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（はじめに）
東京証券取引所では、投資者の視点を強く意識して企業価値の向上を目指す経営を実践
している上場会社を表彰する「企業価値向上表彰」を行っている。当初、この表彰では大賞・
優秀賞に選定された上場会社の社名だけが公表されてきていたが、
第 4 回表彰（2015 年度）
からは、選考プロセスにおいて一次選抜を通過した「表彰候補会社」
（50 社程度）の社名が
公表されることとなった。
この表彰候補会社は、エクイティ・スプレッド等に基づく定量的な評価に加え、経営態勢
に関する選考アンケートに基づく定性的な評価でも選抜された会社である。そのため、表彰
候補会社に挙がっている会社は、
自社の資本コストを認識したうえで経営に取り組むなどの
経営態勢を備え、かつ、実績として一定以上の業績を残している会社だと言える。
本レポートでは、表彰候補会社の株価情報や財務数値、経営上の取組みなどを題材に、そ
の特徴や傾向を分析することで、投資者の視点を意識した「企業価値向上経営」を実践する
意義や効果を明らかにするとともに、そのための秘訣を探ることとしたい。

１．表彰候補会社の株価の特徴（第 4 回、第 5 回）
まずは表彰候補会社の株価の特徴を明らかにする。表彰候補会社の選定にあたっては過
去 3 年の財務データに基づいて一次スクリーニングが行われ、その後のアンケートによっ
て 50 社が選定される。したがって、表彰実施年から 3 年遡った株価を起点とし、TOPIX
を比較対象とした時系列分析を実施する。なお、表彰候補 50 社の平均株価は QUICK 社が
提供する第 4 回表彰候補会社、第 5 回表彰候補会社によって組成されたインデックスを用
いる（QUICK 端末から入手可能）。
(1)第 4 回表彰候補会社の特徴
第 4 回の企業価値向上表彰は 2015 年に選定作業が行われているため、起点を 2012 年 4
月として株価の推移を TOPIX と比較する。右軸は両者の差（スプレッド）を示している。
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図表 1 第 4 回表彰候補の株価推移（対 TOPIX）
選定前

選定後

選定前の 3 年間において TOPIX をアウトパーフォームしていることがわかる。図表 1 で
灰色で示している部分が表彰候補会社の株価推移と TOPIX の推移とのスプレッドである。
このスプレッドを見ると、選定後（2016 年 4 月以降）も表彰候補会社の株価は TOPIX と
比べて伸びていることが見て取れる。つまり、表彰候補会社の株価パフォーマンスは、選
定前 3 年間に限って向上していたわけではなく、選定後も高い水準で推移しており、さら
には向上しさえしているのである。また、2016 年 4 月以降、TOPIX は横ばい状態にある
中で表彰候補会社の株価は上昇傾向にある。つまり市場動向に左右されない耐性があり、
換言するならば、企業価値向上表彰の表彰候補会社は、一時的要因による株価パフォーマ
ンスではなく、経営にしっかりと根差した諸施策により持続的な企業価値向上に資する仕
組みが備わっている可能性がある。これについては後段で詳しく検証する。
(2)第 5 回表彰候補会社の特徴
続いて第 5 回表彰候補会社の株価の特徴である。第 5 回の企業価値向上表彰は 2016 年に
選定作業が行われているため、
起点を 2013 年 4 月として株価の推移を TOPIX と比較する。
右軸は両社のスプレッドを示している。
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図表 2 第 5 回表彰候補会社の株価推移（対 TOPIX）
選定前

第 5 回表彰は今年度に実施されているため、選定後の株価パフォーマンスはまだ入手す
ることはできない。ただし、選定前 3 年間の株価推移、選定期間中の株価の持続性は第 4
回表彰候補会社のそれと酷似しており、選定後も現状の株価パフォーマンスが持続、さら
には向上する可能性がある。
（選定後の株価が入手できる）第 4 回表彰候補会社の株価パフォーマンスは、表彰実施
年の後も持続的に向上傾向にあり、市場平均が低迷する中でも耐性があることが分かった。
第 5 回表彰候補も現時点では同様の株価推移を示している。つまり、表彰候補会社は一過
性の高業績によって選定されているのではなく、経営に深く根付いた諸施策や、その結果
としての高い資本生産性によって株価がけん引されている可能性がある。そこで以降では、
まず表彰候補会社の業績面での特徴を浮き彫りにし、そのうえで経営施策や資本生産性に
分析の視点を移す。
(3)PER・PBR の推移
第 5 回表彰候補会社の PER・PBR の推移についても確認する。株価と同様に、2013 年
4 月として株価の推移を東証全社と比較する。なお、表彰候補会社（第 5 回）の PER（図
表 3）、PBR（図表 4）は連結優先・月次データの 50 社単純平均である。東証全社平均は、
東証が提供する東証 1 部の「連結総合（加重）」データであるため、あくまで参考比較であ
る。
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図表 3

第 5 回表彰候補会社の PER 推移（対東証全社）

図表 4

第 5 回表彰候補会社の PBR 推移（対東証全社）

PER は、市場平均よりは高いものの、時系列ではやや下降傾向にあるといえる。表彰候
補会社は ROS を持続的に向上させているが、利益の伸びに対して株価の伸びが相対的に遅
れていると考えられる。PBR は分析期間において東証全社を大きく上回っており、かつ上
昇傾向にある。表彰候補会社は株主への配当は十分に行ってはいるものの、自己資本比率
もやや上昇傾向にある。ただし、自己資本比率の伸び以上に株価が上昇しており、結果と
して PBR も高い水準を維持しつつ、さらにはそれを向上させさえしている。
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２．表彰候補会社 50 社の業績の特徴（第 4 回、第 5 回）
第 4 回および第 5 回の表彰候補会社について、東証上場会社全体と比較した業績面の特
徴をまずは明らかにする。第 4 回および第 5 回の状況は非常に近似しているため、第 5 回
表彰候補会社を中心に分析を行い、第 4 回表彰候補会社の数値は参考として掲載する。
(1)サンプル
2016 年 12 月時点での上場会社 3,525 社の直近本決算データを分析対象とする。うち決
算期変更による変則決算企業、東証以外単独上場、整理・管理ポストを除いた東証 1・2 部
上場の 12 カ月決算 2,541 社が実際の分析対象となる。東証 1・2 部に限定した理由は、ROE
や ROS などの平均値の算出に際して、はずれ値となる企業が新興銘柄には相対的に多く存
在するからである。以下、1・2 部上場の 2,541 社をもって「東証全社」と呼ぶ。
図表 5 は東証全社と表彰候補会社の業種分布（TOPIX17 業種）である。なお、データベ
ースは主に QUICK「Astra」を使用した。第 5 回表彰候補会社の上位 3 業種は「情報通信
サービスその他」「小売業」「電機・精密」となっている。情報通信サービス業については
東証全社における所属企業比率よりも表彰候補会社における所属企業比率が高い。
図表 5 業種の分布

(2)ROE の現状
第 5 回表彰候補会社の ROE 水準およびそれを分解した売上高当期純利益率（ROS）
、財
務レバレッジ（自己資本/総資産）、総資産回転率を東証全社と比較する。平均値の算出にお
いては異常値の処理をしておらず、全サンプルの単純平均である（欠損値があるため ROS、
レバレッジ、回転率の積は必ずしも ROE 値とは一致しない）
。図表 6-1 が平均値、図表 6-2
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が中央値である。
図表 6-1 平均値の比較
企業数

ROE

ROS

レバレッジ

回転率

第 5 回表彰候補会社

50

20.99%

10.43%

1.97

1.32

東証全社

2,541

5.24%

3.75%

2.56

1.14

第 4 回表彰候補会社

45

20.75%

11.06%

1.78

1.21

東証全社

2,462

7.16%

4.41%

2.02

1.10

（参考）

図表 6-2 中央値の比較
企業数

ROE

ROS

レバレッジ

回転率

第 5 回表彰候補会社

50

18.69%

8.09%

1.76

1.19

東証全社

2,541

7.27%

3.42%

1.94

0.99

第 4 回表彰候補会社

45

17.48%

9.06%

1.75

1.12

東証全社

2,462

7.07%

3.48%

1.99

0.97

（参考）

ROE 水準（平均値）でみると、直近の東証全社平均が 5.2%（昨年 7.2%）であるのに対
し、第 5 回表彰候補会社は 21.0%（第 4 回表彰候補会社 20.8%）という高い水準にある。
中央値（図表 6-2）で見るとこの差は縮小するが、これは表彰候補会社の一部の高 ROE 企
業が全体を牽引しているため平均値が上昇していることによる。ただし、中央値でみても
表彰候補会社の ROE 水準が高いという関係は変わらない。
ROE を ROS、財務レバレッジ、総資産回転率に分解する。もっとも違いが際立っている
のが ROS である。東証全社平均では 3.8%（昨年 4.4%）であるが、第 5 回表彰候補会社で
は 10.4%（第 4 回表彰候補会社 11.1%）にまで上昇する。中央値で見てもこの傾向は変わ
らない。財務レバレッジは表彰候補会社がやや低いものの東証全社と大きな差はなく、高
ROE 企業が有利子負債を梃子にした財務レバレッジ効果で ROE を高めているという証拠
は得られていない（逆に、表彰候補会社は自己資本比率が高い傾向）。総資産回転率では、
全上場会社と比べて表彰候補会社がやや効率性が高いようであるが、図表 5 で示したよう
に表彰候補会社にはサービス業が相対的に多く含まれており、業種分布によって回転率の
平均値に差が生じている可能性がある。
なお、
「伊藤レポート」37 頁に記載されている日米欧の ROE 水準（およびその構成要素）
の比較によると、米国 S&P500 の平均的な ROE は 22.6%、ROS は 10.5%である。表彰候
補会社では ROE、ROS ともに S&P500 社とほぼ同水準といえる。しかしながら上場会社
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数自体の違いを考慮しても、米国では上位 500 社の平均値であり、日本では表彰候補会社
は 50 社であることを考えると、
高 ROE 企業のさらなる広がりが日本企業の課題となろう。
(3)時系列推移
ROE の過去 5 年間の推移を見たものが図表 7 である。東証全社のデータは東京証券取引
所「決算短信集計結果（2015 年度）」より入手した。なお、「決算短信集計結果」は東証全
社の自己資本、当期純利益を合計してから ROE を計算している（各社の ROE を計算した
後に平均しているわけではない）ため、大企業の数値が相対的に大きな影響を与えている
点に注意が必要である。
図表 7 ROE の時系列推移（第 5 回表彰候補会社）

（参考）ROE の時系列推移（第 4 回表彰候補会社）
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表彰候補会社の決算期が各社で異なるため、最新決算期を t=0 として過去 5 年間の単純
平均をとっている。東証全社では t=-2（2014 年 3 月期）以降の平均 ROE がやや下降気味
であるが、表彰候補会社はこの期間も ROE を伸ばし続けており、持続的な企業価値の向上
を実現しているという点で東証全社平均と異なっている。この結果、t=-2 時点では東証全
社と表彰候補会社の平均 ROE の差は 10.0 ポイントであったが、t=0 時点では 13.5 ポイン
トに拡大している。
ROE を分解して時系列で同様の比較をする。ROS についても ROE と同様に表彰候補会
社は右肩上がりで値を高めている。t=-2 以降に東証全社が伸び悩んでいる中で、表彰候補
会社は持続的に ROS を高めていることがわかる。表彰候補会社は、以前から高 ROS を実
現させていたが、それに加えて ROS をより一層に伸ばしている企業群であるといえよう。
図表 8 ROS の時系列推移（第 5 回表彰候補会社）

（参考）ROS の時系列推移（第 4 回表彰候補会社）
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次に財務レバレッジを比較してみよう。まず東証全社で見ると、マスコミ等では日本企
業が内部留保を積み増していると言われているが、実際に財務レバレッジも若干ではある
が低下傾向にある。換言すれば自己資本比率がわずかずつ上昇してきていることを意味す
るが、変化率はそれほど大きくはない。表彰候補会社は上場全社と比べて財務レバレッジ
が低い。表彰候補会社は ROS も高い（図表 8）ことから、自己資本が相対的に積み増され
ているものと思われる。しかしながら、図表 7 で示したように、表彰候補会社の ROE の向
上は依然として継続しているようである。つまり、自己資本（分母）の伸び以上に当期純
利益（分子）を増加させることで財務健全化と ROE 向上とを同時に達成している。換言す
れば、利益創出能力が自己資本の伸びを上回っていると言えるであろう。
図表 9 財務レバレッジの時系列推移（第 5 回表彰候補会社）

（参考）財務レバレッジの時系列推移（第 4 回表彰候補会社）
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最後に総資産回転率の推移を示したのが図表 10 である。総資産回転率では東証全社と比
べて表彰候補会社の総資産回転率が高いことがわかるが、すでに指摘したように表彰候補
会社には小売業、サービス業が相対的に多く含まれているために平均回転率が高く出てい
る可能性がある。
図表 10 総資産回転率の時系列推移（第 5 回表彰候補会社）

（参考）総資産回転率の時系列推移（第 4 回表彰候補会社）

(4)エクイティ・スプレッド
企業価値向上表彰では、審査対象の選出にあたってエクイティ・スプレッド（ROE－推
定株式資本コスト）を持続的に高めているかどうかが重要な基準となっている。
本表彰における各社のエクイティ・スプレッド算出のための株式資本コストのうち、リ
スクフリーレートおよびリスクプレミアムは全社一律の値で計算されているため、株式資
本コストの差異はβ値によって生じる。β値は各社の各年度末の対 TOPIX36 カ月β値であ
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り、表彰候補会社の対 TOPIX36 カ月β値の過去 5 年間の推移を示したのが図表 11 である。
図表 11 第 5 回表彰候補会社のβ値（対 TOPIX36 ヶ月）の推移（平均値・中央値）

（参考）第 4 回表彰候補会社のβ値（対 TOPIX36 ヶ月）の推移（平均値）

表彰候補は 50 社という少ないサンプルのため平均値とともに中央値も示している。この
5 年間で徐々にβ値を低減させてきており、平均値で見ると今年度の表彰候補会社のβ値は
0.88 となっており、中央値では 0.74 となっている。
続いてエクイティ・スプレッドの推移を見てみる。
これについても ROE の水準と同様に、
過去 5 年間で東証全社の平均水準を引き離しながら推移している。表彰候補会社の直近年
度の平均 ROE は 21.0%であるので、そこから各社の株式資本コストを引くと、エクイティ・
スプレットは約 16.5%程度になると推測される。図表 12 を見ると実際のエクイティ・スプ
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レッドもほぼこの値と同じ水準であることがわかる。すでに指摘したように、表彰候補会
社は持続的に ROE を高めつつ、同時にβ値の低減にも成功している。したがってエクイテ
ィ・スプレッドも右肩上がりで伸びていることが見て取れる。
図表 12 第 5 回表彰候補会社のエクイティ・スプレッドの推移（平均値・中央値）

（参考）第 4 回表彰候補会社のエクイティ・スプレッドの推移（平均値）

これまでの比較から、表彰候補会社は持続的に ROE を高めながら、一方で財務健全化も
進めていることが明らかとなった。通常、自己資本比率が高まると他の条件が等しいとす
れば ROE は低下する。自己資本比率を高めながらもなぜ ROE を向上させているのであろ
うか。その答えは、自己資本比率の上昇を上回るペースで ROS を伸ばしていることにある。
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３．表彰候補会社の資本生産性と経営の特徴
すでに表彰候補会社の ROE の水準が時系列で高いことは示しており、その分解によると
ROS が高 ROE をけん引していることが分かった。また、総資産回転率も上場会社平均と
比べて高い傾向にある（ただし、表彰候補会社の業種分布の影響による可能性も否定でき
ない）。一方でレバレッジは上場会社平均と比べて大差はなく、逆に上場会社平均よりも低
レバレッジですらある。これらの結果を勘案すると、表彰候補会社の特徴として高い資本
生産性が挙げられるのではないか。
(1)資本コストの認識
第 5 回表彰で大賞を受賞したのが花王である。その理由の 1 つに同社が EVA を導入して
価値向上に取り組んだことが挙げられている。EVA の導入とは、つまりは資本コストを意
識した経営を行うということでもある。資本コストを意識した経営を行っているかどうか
について表彰候補会社の現状を確認する。
本表彰の選考過程では自社の資本コストを認識していることを条件としているため、表
彰候補会社の全社が資本コストを認識している。そのうち、全体の 94%が具体的な数値も
把握していると回答している。資本コストの認識の東証全社の水準については、日本 IR 協
議会が毎年実施している「IR 活動の実態調査（IR 実態調査）」が参考となる。IR 実態調査
2016 年版では「自社の資本コストがどの程度の水準か認識していますか」という質問があ
る。この質問に対して「はい」と回答したのが 46.5%であり、残りは「いいえ」と回答し
ている。また、IR 実態調査では「把握している」と回答した企業に対し、
「その根拠となる
値はありますか」という質問も行われている。その結果、数値を認識している企業の割合
は「把握している」と回答した企業のうちの 59.2%である。第 5 回表彰候補会社では全社
が資本コストを認識しており、かつ、そのうち 90%以上の企業が具体的な数値を把握して
いるので、上場全社と比べて表彰候補会社の資本コストの把握率は格段に高い（図表 13）。
図表 13 資本コストの認識
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資本コストの概念について、社内研修等で説明を行っているかどうかについての設問の
集計が図表 14 である。第 5 回表彰候補会社では「社内研修等で説明している」の割合が第
4 回と比較して 15 ポイントほど増加しており、資本コストの概念に関する社内研修等の実
施率が大きく上昇しているのが特徴である。
図表 14 資本コストの社内研修の有無

(2)資本コストの投資意思決定への活用
資本コストを認識することは企業価値向上への第一歩ではあるが、認識するだけで終わ
っては意味がない。それを経営の意思決定に反映してこそ、企業価値の向上が期待できる
のである。選考アンケートでは投資意思決定への資本コストの活用について質問をしてい
る。まずは（新規投資において）投資採択基準を定めているかどうかを質問した結果が図
表 15 である。
図表 15

投資採択基準の設定

表彰候補会社の 86%で何らかの投資採択基準を設けていることが分かる。その投資採択
基準としてどのような指標が用いられているかをさらに調査した。採用している指標とし
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て、資本コストの概念が明確に反映されている内部収益率（IRR）または正味現在価値（NPV）
を挙げた表彰候補の比率を示したのが図表 16 である。なお、上場会社全社の比較データと
して、生命保険協会が毎年行っている「株式価値向上に向けた取り組みに関するアンケー
ト（平成 27 年度版）」の中で質問されている「投資の意思決定の判断基準として重視され
ている指標をお答え下さい」において IRR または NPV と回答した企業の比率も掲載して
いる。
図表 16 投資判断における IRR・NPV の採用率

表彰候補会社では IRR や NPV を投資判断基準としている企業の割合が上昇傾向にある。
どちらも複数選択可の質問のため単純な比較はできないものの、上場全社の平均と比較し
ても資本コストの概念を投資判断基準として取り入れている企業の割合は相対的に高い可
能性が強い。
(3)中期経営計画および経営指標
続いて、投資判断基準にもとづいて中長期での経営計画を立案しているかどうかを明ら
かにする。まず、第 5 回表彰候補会社では、50 社すべてが「経営計画を策定している」と
回答している。IR 実態調査（2016 年版）によると、上場全社の 88.2%が経営計画を策定し
ていると回答している。上場会社のほとんどが経営計画を策定しているため、経営計画の
策定の有無がそのまま企業価値向上に結び付いているとは一概には判断できない。その計
画をどのように実行しているかという内実が問われる。
策定した経営計画を外部に公表しているかどうかでは、第 5 回表彰候補会社の 76%が経
営計画を公表している、と回答している。IR 実態調査によると上場全社の平均では、策定
した経営計画を公表しているのは全体の 71%である。表彰候補会社だけではなく、上場全
社において、策定した経営計画は外部に公表しようとする流れが定着しつつある。
経営計画の中で用いられている経営指標（複数回答）については、指標名と目標値、採
択理由、公表の有無が設問されている。採用している経営指標の中に ROE が含まれている
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表彰候補会社の比率および計画の中で定められている ROE の目標値（平均値）を示したの
が図表 17 である。なお、ROE の採択率については IR 実態調査における上場会社平均も記
載している。
図表 17

ROE の採択率と平均目標値

第 4 回表彰

第 5 回表彰

実態調査 14

実態調査 16

ROE 採択数

45 社中 27 社

50 社中 34 社

61/269

342/841

平均目標値

15.9%

16.7％

‐

‐

*IR 実態調査での当該質問は隔年で行われているため、2015 年調査はない。
経営指標の中に ROE が含まれている第 5 回表彰候補会社の割合は全体の 68.0%となって
いる。IR 実態調査（2016 年）によれば、全上場会社平均で経営計画に ROE を採用してい
る比率は 40.7％であり、表彰候補会社では ROE 採択率が相対的に高いことがわかる。経営
指標として採用されている ROE の目標値は、第 4 回が平均 15.9%、第 5 回が平均 16.7%と
なっている。
表彰候補会社となる企業は、結果としての高 ROE を達成しているだけでなく、
社内での事前の目標設定でも高い数値が設定されていることが分かる。
自社の経営目標（経営計画）について、社内研修等で説明を行っているかどうかについ
ては、第 5 回表彰候補会社では全体の 34%が「社内研修等で説明している」と回答してお
り、さらに全体の 60%では「社内研修等で説明を行うほか、社内 LAN 等で周知している」
と回答している。つまり、9 割以上の企業で社内研修または社内 LAN を通じて説明を行っ
ていることがわかる。
(4)インセンティブの付与
報酬制度については、コーポレートガバナンス・コードの中でも経営層の業績連動報酬
を適切に設定するべきであると述べられている。まず表彰候補会社の業績連動報酬制度の
導入状況を確認する。東京証券取引所の「コーポレート・ガバナンス白書 2017」（2017 年
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3 月）のデータを元に集計した結果、業績連動報酬制度の導入率は全上場会社で 32.6%、JPX
日経 400 企業で 52.1%となっており、表彰候補会社では 46.0%となっている（図表 18）。
JPX 日経 400 企業にはやや劣るものの、東証全社と比較すると業績連動報酬がより広範に
導入されている模様である。
図表 18 業績連動報酬の導入状況（東証全社）

図表 19 は表彰候補会社において、経営クラス、部門長クラス、マネージャークラス、一
般社員クラスごとに金銭報酬と業績をどの程度連動させているかの選考アンケート回答結
果である（図表 18 とはデータの出典が異なる）
。第 5 回表彰候補会社では、経営クラスで
は報酬が業績に「全額連動している」
「ある程度連動している」が全体の 92%に達し、前年
比で約 10 ポイント増となっている。
図表 19 業績連動報酬の導入状況（表彰候補）
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経営クラスにとどまらず、部門長クラス、マネージャークラス、一般社員クラスのそれ
ぞれにおいて業績連動報酬の導入が進んでいることも特徴である。
(5)外部の声を取り入れる仕組み
これまでは東証全社と比較しながら、表彰候補会社の財務面や経営面の特性を明らかに
してきた。いわばこれは経営の取組みの”結果”の比較である。では審査対象企業はどのよう
にして、このような他社とは異なる結果を出すことができたのであろうか。これまで経営
計画の策定の有無や、業績連動報酬の導入率に焦点を当てた。しかしながら、これらは企
業価値向上と連動していなければ”絵に描いた餅”に終わってしまう。経営計画や連動報酬の
基準は企業価値（株主価値）と連動したものでなければならない。そのためには、まずは
企業と投資家とがエンゲージメント（目的を持った対話）を実践し、投資家の声を社内に
浸透させるとともに経営目標にその声を反映させることが重要である。投資家との”対話”
という視点から表彰候補会社の特徴を浮き彫りにしてみよう。
IR 面談等の議事録など、株主・投資家からの意見を社内に報告する仕組みの有無に関す
る設問の集計が図表 20 である。この設問はフィードバックの相手先別に集計されている。
経営クラス、部門長クラスにおいては各年での大きな変化は見られない。一方でマネージ
ャークラス、一般社員クラスでは第 5 回表彰候補は第 4 回表彰候補と比べて 10 ポイント以
上も増加しており、この傾向が来年以降も継続するのかどうかを見守る必要がある。
図表 20 投資家意見の社内フィードバックの有無

(6)株主還元
ではこれら高 ROE 企業の株主還元はどのようになっているであろうか。ここでは配当性
向（会社発表値）および純資産配当率（会社発表値）をそれぞれ比較している。図表 21 は
配当性向および純資産配当率（DOE）を示している。
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図表 21 株主還元（第 5 回表彰候補企業）
配当性向

純資産配当率（DOE）

平均値

中央値

平均値

中央値

第 5 回表彰候補企業

33.1%

30.8%

7.1%

5.1%

東証全社

52.1%

28.9%

2.6%

2.0%

（参考）株主還元（第 4 回表彰候補企業）
配当性向

純資産配当率（DOE）

平均値

中央値

平均値

中央値

第 4 回表彰候補

28.2%

25.9%

5.5%

4.1%

東証全社

40.4%

27.2%

2.4%

1.8%

配当性向を全上場会社と比較すると表彰候補会社は平均値では低くなる。これは全上場
会社のサンプルの中に、当期純利益が低いにもかかわらず安定配当を実施しているために
配当性向が高くでている企業群が少なからず含まれていることに起因していると考えられ
る。はずれ値による影響を受けにくい中央値で見ると全上場会社と表彰候補会社に大きな
差異はないことが見て取れる。また、分母に純資産をとった DOE でみると、平均値では全
上場会社で 2.6%であるのに対し、表彰候補会社では 7.1%となっており自己資本比率が相対
的に高いにもかかわらず配当額は高い傾向にある。これは中央値で見ても変わらない。表
彰候補会社の、成長投資を続けながら高 ROE を実現しつつ株主への還元に余念がないとい
う姿が浮かんでくる。
（おわりに）
企業価値向上表彰は開始から 5 年が経ち、東京証券取引所は選考プロセスをより一層に
洗練させるとともに、表彰候補企業に関する情報発信の取組みも強化してきた。その一環と
して、第 4 回表彰（2015 年度）からは、選考プロセスにおいて一次選抜を通過した「表彰
候補会社」の社名が公表されることとなった。本レポートは、第 4 回および第 5 回の表彰
候補会社の財務数値や株価情報、経営上の取組みなどを題材に、その特徴や傾向を分析し、
投資者の視点を意識した「企業価値向上経営」を実践する意義や効果を明らかにすることを
目的としている。まず、表彰候補会社が市場からも評価され、市場平均を上回る良好な株価
パフォーマンスを残していることが明らかとなった。こうした高い株価パフォーマンスを支
えている表彰候補会社の特徴として大きく、高収益性、持続的な向上力、経営への着実な根
付きの 3 つがあることが分かった。
第 1 に、表彰候補会社の高 ROE は高い ROS にけん引されていることが改めて浮き彫り
となった。これは「伊藤レポート」等でもすでに指摘されていることであるが、財務レバ
レッジや総資産回転率ではなく、ROS に表された”稼ぐ力"が高い ROE につながっている。
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第 2 に持続的な向上力である。市場全体が落ち込む中での耐性力とも表現できる。表彰候
補会社は一時的な増益や自社株買いなどによる資本構成の変化により ROE を高めているの
ではなく、時系列で着実に ROS を伸ばし、それとともにβ値やエクイティ・スプレッドを
改善させてきている。そのことは株価推移にも示されており、市場平均を時系列でアウト
パーフォームしてきている。さらに、受賞後の期間においても株価パフォーマンスは下落
しておらず、つまり”瞬間最大風速”で表彰候補となったわけではないことが分かる。最後に、
持続的に業績を維持・向上させるための仕組みが、経営にしっかりと根付いている点であ
る。コーポレートガバナンス・コードに代表される昨今の制度変化によって、中期経営計
画の策定や業績連動報酬の導入など、日本企業全体が経営改善に取り組む中で、表彰候補
会社は決して表面的な改善ではなく投資意思決定や社内研修で資本コストへの意識をしっ
かりと持ち、市場の声を経営にフィードバックする体制も構築している。このような施策
が経営の強さへとつながり、それらが稼ぐ力となり、最後には高い ROE や株価パフォーマ
ンスとなって現れている。企業価値向上に取り組む日本企業にとって、表彰候補会社のこ
のような取組みから学ぶことも多いであろう。表彰候補会社の取組みとその成果とがきっ
かけとなり、企業価値を高める日本企業が少しでも増えていけば幸いである。
以
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上

