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イントロ：続発する企業不祥事

・企業に対するチェックに問題 → 企業不祥事？ 3

年 会社 内容 年 会社 内容
2000 大和銀行 NY支店巨額損失 2015 東洋ゴム工業 免震ゴムデータ改ざん

三菱自動車 リコール隠し 東芝 不適切会計、損失隠し

2002 日本ハム 牛肉偽装 旭化成建材 基礎杭打ちデータの流用・改竄

2004 西武鉄道 有価証券報告書虚偽記載 化血研 未承認方法でのワクチン製造と虚偽製造記録

三菱自動車 リコール隠し 2016 三菱自動車 燃費データ偽装

2005 明治安田生命 保険金不払い問題 電通 新入社員・過労死

ヒューザー 姉歯・耐震偽装マンション販売 はごろもフーズ 異物混入

2006 ライブドア 証券取引法違反 2017 神戸製鋼 データ改竄

村上ファンド インサイダー事件 SUBARU・日産自動車 無資格検査

2007 ミートホープ 食肉偽装 惣菜店でりしゃす O157感染問題

白い恋人 賞味期限改竄 2018 はれのひ 成人式営業中止

2009 田辺三菱製薬 試験データ改竄 スルガ銀行 シェアハウス不正融資

トヨタ自動車 米国リコール問題 SUBARU・日産・スズキ 品質不正

2011 大王製紙 創業者一族の資金私的借入れ 2019 かんぽ生命・ゆうちょ銀行 不適切販売

オリンパス M&A巨額損失粉飾 レオパレス21 建築基準法違反

2013 阪神阪急ホテルズ レストラン食品偽装 関西電力 高浜原発金品受領問題

三越伊勢丹，不二家他レストラン食品偽装 日産自動車 ゴーン社長逮捕

2014 タカタ エアバッグ問題 リクナビ 内定辞退予測販売

ベネッセ 個人情報流出 2020 東京証券取引所 システムトラブル



不祥事のインパクト①会社が...

• 山一證券（1997年）：「飛ばし」による損失隠し → 自主廃業
従業員：7,332人（1997.3）→ 1998年3/31付で全従業員解雇

株主数82,697人（1997.3）

• 雪印乳業（2000年）：集団食中毒 → 事業売却
食中毒認定者数：1万4780人（戦後最大）

• 雪印食品（2002年）：牛肉偽装事件 → 解散
BSEで国産牛の買い上げ補助金 ← 安価な輸入牛肉で2億円詐欺

普段から輸入牛肉を国産と偽り販売

• カネボウ（2005年）：粉飾決算 → 倒産
9期連続で債務超過であったが2150億粉飾

中央青山監査法人：会計士4名逮捕，監査法人もその後解散
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不祥事のインパクト②トップが何年も...

• オリンパス（2011年）：損失隠し・粉飾決算
ウッドフォード社長の解任を機に発覚

巨額損失を「飛ばし」で10年以上も隠蔽・負債を粉飾で処理

株価：10/13の2,482円から11/11には424円まで急落

株主数17,720人，従業員数3,234名，連結34,391名（2011/3）

• 東芝（2015年）：不適切会計，2008-2014年度に1,562億円
経営トップ含む組織的関与，歴代3社長・取締役8/16名引責辞任

収益改善目標「チャレンジ」というプレッシャー

株主数383,081人，従業員35,943人，連結従業員200,260人（2014/3）

株価：3/25の531円から8/25の346円まで約35％下落
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不祥事のインパクト③

供給
業者

企業
株主 債権者

地域政府

顧客

従業員

経営者
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株主はじめ多くの

ステークホルダーに損害...

社会的制裁の巨大化

株価暴落・企業価値の低下

顧客からの信用喪失

ブランドの毀損

経営者の引責辞任

マスコミによる連日の報道...

社会の厳しい目

特に消費者が犠牲になった場合、

リーダーの責任が強く問われる（Hino and Aoki,2013)



アベノミクスとガバナンス改革

3本の矢：金融政策，財政政策，成長戦略

成長戦略：規制緩和，構造改革，地方創生，ガバナンス改革

「日本再興戦略-JAPAN is BACK」(2013)，「日本再興戦略改定版」(2014)

→ コーポレート・ガバナンス強化

「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップコード》

－投資家と対話を通じて企業の持続的成長を促すために－

（金融庁；2014，2017改訂，2020再改訂）

コーポレートガバナンス・コード（東証・金融庁；2015，2018改訂）

独立社外取締役，Comply or Explainの原則

～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～（2018 年）
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スチュワードシップ・コード

• 機関投資家が、顧客・受益者と投資先企業の双方を視野に入れ、

「責任ある機関投資家」として当該スチュワードシップ責任を

果たすに当たり有用と考えられる諸原則

• スチュワードシップ責任

機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に

基づく建設的な「目的を持った対話」（エンゲージメント）などを

通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、

「顧客・受益者」（最終受益者含む）の中長期的な投資リターンの

拡大を図る責任
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コーポレートガバナンス・コード

• 実効的なコーポレートガバナンスの実現に資する主要な原則

• それぞれの会社において持続的な成長と中長期的な企業価値の向上

のための自律的な対応が図られることを通じて、会社、 投資家、

ひいては経済全体の発展にも寄与

• 5つの基本原則

①株主の権利・平等性の確保

②株主以外のステークホルダーとの適切な協働

③適切な情報開示と透明性の確保

④取締役会等の責務

⑤株主との対話
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コーポレート・ガバナンスとは？

• 所有と経営の分離

小株主のフリーライダー問題

経営者支配とエージェンシー問題

• 企業は誰のもの？

• 経営の規律づけメカニズム

インセンティブとモニタリングで経営者の努力水準を高める仕組み

業績の上がらない経営者や能力・努力水準の低い経営者を

交代させる仕組み

• 攻めと守りのガバナンス
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国際比較～会社は誰のものか？①～

【出所】Yoshimori(1995) "Whose Company Is It? The Concept of the Corporation in Japan and the West“ Long 
Lange Planning, 28,pp.33-44.

シェアホルダーか

ステイクホルダーか？

• 日本は圧倒的に

利害関係者重視

会社はみんなのもの

• アメリカとイギリスは

株主重視

• ドイツとフランスは

中間だが、

ステイクホルダー重視
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国際比較～会社は誰のものか？②～

【出所】Yoshimori(1995) "Whose Company Is It? The Concept of the Corporation in Japan and the West“ Long 
Lange Planning, 28,pp.33-44.

業績が悪化して、

雇用削減か（配当維持）

配当削減か（雇用維持）

という問題に直面した場合

• 日本では圧倒的に雇用維持

• アメリカとイギリスでは

圧倒的に配当維持

• ドイツとフランスは

バランス型だが、

やや雇用維持
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経営の規律づけメカニズムとは？①

• 株主による規律づけ

怠慢経営による業績悪化

Exit（退出）株式売却→株価下落→敵対的買収→経営者の地位喪失

Market for corporate control（経営権市場）

Voice（発言）株主総会で責任追及→経営者の解任

※もの言う株主（外国人株主・機関投資家；90年代以降）の増大と

もの言わぬ株主（持合株主・安定株主，政策保有株式）の縮小

オーナー経営者（創業一族）
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株式所有構造

【出所】

JPX日本取引所グループ，『2018年度株式分布状況調査の調査結果について<要約版>(2019年6月26日)』 14



経営の規律づけメカニズムとは？②

• 生産物市場における激しい競争

怠慢経営による業績悪化→倒産確率上昇→地位喪失

• メインバンク

怠慢経営による業績悪化→役員派遣→経営者交代

• 負債の規律

高い負債比率→デフォルトリスク上昇→デフォルト時地位喪失

• 従業員からの規律

労働組合（企業別組合）
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企業統治と企業経営

経営目標

企業ドメインの決定
経営資源の調達・配分・管理

株主、ステークホルダー

インセンティブ、モニタリング
による規律づけ

経営者

企業統治

経営管理

経営戦略

【出所】青木英孝（2017）『日本企業の戦略とガバナンス』，図表1-2（p5）を一部修正



攻めと守りのガバナンス

• 攻めの側面（アクセル）

目的：企業価値の向上

手段：積極的なリスクテイク ← 経営者インセンティブ

取締役会の戦略的意思決定 ← 社外取締役（アドバイス機能）

• 守りの側面（ブレーキ）

目的：不祥事防止，経営者の暴走を牽制，

コンプライアンス（法令順守）

手段：取締役会・監査役会のチェック機能（機関設計）

← 社外取締役・社外監査役（モニタリング機能）
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近年のガバナンス改革

①取締役会の改革

戦略的意思決定機能とモニタリング機能の強化

-ダウンサイジング（小さな取締役会）

-執行役員制度（経営と執行の分離）

-社外取締役（第三者の視点，監視と助言）

②経営者インセンティブ

アウトプット・コントロール，株主と経営者の利害一致

-業績連動報酬（連動指標，マルチタスク問題）

-経営者持株（アラインメント効果，エントレンチメント効果）

-ストック・オプション（非対称性，リスクテイク促進） 18



ガバナンスと不祥事：会計不正の実証研究

【問題意識，リサーチ・クエスチョン】
• ガバナンス改革（社外取締役や経営者インセンティブ）は不祥事を抑制するのか？

• 不祥事抑制に効果的なガバナンスは？

【企業不祥事抑制のロジック】
• 厳格なモニタリング： 経営者の意識向上・防止努力 → 未然防止

• 経営者インセンティブ： 不祥事発生による利益獲得の機会損失

【定量的実証研究の意義】 参考資料：草のみどり・巻頭のことば

• 特異事例 → ケース・スタディで背後の特殊事情など解明，異常が普通？

• 定量的実証研究の必要性：ガバナンス特性と不祥事の発生確率
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企業不祥事の分類

【意図的な不祥事】

粉飾決算
会計不正，不適切会計，不正経理，

有価証券報告書等虚偽記載，

架空売上，所得隠し…

法令違反
カルテル，反トラスト，談合，

インサイダー取引，詐欺，

不正取引，不正融資，水増し請求，過大請求，

不正請求，不正受給…

隠蔽・偽装
データ改竄，報告遅れ，食品偽装，産地偽装，

不当表示，誇大広告，誤認広告… 20

【事故的な不祥事】
製品不具合

リコール，自主回収…

オペレーション不具合
工場事故，現場事故，有害物質流出，

環境汚染，情報漏洩，不正アクセス，

集団食中毒…

モラルハザード
個人的犯罪，保険金詐欺，着服・横領，

ハラスメント，ハラスメントで自殺・解雇，

SNS炎上（アルバイトなど）…


