
【役員報酬の客観性・透明性の実現に向けて】

報酬ガバナンス支援サービス『DEX-i』のご紹介
貴社の役員報酬を検討する際に必要となる
「役員報酬データベース」及び「報酬ガバナンス支援コンテンツ」を提供します

役員報酬ガバナンスが必要となる背景

◼ 近年、日本の上場企業に求められるコーポレートガバナンス改革が進んでいます。直近では2019年の内閣府令、2021年の会社法やコー
ポレートガバナンス・コードなどの法令・指針が変更されており、企業価値向上に資する役員報酬のあり方、役員報酬等の情報開示など

の報酬ガバナンスについて、社会からの高い関心が寄せられています。

◼ 上記に伴い、役員報酬が企業の持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、役員報酬制度の見直しや、その手続

きとしての自社内での報酬委員会等の諮問委員会の設置および運営が求められています。

◼ デロイト トーマツ コンサルティングは、こうした各企業におけるコーポレートガバナンスに対する取り組みの進展を踏まえ、これまでご提供してき

た『役員報酬サーベイ』に加え、役員報酬の見直しや委員会での議論に、より有効にご活用いただくための有償サービス（DEX-i）を提
供します。

デックス アイ

DEX-iのサービス概要

DEX-iは、以下の2点を提供するサービスです。

① 役員報酬データベース

• 『役員報酬サーベイ』のデータを活用し、貴社のニーズに対応した報酬水準データ・分析レポート・作成ツールをご提供

② 報酬ガバナンス支援コンテンツの配信

• 報酬ガバナンス関連のトレンドやベストプラクティス等、年間を通した役員報酬に関する討議に活用可能な情報コンテンツをご提供

※ 役員報酬サーベイとは・・・デロイト トーマツ コンサルティングが2002年以降実施している役員報酬調査で、2017年以降は三井住友信託銀行株式会社と共同で実施しています。

2021年度は東証一部上場企業を中心に1,042社から回答を得ており、参加者数規模で日本最大級の調査となっています。

*：利用期間については、4ページ目「よくあるご質問」をご参照ください

◼ 比較対象の企業群の分析条件の変更、

多様な属性でクロス集計が可能に

◼ 役員の詳細条件の指定が可能に

◼ Web上でデータを提供し、Excel・PDF形式での
データのダウンロードが可能に

◼ 上記に加えて、報酬カバナンス関連のイベントで

活用可能なコンテンツの配信を受けることが可能

DEX-iでさらにできること

集計区分の

カスタマイズが可能

集計区分

集計区分に自社データを
プロットして比較が可能

自社水準との比較

ExcelとPDF形式、

両方でデータ提供

提供方法

報酬ガバナンス関連の

コンテンツを受領可能

報酬ガバナンス

支援コンテンツの配信

役員報酬データベース

◼ 上場区分、業界、売上規模、職務サイズ等の

多様な属性で集計・分析したデータを無料で閲覧

◼ 報酬データにとどまらず、役員報酬制度の内容や

コーポレートガバナンスへの対応状況を確認可能
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直近の報酬に関わる株主総会の動向・トレンド1

近年の役員報酬水準のトレンド2

開示内容の分析結果・ベストプラクティス3

トレンドを踏まえた報酬制度設計の展望4

他社の報酬水準・報酬構成比率データの集計1

競合他社との報酬データの比較・分析3

他社の役位間格差/CEOペイレシオの集計2

上記集計・分析結果のダウンロード

（Excel/PDF）
4

役員報酬データベース

DEX-iが提供する

価値

報酬ガバナンス支援コンテンツの配信

2021年よりサービス開始2021年より機能追加

自社に関するお悩み 自社を取り巻く環境に関するお悩み トレンドに関するお悩み

取締役会事務局人事・総務 経営企画

法務 秘書

財務状況を踏まえた報酬設計の指針を得たい 最近の報酬ガバナンスのトレンドを知りたい業界内の自社の位置づけが知りたい

法規制変更に伴う他社の対応を知りたい

同規模の企業の報酬データが知りたい

経年での役員報酬のトレンドを把握したい制度設計を行う為の調査レポートが欲しい

開示資料の良い例が欲しい 株主総会の報酬に関する動向を知りたい

DEX-iが提供する価値: 2021年の主な変化点
DEX-iは更なる価値提供を目指し、2021年からサービス内容の見直しを図りました。

その具体的な変化点として、役員報酬データベースの機能拡張や、報酬ガバナンス関連活動を支援できるコンテンツの配信開始が挙げられます。

これによって、 2021年のDEX-iはこれまでと比べてより広範な報酬ガバナンスに関連するお悩みに応えることが出来るようになりました。

報酬ガバナンスに関連する様々なお悩み

報酬ガバナンスに関する様々なお悩みに応えることが可能

サービスのお申込みについて

お申込み資格
◼ 役員報酬サーベイ2021にご参加（回答完了）されていること

※当社グループの監査法人による会計監査対象の場合、独立性の観点で、本サービスをお申込みいただけない
場合がございますので、予めご了承ください

お申込み方法

◼ 以下のURLよりお申込みください

https://deloitte-ecsurvey.jp/applications/form/DTC

◼ お申込み完了までに、当社所定の契約手続きを踏まえ2週間程度お時間をいただく場合がございます

お申込み金額 ◼ 80万円（税別）／年度

https://deloitte-ecsurvey.jp/applications/form/DTC


◼ 4タイプの報酬データを分析可能

➢ 報酬水準*1、報酬構成、役位間格差、取締役代表給・委員会手当等の

4タイプを分析可能

➢ 報酬水準、報酬構成、役位間格差では、Actual（実績額）の他、

Target（標準額）の分析が可能

◼ 様々な条件設定・分析軸での報酬比較分析が無制限で可能*2

➢ 最大13役位まで同時に集計可能

➢ 会長・社長等の役位や、CEO・CFO等の職位からの役位選択も可能

➢ 業種、売上高、時価総額、従業員数、上場区分、利益、ROE・TSR等の

経営指標に細分化して集計可能

➢ 上記分析軸のクロス集計が可能

◼ Web上でのデータ確認、分析が可能*3

➢ Web上でのデータ確認が可能なため、迅速かつ効率的に分析可能

➢ 分析結果はExcel形式、PDF形式両方のデータダウンロードが可能

*1：報酬水準は全データから集計する全役員集計に加え、会社別に代表値を算出し集計する代表値集計が可能です

*2：本来の利用用途から逸脱した利用が発覚した場合は、一時的にサービスの利用を制限する場合がございます

*3：当システムにおいては、SSL証明書を利用した通信の暗号化、データ（個人情報）の暗号化等の高いセキュリティ対策を講じております

役員報酬データベース

報酬水準グラフ 報酬構成グラフ 役位間格差グラフ

➢ 上位10%・25%、中央値、下位10%・

25%の代表値と自社水準が比較可能

➢ 役位毎の固定報酬・短期インセンティ

ブ・長期インセンティブの報酬構成比率

が確認可能

➢ 任意の役位を基準として、役位同士、

役員と従業員との報酬額比率が

確認可能

DEX-iのサービス詳細

（赤字：2021年度より追加された機能）

報酬ガバナンス支援コンテンツ

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

イ
ベ
ン
ト

株主総会の振り返り・

計画・レビュー

株主

総会

①
株主

総会

④
有報開示

(3月決算)

③

役員報酬制度の

見直し・検討

②

役員報酬制度検討の
ための情報収集

各イベントでやるべきこと 配信コンテンツ

• 株主総会の振り返り・指摘事項確認

• 報酬委員会に関する年間計画・運営方法・見直しのプロセスをレビュー
①

• 税制・主な制度変更箇所・報酬ベンチマーク・他社動向等のアップデート

• 現在の役員報酬制度・水準・構成のレビュー、報酬ポリシーの妥当性検証
②

• ②を踏まえた役員報酬制度の見直し・検討

• 役員報酬体系・水準の改訂要否に関する審議
③

④
• 議決権行使助言会社による開示内容を受けた有報の開示内容の整理

• 上記開示資料の準備

✓報酬に関連する株主総会の状況、翌期以降の留意点

✓会社法・税制・労働法改正等のニュースリリース

✓報酬に関する経年でのトレンド

✓議決権行使助言会社による助言方針改定を踏まえた

役員報酬制度設計の指針

✓有価証券報告書開示状況の傾向とベストプラクティス

報酬ガバナンス関連の年間イベント(委員会・株主総会)

◼ 報酬ガバナンスの年間イベントに合わせて、報酬委員会や役員報酬制度策定に活用可能な情報を受け取ることが可能

(イメージ)

(イメージ)(イメージ)(イメージ)



よくあるご質問

お問い合わせ先

デロイトトーマツ コンサルティング合同会社

ヒューマンキャピタルディビジョン

役員報酬サーベイチーム

E-mail: dtcecsurvey@tohmatsu.co.jp

URL: https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/human-capital/solutions/hcm/dex-i.html

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

〒100-8361 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング

Tel: （03）5220-8600 Fax: （03） 5220-8601
http://www.deloitte.com/jp/dtc

利用期間

◼ DEX-iの年度利用期間は、12月1日～翌年11月30日までの1年間です

（なお、お申込み初年度は、契約締結日から11月30日までの利用となります）

◼ 前年度から継続してご契約いただいた場合、前年度の利用可能期間が延長され、経年でのデータ比較などが可能となります

DEX-i 2020

DEX-i 2021

2020年度 2021年度

契約締結

契約継続

閲覧可能

閲覧可能

閲覧不可

【2020年度にDEX-iを契約し、2021年度も継続して契約する場合】

契約を継続いただくことで、
前年度の閲覧期間が

次年度まで延長されます

【2021年度に新規で申込む場合(2020年度はDEX-iの契約なし)】

*1：2021年度に新規で申込む企業様で、DEX-i 2020を閲覧されたい場合は下記お問い合わせ先までご相談ください

DEX-i 2020

DEX-i 2021

2020年度 2021年度

契約締結

閲覧可能

*1

契約年度

閲
覧
対
象

デ
ー
タ

閲
覧
対
象

デ
ー
タ

契約年度

閲覧可能

2020年度のDEX-iをご契
約頂いていない場合、
新規で契約した2021年
分のみが閲覧可能です

契約なし
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