
財務省では、常に国民の視点に立って、高い価値を
国民に提供できる組織風土をつくり上げていくため、

「財務省再生プロジェクト」を進めています。その一
環として、部局横断的な議論の活性化や職員の政策能
力向上を図るため、若手の課長補佐を中心とした有志
勉強会を開催しており、「コロナ後の様々な政策課題」
をテーマとして活動しています。

本シリーズ第2回となる今回のテーマは、「投資家
の視点から見た日本企業」です。日本経済のエンジン
である日本企業については、従来から「稼ぐ力」の向
上に向けた取組が進められてきました。また、中小企
業については、経営者の高齢化に伴う事業承継も大き
な問題です。こうした日本企業の課題解決に、「エン
ゲージメント投資」・「オルタナティブ投資」、それぞ
れの手法で挑まれている2名の投資家の方と意見交換
させていただいた模様をご紹介します。

1中神康議さん 
（みさき投資株式会社 代表取締役社長）

プロフィール
慶應義塾大学経済学部卒。カリフォルニア大学バークレー校経
営学修士（MBA）。大学卒業直後から経営コンサルティング業
界に入る。アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュ
ア）、コーポレイトディレクション（CDI）のパートナーとし
て、約20年弱にわたり幅広い業種で経営コンサルティングに
取り組む。数多くのクライアント企業価値向上の実体験を元
に、「働く株主®」投資モデルの有効性を確信。
2005年に投資助言会社を設立し、上場企業への厳選長期エン
ゲージメント投資活動を開始。数々のエンゲージメント成功事
例を生む。2013年にはみさき投資株式会社を設立し、引き続
きエンゲージメント投資に取り組んでいる。近著に、『投資さ
れる経営　売買される経営』、『三位一体の経営』がある。

―中神社長は、投資ファンドの運営を通じて、株式
の長期保有と投資先へのエンゲージメントによる上場
企業の価値向上を実践されてきたとともに、『三位一
体の経営』などの著作で「投資家の思考と技術」の日
本社会への普及に取り組まれています。まずは、「投
資家の思考と技術」が企業経営に果たす役割について
概括的にお聞きしたいです。

財務省再生プロジェクト　
部局横断的勉強会（2）

「『みなで豊かになる』ためのファイナンスとは？」編
大臣官房地方課総務室長　川本  敦／国際局為替市場課資金管理室課長補佐　林原  賢悟

大臣官房秘書課財務官室課長補佐　足立  直也／金融庁総合政策局国際室課長補佐　大槻  裕明
関税局関税課課長補佐　神代  康幸
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中神　日本企業に関わってきた人は、みなで貧しく
なってきました。たいがいの先進国では実質賃金はこ
の30年で約1.3倍から1.5倍になっているのですが、
日本だけ1.05倍と、豊かさの実感がほとんど増えて
いません。労働分配率と総資産利益率（ROA）の推
移をみると、日本企業のROAは横ばいをキープする
一方で、労働分配率は長年低下傾向にあります。働く
みなへの配分を減らしながら、なんとか利益をひねり
出してきたにすぎません。では、従業員のみなさんを
犠牲にして確保した利益で株主を潤してきたかという
と、それがまったくそうでもない。年金資産の運用も
低迷し、「2000万円問題」が大きな話題になりまし
た。

では、「みなで豊かになる」にはどうしたらよいか。
資本コストを上回る利益水準「超過利潤」を持続さ
せ、得られた「利回り」を再投資し続ける「複利の経
営」が、株式価値を高めます。「超過利潤」を持続さ
せるには事業の「障壁づくり」が重要で、そのために
は「投資家の思考と技術」を経営に取り込み、適切な
リスクテイクを行うことが欠かせません。実は、日本
の従業員・役員の持株比率は、海外と比べて低いで
す。日本企業の従業員のコミットメントの高さや運命
共同体的性格をうまく生かし、内部者が株を持つこと
で投資家の「思考」を取り込み、みなの「内発的動
機」をドライバーにして、より良い経営を目指すのが
日本企業経営の文脈に沿うと思います。

企業の現金保有にも注意が必要です。高い利益を出
すとBSに現金が溜まるスピードが高まります。その
まま放っておけば、BSの左側には現預金が溜まり、
右側の株主資本の額も膨らみ、資本当たりの「利回
り」が薄くなって複利水準が低下します。日本では経
営者にアレルギーのある方も多いのですが、レバレッ
ジ（借入）の活用も含め、投資家の「技術」を取り込
むことも重要です。「経営者」・「従業員」・「株主」が
一体となって変革に取り組めば、みなで豊かになるこ
とはできないか。これが『三位一体の経営』を書いて
みようと思ったきっかけです。

＊1） 「ROE＝純利益／自己資本」、「売上高利益率＝純利益／売上高」、「資本回転率＝売上高／総資産」、「レバレッジ＝総資産／自己資本」であることから、
ROE＝売上高利益率×資本回転率×レバレッジと分解できる（「デュポン分解」）。内部留保（利益剰余金）が増加した場合、自己資本の増加を通じて、
レバレッジが低下する。

―コロナ危機では、日本企業の現金保有について、
「ほら見たことか、現金を保有しておいてよかった」と
いった論調もありました。どのように考えられますか。

中神　会社には思いもかけない危機があるので、慌て
ないためにある程度の現金を保有することについて
は、同感です。しかし、物事には適正な水準がありま
す。「月商の2か月分」「人件費の2年分」といったフ
レームワークで考えるべきです。

―レバレッジの活用も重要とのご指摘になるかと思
います。他方で、日本企業の利益率を高めるには、

「稼ぐ力」（売上高利益率）を高めることが重要で、レ
バレッジはあまり問題ではないとする見解もありま
す。経済産業省の「伊藤レポート」（2014年）は、「最
低限8％を上回るROE（自己資本利益率）を達成する
ことに各企業はコミットすべき」とのメッセージで話
題になりましたが、ROE低迷の原因分析として、

「ROEを売上高利益率、資本回転率、レバレッジに分
解し＊1、それぞれ日米欧で比較すると、回転率やレバ
レッジには大きな差がない」としていて（図表1）、

「ROEの長期低迷の主因は、レバレッジではなく事業
収益力の低さ」にあると結論付けています。日本企業
のレバレッジの水準については、どのようにお考えに
なりますか。

（図表1）経済産業省・伊藤レポート「ROEの長期低迷の主因は、
レバレッジではなく事業収益力（売上高利益率）の低さ」

ROE
（%）

売上高利益率
（%）

資産回転率
（倍）

レバレッジ
（倍）

日本 製造業 4.6 3.7 0.92 2.32
非製造業 6.3 4.0 1.01 2.80
全体平均 5.3 3.8 0.96 2.51

米国 製造業 28.9 11.6 0.86 2.47
非製造業 17.6 9.7 1.03 2.88
全体平均 22.6 10.5 0.96 2.69

欧州 製造業 15.2 9.2 0.80 2.58
非製造業 14.8 8.6 0.93 3.08
全体平均 15.0 8.9 0.87 2.86

（出所）�経済産業省「『持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家の望
ましい関係構築～』プロジェクト　最終報告書（伊藤レポート）」

中神　望ましいレバレッジの水準は、リスクテイクと
の関係で考えるべきです。事業リスクが低いならば、
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借入を増やしてレバレッジを高める余地が大きくなり
ます。日本企業は、リスクテイクをしていないにも関
わらず、レバレッジが低いと言えます。

例えば、食品・飲料のような生活必需品について
は、消費者の嗜好も比較的保守的で、買いなれたもの
を買う傾向が強く、こうした業種では売上・利益の変
動性が少ないです。そうした事業リスクの低い業種で
は、ある程度の財務リスクを負うことも十分可能で
す。実際、こういった業種においては、米国企業、欧
州企業ともにレバレッジが活用されています。同じ業
種でも日本の各社のレバレッジはいずれも低いです

（図表2）。また、そもそも、米欧企業は、利益率が日
本企業より圧倒的に高いこともあり、こうした複数の
要因がROEのギャップにつながっています。

―日本企業のリスクテイクやリターンについてはど
のように考えますか。

中神　日本企業のリスクテイクは世界最低水準で、
取ったリスクに見合うリターンも上げられていないと
する研究があります（図表3）。

特に成熟企業のリターンが低いです。設立からの年
数が長くなるにつれて、リターンが低下しますが、米

（図表3）日本企業のリスクテイクは世界で最下位レベル
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（出所）中神康議『三位一体の経営』（2020年）、蟻川靖浩、井上光太郎、齋藤卓爾、長尾耀平「日本企業の低パフォーマンスの要
因」宮島英昭編著『企業統治と成長戦略』（2017年）

（出所）中神康議『三位一体の経営』（2020年）
（データ）蟻川靖浩、井上光太郎、齋藤卓爾、長尾耀平「日本企業の低パフォーマンスの要因」宮島英昭編著『企業統治と成長戦略』（2017年）

（図表4）日本企業は成熟企業ほどリターンが低い

設立からの年数（年）

ROA(%)

日本企業

米国企業

（出所）中神康議『三位一体の経営』、
データ：Yamaguchi et al., 2018, “Staying Young at Heart or Wisdom of Age: Longitudinal Analysis of Age and 
Performance in US and Japanese Firms,” IIR Working Paper; No.18-41, Institute of Innovation Research, 
Hitotsubashi University.

（出所）中神康議『三位一体の経営』（2020年）
（データ）�Yamaguchi�et�al.,�2018,�“Staying�Young�at�Heart�or�Wisdom�of�Age：

Longitudinal�Analysis�of�Age�and�Performance� in�US�and�Japanese�
Firms,”�IIR Working Paper;�No.18-41,�Institute�of�Innovation�Research,�
Hitotsubashi�University.

（図表2）事業リスクの低い業種（食料飲料企業）で、米欧企業はレ
バレッジを活用

ROE（%）
売上高
利益率
（％）

総資本
回転率
（倍）

レバレッジ
（倍）

（日本）
味の素 4.7 2.6 0.8 2.3
キリンHD 17.6 8.5 0.8 2.5
サントリー食品インターナショナル 11.4 6.2 0.8 2.2
カルビー 13.2 7.8 1.3 1.3
東洋水産 6.4 4.6 1.1 1.3

（米国）
コカ・コーラ 37.8 18.8 0.4 5.0
ペプシコ 98.7 19.4 0.8 6.2
ゼネラル・ミルズ 26.6 10.4 0.6 4.6
ケロッグ 55.9 9.9 0.8 7.1
ハーシー 101.8 15.1 1.2 5.7
タイソン・フーズ 25.9 7.6 1.4 2.4

（欧州）
ネスレ 17.1 11.0 0.7 2.3
アンハイザー・ブッシュ・インベブ 6.4 8.2 0.2 3.5
ハイネケン 13.7 8.5 0.5 3.0

（注）2018年度の決算を使用。
（出所）中神康議『三位一体の経営』（2020年）
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国ではそういった傾向が見られません（図表4）。日
本企業は、設立直後は米国と遜色ない「利回り」をた
たき出していますが、起業家・オーナー経営者からサ
ラリーマン経営者に「発展段階」が進むにつれ果断な
リスクテイクができなくなります。米国で、成熟企業
でも高いリターンが長期間維持されているのは、その
裏側で絶えず高いリスクテイクがなされているからで
す。

日本の上場企業の63％でROE（過去10年平均）は
8％以下になっていて、資本コストを下回っています。
いわば「マイナスの複利企業」です。このままでは、

「みなで貧しくなる」道をまっしぐらに進んでいると
言えます。

―本日は日本企業の様々な課題について理解を深め
ることができました。お忙しい中お時間を頂戴し、誠
に有難うございました。

（この勉強会は、2020年11月18日と12月15日に
行いました。）

2棚橋俊介さん 
（パートナーズ・グループ・ジャパン 
 株式会社 代表取締役社長）

プロフィール
東京大学経済学部卒。ミシガン大学経営学修士（MBA）。
2017年にパートナーズ・グループに参画するまでには、1996
年に三菱信託銀行（現三菱UFJ信託銀行）に入社、ゴールドマ
ンサックスアセットマネジメント、アントキャピタルを経て、
2010年から2016年までアーク・オルタナティブ・アドバイ
ザーズ（現アーク東短オルナタナティブ）代表取締役社長。責
任投資関連では、2005年に責任投資原則（PRI）のエキスパー
トグループメンバー任命、2013年4月より、責任投資原則

（PRI）協会日本ネットワークPEワーキンググループ議長、
2017年よりインフラストラクチャー・ワーキンググループ副
議長も歴任。2019年10月にはアドバイザリーボードメンバー
就任。ESG活動を積極的に推進。

―棚橋社長は、長年にわたり、オルタナティブ投資
の分野でご活躍されております。まずは、オルタナ
ティブ投資が従来型の投資とどのように異なるのか、
ご教示ください。

棚橋　伝統的投資とは、株や債券などへの投資で、オ
ルタナティブ投資とは、ヘッジファンド、プライベー

トエクイティ（PE）、インフラ、不動産などへの投資
です。

PEについては、投資先企業の株式の過半数を取っ
て経営権を握った上で、価値の向上を図るバイアウト
が中心ですが、ベンチャーキャピタル投資もPEの一
部です。インフラは、いわゆるグリーンフィールドと
して一から投資案件を組成し、キャピタルゲインを狙
うものと、ブラウンフィールドという既に投資先とし
て完成している案件を買ってインカムゲインを得る方
法があります。不動産も同様に、土地の開発から手掛
けるものもあれば、建設から始めるものなど、段階は
様々です。

PE投資のコロナ禍における現況ですが、バイアウ
トについては、ITやヘルスケアの分野は好調を維持
する反面、エンタメやホテル業界はかなり厳しく、投
資家も守りの態勢となっています。

PEファンドは、政府と同様に、コロナの影響で苦
しむ投資先に「補助」を出しています。パートナー
ズ・グループでは、希望する役員、従業員から報酬か
ら差し引く形で資金を捻出し、それを投資先に補助し
ました。この業界は、PEファンドごとのムラ社会と
なっていて、ファンドには投資家としての責任があり
ます。このような急場をしのぐ方法を取りながらも、
徐々に投資先は上向きつつあると考えています。

インフラでは、主にUp Stream（鉱山、油田等）、
Mid Stream（パイプライン等）、Down Stream（ガ
スステーション等）に分けられますが、これまで機関
投資家は景気変動の影響をあまり受けないMid 
Streamの案件を中心に投資しています。実際に、コ
ロナ禍においても、Mid Stream案件は安定性を維持
しました。他方、Up StreamとDown Streamについ
ては、需要減の影響を大きく受けている投資先もあり
ます。

不動産については、実は、住宅やオフィスなどはコ
ロナの影響は今のところ少なく、特に日本国内の案件
では2020年のディールボリュームは、2019年より
大きい結果となりました。ただ、今後に対しては、少
し警戒感があるように思います。最近、都心のオフィ
ス売却の話が話題になっていますが、それに対する態
度はファンドにより異なり、オフィス投資は一切行わ
ないと決めたファンドもありますし、引き続き積極的
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な投資を行う考えのファンドもあります。
パートナーズ・グループでは、先日、多摩ニュータ

ウンにあるオフィスビルを買収しました。コロナの影
響で都心外のオフィスに需要が増加しており、また、
物件の改装等を通じて、新たな付加価値を狙うことが
できると考えています。

―我が国への投資を考えた場合、人口減少問題が大
きなネックになっているのではないかと思います。一
部報道では、コロナの影響により、更に出生数が減少
するのではないかと予想する報道もありました。投資
家としてどのようにご覧になりますか。

棚橋　日本の強みは、東京以外にも発展した都市がた
くさんあること、均一的な発展・成熟を遂げているこ
とです。バイアウトの投資先を選ぶうえで重要なポイ
ントは、成長していること、安定していることです。
この点、日本はどの地域の会社に投資しても、一定の
安定した収益を見込め、投資機会に恵まれているとい
えます。

問題は言葉です。魅力的な投資先は日本に点在して
いるのに、投資先が英語に対応できないこと等によ
り、外資系PEファンドは案件を発掘しづらく、よっ
て参入も難しい状況になっています。これを解決する
ためには、外資系PEファンドは日本人の採用を増や
す必要があります。これに気付いて日本人の採用を増
やしたファンドはいくつかありますし、外資系といっ
てもほとんど日本的な社風のファンドも多くありま
す。そうしたファンドから投資を受ける中小企業側に
とっては、やりやすくなっているのではないでしょう
か。将来的には、こうした動きによって、日本におけ
る優れた中小企業の発掘が進んでいくことを期待して
います。

―日本では、一般にPE投資への理解はなかなか進
まず、機関投資家でも、PEファンドの活用が進んで
いないと言われます。今後、日本においてPE投資が
浸透・発展していくためには、どのような方策が考え
られるでしょうか。

棚橋　まず、なかなか人材がいないという問題があり

ます。大学で教鞭をとっていた際に学生から、どうす
ればPEファンドに就職できるか聞かれることがあり
ましたが、現状、新卒で入社することはかなり難し
く、コンサルや銀行等を一旦経由して、PEファンド
に入るということがほとんどです。

欧米では、MBAを卒業した学生が、そのままPE
ファンドに就職することがよくあります。そうした学
校を多く作って、小さくてもPEファンドの数が増え
てくれば、事業承継等で困難を抱える中小企業を救え
るのではないでしょうか。

また、日本の中小企業は400万社ありますが、バイ
アウトを手掛けるファンドは30～40社程度で、投資
先300社（＝30ファンド×10社（1ファンドあたり
の平均投資企業数））を5年程度かけて手掛けること
が多く、400万社をカバーするのはとてもできません。
事業承継を担当できる能力がある人材は更に数が少な
いです。中小企業とファンドを結ぶ仲介会社や、地域
に密着している地方銀行の役割が重要と考えます。

しかし、地方銀行は、かつては各行に特色があり、
メインバンク制のもと、様々なリスクを取った融資を
行っていましたが、現在ではバーゼル規制を受けてい
るからか、どの銀行でも同じことをやっているように
見えます。人材も育っていないように感じます。地方
銀行の人材で優秀な人が、PEファンドに流出するこ
とも増えています。

―棚橋社長は、ESG投資の分野でも活躍されてい
ます。現在、ESGの、特にGについては、各企業が
人材の多様化などを数値目標化していくことが求めら
れています。ESGの指標化について、現在の議論を
ご教示いただけますでしょうか。

棚橋　まずESGの歴史を紐解くと、2006年4月に責
任投資原則（PRI）協会が設立され、ESGという言葉
が誕生しました。当初は、ESGといってもその言葉
だけで、具体的に何をやればよいか、企業にとっては
よく分からない状態でした。そこで、2015年9月の
国連総会でSDGsとして17のゴール・169のターゲッ
トが表明され、具体的なアウトプットとして、認識さ
れるようになりました。

ESGやインパクト投資の測定を行うため、様々な
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イニシアティブが生まれています。インパクトマネジ
メントプロジェクト（IMP）や、国際金融公社（IFC）
によるIFC Principleといったものです。現在では、
このような乱立する指標を統一化する方向に向かって
います。

―本日はお忙しい中、貴重なお話しを伺いました。
誠に有難うございました。

（この勉強会は、2021年2月2日に行いました。）

本シリーズ　バックナンバー
2021年1月号　 「地域を支えるファイナンスとは？」編 多胡秀人氏・森俊彦氏
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