集めるのは困難だと
思いますが、どのような情報発信をすべきとお考えでしょうか。

　松岡委員　抜本策を取るために未上場化が普通に行われていま
すが、安易な未上場化を許す風潮はよくないと思っています。上場し
たままで一般株主に戦略を訴えて、結果を出していくという例をつく
ることが必要です。私は投資ファンドより一般株主の方が忍耐強いマ
ネーだと思っているので、一般株主に訴えかける仕組みを取り入れる
べきだと考えます。

　楠オブザーバー　現実問題として、今の企業の情報発信は一般
庶民が理解できうるレベルにないものが多い印象です。個人投資家
と発行企業サイドの情報のギャップは大きく、それをどう埋めていく
かが大きな課題だと思います。

　松岡委員　ひとつのやり方
として、金融機関からアナリス
ト部隊を切り出してジョイント
ベンチャーにすることが考えら
れます。

　野尻委員　まだ投資をした
ことがない人をどう呼び込む
かを考える必要があります。生
産者側ではなく、消費者側の
目線に立った情報提供ができ
ないと、株式市場の活性化は
難しいのではないでしょうか。

の一部の機能を外部化したり組み替えたりすることで、新しい産業が
どんどん生まれています。これらの企業に、果たして現在の業種区分
が耐えられる構造になっているのかどうか。現在の業種区分は、日本
の戦後経済学者が見ていた考え方と同じです。
今後はコングロマリットに対してサポートする目、外部化や組み替え
による新しい産業の評価、従来型の産業観をどう変えていくのかを、
私は期待したいと考えています。

◇　　　　◇

　岡野副座長　業種区分の見直しについて、具体的にどのようなア
イディアをお持ちですか。

　松岡委員　現在GDPに占める製造業の割合は十数%しかないの
に、業種区分は非常に細かい。一方でGDPの6割から7割を占める
サービス業を、例えば「サービス業」「その他金融業」を、もう少しバ
リュエーション比較できるような形にできれば、おそらく業種区分での
アナリストやファンドマネージャーのあり方も変わってきて、投資家の
ポートフォリオも変わってくるのではないかと思います。

　多賀谷オブザーバー　業種区分の見直しについては、東京証券
取引所で算出する業種別インデックスなどさまざまな影響が出るの
で、慎重な検討が必要だと思います。ただ個人投資家とのセミナーで
感じるのは、会社の収益の主力が何であるのかが正しく伝わってい
ないケースが多いことです。今後も積極的に情報発信をしていきた
いと思います。

翁座長

野尻委員

業種区分の見直しで
市場が新しい企業をサポート

ニューマネーを調達するには
一般株主への情報発信が重要
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　佐藤氏が事務局長および首席研究員を務める日本IR協議会は、
IR活動の普及と質の向上を目指して活動する、国内唯一の民間の非
営利団体です。国内株式市場の活性化に向けて、これからのIR活動
に何が求められるかについて、佐藤氏が話しました。

　資本市場や企業を取り巻く環境として、5点の特徴を挙げたいと思
います。1点目は市場のグローバル化。ミクロの企業業績だけで評価
が決まるのではなく、海外の市場や経済要因によって株式市場が大
きく変動するようになりました。2点目は日本株市場の低迷。90年代
後半から2000年代初めは日本株に対する海外機関投資家の注目が
高く、日本に駐在するアナリストが多かった。しかし新興国市場が成長
したことで、彼らは香港やシンガポールに移動して、日本株だけを対
象とするアナリストは少なくなりました。3点目は投資家の多様化。ヘ
ッジファンドなどさまざまな投資家の台頭で、投資の時間軸が短縮さ
れる傾向にあります。4点目は、いわゆる「六重苦」のプレッシャー。
企業を取り巻く環境は非常に厳しくなっています。5点目は情報開示
やIRの充実と、それに伴う負担の増大です。企業の上場コストが非
常に大きく、一方で日本株のアナリストが減っているため、上場の意
味を問い直す企業が増えています。
　最近は「安心して投資できる会社がいい」という声が投資家から
聞かれるようになりました。リスクに対する投資家の意識も高まって
いるようです。
　企業が財務情報やリスク情報を適切に開示し、IRを通じて企業価
値向上を図るには、「広報（情報開示）」「マーケティング」「フィード
バック」「価値創造と向上」というサイクルを回していくことが重要だ
と思います。まず情報を開示し、次にイベントなどを通じて投資家の
拡大を図る。投資家から得られた意見をトップマネジメントに伝え、そ
れを活用して企業価値や株主価値を増大していく。課題が克服され

とが大切だというが表れていると思います。

　次のトピックは個人投資家向けIRです。企業にとって個人投資家
は長期保有が期待でき、特に担当アナリストが少ない中小型株にお
いては、個人株主の存在は大きいといえます。
　一方、個人投資家がIR活動をどのように利用しているかについ
て、日本IR協議会がアンケートを行いました。最も多かった回答が
「無回答」で、何に使っていいかわからないという人が圧倒的でし
た。その次に多いのが「財務情報」と「株主還元」。情報源としては
決算短信やニュースリリースが多いという結果でした。
　2011年には、個人投資家向けIRの成果に関する調査を行いまし
た。日本IR協議会が実施する「IR活動の実態調査」において、「ウェ
ブサイトを個人投資家を意識したつくりにする」「個人投資家向け説
明会を実施している」「株主向け報告書が充実している」の3項目に
当てはまる会社について、時価総額、株主構成、対TOPIXベータ
値、株主数などが変化したかどうかを調べてみたところ、個人投資家
向けIR活動を実施した会社が、実施しなかった会社に比べて向上が
見られたのは個人株主数だけでした。
　理由のひとつとして考えられるのは、個人投資家向けのIRを実施
した会社は、早くからアナリストや機関投資家向けのIRにも積極的だ
ったことです。こうした会社はIR活動の経験を積む中で、個人投資家
に発信すべき情報も、わかりやすく説明する手法も充実させていま
す。個人投資家向けIRで時価総額などを向上させるには、対象とな
る個人投資家のステージ、例えば知識度合いや資産状況を見極める
ことが必要なのかもしれません。

たら、次の情報開示の段階に
移る。これを継続していくこと
で、成果が現れるのではない
かと思います。
　実際に、IRとROE（株主
資本利益率）の間には相関が
あることが わ かりました。
2012年 度 の「IR優 良 企 業
賞」応募企業のIRスコアと
ROEを見てみると、IRスコア
が高いほどROEも高い傾向
がありました。時系列で見て
も、継続的にIR活動の成果を
会社の中にフィードバックし、
収益率の改善を図っていくこ佐藤委員

個人投資家のステージを見極めた
IR活動が求められる

IRを通じて企業価値を
高めるためのサイクル
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　野尻委員　IRサイクルの「マーケティング」で、個人投資家の年
齢層や投資経験といったデータをもっと活用していくべきではないか
と思います。誰にどのような情報を提供していくかについて、あまり議
論が進んでいないのではないでしょうか。

　佐藤委員　確かに、IRフェアやIRフェスタなどのイベントにおいて
も、そこに来ている人の情報はあまり有効活用されていないのが現
状です。一方で個人情報の問題があるので、こうした情報をどこまで
活用できるかについて議論が必要かと思います。

　翁座長　IRを継続することでROEが向上するという循環におい
て、市場の声や機関投資家の見方をうまくフィードバックして、会社の
中で経営課題として共有することが大事だということでしょうか。

　佐藤委員　そのとおりです。例えば社内において、現場から上がっ
てくる数字が努力目標的というか、実際より上振れした数字であるこ
とが多いため、それを是正する役割が期待されます。投資家側から
懸念材料を指摘することによって、会社側が現場から上がってきた情
報の問題点に気づき、事前に手を打ちやすくなるという効果があると
思います。

　楠オブザーバー　IRで目先の株価が上がることを期待している
経営者がいますが、なかなか成果が出ないと、やっても無駄じゃない
かという話が出て、予算が削られてしまうことがあります。あるいは、
業績が良くなっても株主が減ることもよくあります。投資家は期末に
益出しをするため、ほかで損失が出ていれば、それとの相殺のため
に売却してしまうわけです。このような現状について、経営者に向け
た教育について何か意識しているのでしょうか。

　佐藤委員　そこは私たちにとっても課題です。IRの担当者に対す
る育成や研修は行っていますが、トップマネジメントについては不十
分だと認識しています。IRはすぐに結果が出るものではないので、長
期経営戦略や企業価値向上とIRの関係について、今後はトップに向
けてもお話しできればと思います。

 
 

　木野内オブザーバー　すでにマーケットに参加している投資家
の中でパイを奪い合うより、まだ参加していない投資家予備群の人を
呼び込むことが、情報発信における大きな課題だと思います。その担
い手として考えられるのが証券外務員、そして企業のIR担当者です。
IR活動における新しい投資家へのアプローチについて、今はどのよ
うな状況でしょうか。

　佐藤委員　個人投資家に対しては、IRフェスタのようなイベントに
マスコミを使って呼びかけて、新しい投資家を招き入れるというケー
スがあります。企業側のインセンティブとしては、長期投資の投資家
を取り込める可能性が考えられます。

　野尻委員　IRとウェブの親和性について、どのように考えている
のでしょうか。ウェブでのIR活動はローコストである一方、高齢の投
資家に伝えるのは難しいのではないでしょうか。

　佐藤委員　確かに70代の投資家に対して、ウェブを通じたIRは難
しいと思います。一方で、長期投資を望む企業にとっては、できるだ
け若い人に株主になってもらいたいという要望が多い。実際に、個人
投資家向けの説明会を平日の夕方や土日に、ウェブを通じて行ってい
る企業もあります。ウェブサイトであれば、経営トップの話も広く伝え
ることができます。高齢の方でも、紙媒体と併せてウェブ情報を一度
試してみると面白いのではないかと思います。

　野尻委員　そこでマーケティングの考え方が重要になると思いま
す。投資家層に関する情報をどれだけIRに取り込めるかが、ウェブを
通じたIRでは特に重要になると思います。

左から木野内オブザーバー、楠オブザーバー

IRサイクルを効果的に回すのに重要な
マーケティングとフィードバック

ウェブサイトを通じて若年層の
新しい長期投資家を獲得する
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