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  特集1　インタビュー

経営者の問題意識で会社は変わる
経営者がリードしたガバナンス改革の
ポイント
　Ｊ・フロントリテイリングは、大丸と松坂屋ホールディングスの経営統合にともなう共同持株会社として2007年に設立され

た。2012年にはパルコを連結子会社化し、「マルチリテイラー戦略」を推進し成長している。同社は2015年12月にガバナン

ス報告書を提出したが、コーポレートガバナンス・コードに記載されている73項目中28項目をエクスプレインするなど、独

自の取り組みが注目されている。その背景には、「形だけでなく、本当のガバナンスを実現したい」と考える、山本良一社長の

信念と、強いリーダーシップがあった。

話し手 ： J.フロントリテイリング  代表取締役社長　山本 良一 氏
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「コンプライ」するだけで良いのかもしれません。しか

し当社は、単にルールを満たすだけでなく、この機会

に我々に合った独自のスタイルを自ら考え、創り出し

ていこう、というスタンスで臨んでいます。

　重ねて言えば、現段階では取り組み深度が十分とは

いえないものがあり、その実態を真摯に認めたうえで、

内容の充実に取り組む姿勢まで示したい、という思い

です。積極的に開示することが株主・投資家の方との建

設的対話に繋がり、ひいてはより良いコーポレートガ

バナンスの実現につながると考えているからです。

　コーポレートガバナンス・コードは、「コンプライ・オ

ア・エクスプレイン」の原則ですが、「コンプライ」した

上でさらに踏み込んで「エクスプレイン」するというこ

とで、我々の姿勢は「コンプライ・アンド・エクスプレイ

ン」だ、と社内外に説明しています。

●なるほど。コンプライ・アンド・エクスプレインと

は、コンプライしたら説明しなくてもいいという意

味ではなくて、コンプライしたうえで会社がそのよう

に考えた理由を説明もするということなのですね。

山本：そうすることによって、株主・投資家の方にも

きっちりと説明ができ、当社のメリットにもつながり

ます。ガバナンス・コードが求めているのは、「取締役会

を中心とした論議の質を上げ、稼ぐ力を生み出す」こ

とですから、それに対して、現状の姿やどのように改

善していくのかを答えなければなりません。

　ただ、今、本当の意味で、「取締役会で“ガチンコ”の

戦略論議ができていますか？」とたずねられたら、少し

ドキッとします。

　当社のガバナンス改革の一環として、昨年６月から、

「取締役会の改革」に取り組み始めました。それまで

の取締役会は、８割の時間を説明・報告に費やし、残

ガバナンス・コードが求める姿と
現状には乖離がある

●コーポレートガバナンス・コードが２０１５年６月

から適用されています。３月決算企業は１２月まで

にガバナンス報告書を提出することになっていま

したが、貴社は２月決算ですので、おおよそ１年前

倒しで、１２月２５日にガバナンス報告書を開示さ

れました。また同時に、ガバナンス方針書＊1も開

示されています。

　加えて、ガバナンス報告書では、２８項目について

エクスプレインされています。これらの意図は、ス

テークホルダーとの積極的な対話につなげるため

とのことですが、経緯をお聞かせください。

山本：最初にコーポレートガバナンス・コードを読み

込んだときに、「あるべき姿」と「我々の現状」には大き

な乖離があると感じました。「これは相当しっかりや

らないとダメだな」と。

　コーポレートガバナンス報告書に記載が求められ

ているのは、開示が求められる11原則と、実現をしな

い原則についての理由だけです。ただ、我々は、それだ

けでは当社の取り組み姿勢が十分伝わらないと考え

ました。そこで、現時点で実施していない原則だけでな

く、①開始してまだ間もない原則、②明文化・公表され

ていなかった原則、③実質的に内容を充実させなけれ

ばならないと考えている原則についても「エクスプレ

イン」することにしました。

　実施しないからエクスプレインしたのではありま

せん。我々は、コーポレートガバナンス・コードの原則

は全て実施すべきものだと考えています。最終的には

全て「コンプライ」です。コーポレートガバナンス・コー

ドには「対応すればいい」という考えならば、さらりと

＊1   J.フロントリテイリングのコーポレートガバナンス方針書は、下記URLにて開示

        http://www.j-front-retailing.com/company/pdf/151225_CG_guidelines_pl_J.pdf
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ある論議がされていなかった、ということでしょうか。

●取締役会評価の結果は、ショックだったのでは

ないでしょうか。

山本：もともと、そんなにレベルが高いとは思ってい

なかったので、ショックではなかったですね。ただ個人

的には、「社長がしゃべりすぎだ」という結果が出てき

て、これには考えさせられました。

　取締役会では、質問に私が一手に答えていたのです

が、それによって、社内役員の発言チャンスが無くな

り、社外役員にとっても、社長が答えると遠慮してそれ

以上踏み込んだ質問・論議がしにくくなっていました。

取締役会の場だけを考えると、情報を持っていて全体

のバランスも見えている社長が全て受け答えするのは

最も効率的なのですが、戦略的な論議につながってい

るのかといえば、完全なブレーキでしかなかったとい

うことです。

　取締役会の評価結果は厳しく出ましたが、心強かっ

たのは、全員が、取締役会を改革しなければならない

と、強く思っていたことです。やるならばスピードをあ

げてやろうと決意しました。

●戦略論議を主体にした取締役会へと取り組ま

れたのですね

山本：まず、代表取締役と社外役員で構成するガバナ

ンス委員会をつくり、取締役会のあり方を徹底論議し

ました。それと同時に、先ほどの評価で出た問題点に

ついての解決策を実行していきました。

　例えば、社外役員への事前説明を充実することに

よって、議案の説明時間が短くなり、社内との理解の

ギャップが縮まることで中身の濃い論議につながり

ました。説明資料にサマリーを添付して論点を明確に

したりするなど細かなことも積み重ねています。また、

執行の立場に引きずられがちな社内取締役が積極的

りの２割で論議をしていました。今では議論が8割、説

明・報告が2割となり、大きく変わりつつあるのです

が、コーポレートガバナンス・コードが求めている「戦

略やビジョン、経営計画を論議する取締役会」になって

いるかといえば、正直言って、まだギャップがあると思

うからです。２８項目をしっかりと説明することによっ

て、社外に対してコミットし、具体的な改善の進捗を示

していきたいと考えています。

●「２８項目」と数だけを聞くと、できていないこ

とが多いというイメージになりがちですが、コン

プライ・アンド・エクスプレインと表現することに

より、目指しているところはさらに高いレベルに

あることを伝えようとしているのですね。

　

重要なことは、「やっているか」ではなく、
やっている「レベル」

山本：もちろん、我々も、取締役会で戦略論議をしてい

ないわけではありません。「これはやっているからＯＫ」

という話ではなくて、「取締役会の役割・責務を十分に

果たせているか」が問われているのです。

　我々は、「取締役会の改革」を進めるにあたり、第三者

機関を使って、当社の取締役会を評価しました。具体的

には、社外も含めた取締役、監査役全員に、個別にイン

タビューして、現状の取締役会に対してどのような考え

方や問題意識を持っているのかを伺いました。すると、

「全員が積極的に論議に参加する場になっていない」、

「業績や業務執行の監督についての議案は多いが、成

長戦略につながる論議が大幅に不足している」、「資料

の分量が多くてわかりにくい」など数多くの課題が指

摘されました。

　つまり、これまでの取締役会は、極端な言い方をすれ

ば、個別案件の決議や報告が中心の「承認」を得るための

手続きの場で、戦略などの骨太の論議は少なく、社外役

員の質問に対して答える構図で、チームとしての一体感が

  特集1　インタビュー
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コーポレートガバナンス方針書は
トップでなければ書けない

●貴社では今回、ガバナンス報告書だけではな

く、コーポレートガバナンス方針書も作られてい

ます。これは、これからやろうとしていることをド

ライブするために作られたのでしょうか。

山本：当社グループが目指すコーポレートガバナンス

の全体像を整理して、社内外のステークホルダーに開

示するために方針書を作成しました。コーポレートガ

バナンス・コードでは２８項目をエクスプレインしてい

ますが、それだけの説明では十分ではないと考え、方

針書を作ることにしました。方針書を通じて、当社グ

ループのステークホルダーに対して、「私たちはこれら

のことをきっちりとやって企業価値を上げていきます」

「真摯に建設的に話し合いに対応します」と表明しま

した。コーポレートガバナンスに対する本気度を見て

ほしいですね。

　「方針書」はトップでなければ書けません。方針書の

各項目は、事務方がまとめた美辞麗句ではなく、１項

目ごとに経営トップの強い思いが滲んでいます。私の

思い、本気度を入れて、「ここまでやる。やると決めた

らやる」と書いたつもりです。

●いわゆるコミットメントですね。

山本：それを外部

の目でチェックし

ていただきたいと

思っていま す。社

外役員や株主・投

資家の方から「で

きていないじゃな

いですか」と指摘

されることで問題

に論議に参加できるように、説明者を部門長などに変

更し、取締役の立場で自由に発言できるようにしまし

た。その他、論議を活性化させる仕掛け作りとして、取

締役会の座席を毎回シャッフルしたり、懇親会を開催

したりと、色々と工夫しています。取締役会メンバーで

泊まり込みのミーティングを実施し、一体感や情報共

有も深めています。

　戦略論議のレベルを上げる理由は、株主・投資家が

企業の成長を見る際に注目しているからです。

　企業を取り巻く環境は短期間に大きく変化するよう

になり、企業の将来を見通すことはますます難しくなっ

ています。だからこそ、株主や投資家の方は、１０年、２０

年先のビジョンをしっかり持った企業に投資をしたい

と考えています。それにこたえるためには、戦略、投資案

件、Ｍ＆Ａはこれでいいのか、顕在化している他にリスク

はないのか、といったことを社外の知見も取り入れ、取

締役会で徹底して論議してしっかりフォローアップして

いかなければなりません。毎回の取締役会がまさに真

剣勝負です。私は、社内取締役には、「毎月（の取締役会

が）、株主総会だよ」といっています。社外役員の方も、社

外の視点、株主の視点を論議に取り入れるのは自らの

役割と自任され、積極的に発言をされています。

　取締役会の改革を進めることにより、戦略論議の時

間は大幅に拡大しました。提案のレベルも「前回社外役

員から受けた指摘をクリアしよう」とするので、回を重

ねるごとに上がってきました。しかし、社外役員の方か

らはさらに高いレベルの指摘が返ってきます。一歩一歩

「あるべき姿」に近づいている状況です。私は「愚直に

やっていこうよ」といっています。

　「あるべき機関設計」についても論議を始めました。

私は、「形」を選ぶのは後でいいと思っています。指名

委員会等設置会社などいくつかの選択肢があります

が、どの機関設計を採用したとしても、その中での論

議の内容がレベルアップしなければ意味はありませ

ん。形の問題ではなく、まずは中身を充実させなけれ

ばならないということです。
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ろうとしています。

　私は、従業員に「変革しなさい、変わりなさい」とメッ

セージを送るばかりではなく、上（経営）から下（従業

員）へと変革を波及させたいと考えています。

　コーポレートガバナンスの強化は良い機会だと思

います。このチャンスを捉え、経営が変わり会社全体が

変わることをグループ全体に伝えていこうとしていま

す。私一人でやるわけではありません。役員だけでもで

きません。従業員、子会社の役員・従業員などを巻き込

んでいかなければなりません。「経営が大きく変わるか

ら、君の仕事のやり方も変わるよ。変えていこうよ」と。

こうなれば、すごくプラスが生み出されるのです。

●「コーポレートガバナンス推進担当」を設置さ

れたのも、社内外で同じ意見を浸透させるという

狙いからでしょうか。

山本：当社では、これまで、取締役会の事務局は秘書担

当が、株主総会は総務担当が、投資家にはＩＲ担当が対

応するなど、それぞれ担当や部門が違っていました。問

題となるのは、いずれの担当者も経営会議に出ていな

いので、言うことに微妙なニュアンスの違いが生じて

いたことです。これではいけないと感じ、経営戦略統括

部内に取締役会と株主総会の事務局、ＩＲグループ広報

の機能を一元化した「コーポレートガバナンス推進担

当」を設置しました。

　担当者は経営会議にも取締役会にも同席させて、

どんな論議がされているのか、誰が何をどんな趣旨で

言っているのかを聞き、それを咀嚼した上で情報発信

するようにしています。

　

持株会社の役割は、
ビジョンをしっかり論議すること

●貴社は、Ｊ．フロントリテイリングという持株会

社があり、大丸松坂屋百貨店のほか、いくつかの

が明らかになります。当たり障りのない書き方にすれ

ば問題はおきないのでしょうが、それは性に合わない

ので、しっかりコミットします。

上から下へ変革するために
社内外のメッセージを統一化

●今までのお話の中で、山本社長が自らの姿を正

直にさらけ出し、外に対してエクスプレインをして、

経営そのもののあり方を変えていきたいという思

いで取り組んでおられることがよく伝わりました。

山本：私は以前から、企業の飛躍的成長を実現するた

めには取締役会のあり方を根本から見直す必要がある

と強く感じていました。これまで、執行レベルの改革は

相当やってきたという自負がありますが、現場のオペ

レーショナルな改革では、当社が求められている飛躍

的な成長には到底届きません。その一方で、経営から変

わることができればもっと大きなフレームで会社が変

わる、という実感もあったからです。

　取締役会が変われば、会社全体が変わっていきます。

　例えば、Ｊ．フロントリテイリングの取締役会の戦略論

議レベルが上がることによって、取締役会に上程する

前の経営会議の論議内容もレベルアップしてきました。

今までは見落としていた視点や、新たな戦略性のある

攻め方などのアイデアも出てきます。これは、子会社の

取締役会でも同じ

ことです。（子会社

の）百貨店の「取締

役会」はどうなっ

ているのか、社長

が一人でしゃべっ

てば か り い る の

ではないか、しっ

かりと見直し、グ

ループ全体で変わ

  特集1　インタビュー
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開示前のタイミングで上程するような運営でした。中

には、「本日、決議していただかないと間に合いませ

ん」というような状況もあったかと思います。しかし、

徹底した論議を重視するとなるとそうはいきません。

間に合わなくなってしまいます。

　当社では取締役会を年に１４回開いており、いつ何

を審議し決議するのかなどを年間のスケジュールに落

とし込んで、社外を含めた取締役会出席者全員に渡し

ています。その中で、ビジョンや戦略はいつ上程するの

かをあらかじめ設定し、時間をかけて論議できるよう

に余裕をもって設定するようにしました。

　もう一つ、それと合わせて、大きく変えたのは、付議

する議案を「半生」、肉料理でいえばレアの状態で提案

することです。つまり、時間的な余裕と合わせて、社外

役員の方にプロセスから論議に参加していただくと

いうことです。ガチンコで論議すると、やはりいくつも

指摘を受けます。より高いレベルに内容変更したうえ

で改めて提案をしています。

●それは結構、会社の文化が変わりますね。議案

をレアで出すのは、事務方からすると、ものすご

く抵抗感があるのではないでしょうか。

山本：それはあるかもしれません。中途半端な感じがす

るのですが、「いいよ、出して意見を聞こうよ」と言ってい

ます。ただし、そのためにはスケジュールが肝心です。戦略

論議を徹底するためには、それができる体制を工夫して

作らなければなりません。

取締役会の論議を深めるために
諮問委員会を設置

●それだけ深い論議をしようと思うと、取締役会

だけではできないのではないかと思います。そう

いう意図もあって、人事・報酬委員会やガバナン

ス委員会を別にしたということですか。

子会社があります。持株会社の取締役会ではどん

な論議をどれくらいの割合でするのが適切だと

お考えでしょうか。

山本：割合といわれると難しいですね。Ｊ．フロントリテ

イリングの取締役会の役割は、「経営の基本方針につ

いて、建設的な議論を重ねるほかそのリスク評価も含

めて多面的・客観的に審議し、グループ経営の大きな方

向性を指し示すこと」としています。現在はグループビ

ジョンの見直しに取りかかっているので、まずこの論

議をしっかり行い、それから、中期経営計画、年度ごと

の経営方針をきちんと論議しなければなりません。

　しかし、取締役会の改革に取り組む前は、いわば「玉

石混交」の案件が議案に上っている状況でした。そこで、

「持株会社としてなすべき戦略論議に集中する」こと

から始めました。

　当社は監査役会設置会社ですので、重要な業務執行

の案件は取締役会にかけなければなりません。ところ

が、この「重要な」という線引きが明確ではなかったの

で、まず、取締役会の付議基準を見直しました。これで

戦略論議をする余地が生まれました。ここでふるい落

とされた案件を見ると、多くは子会社の大丸松坂屋百

貨店やパルコなどの個別の執行案件でした。事業会社

は持株会社に寄りかかり、持株会社は手を差し延べす

ぎていて、いかに「親離れ」「子離れ」ができていなかっ

たのかと感じます。

　これでようやく、強化しようとするグループビジョン、

Ｍ＆Ａ、財務戦略など戦略論議については、しっかり時

間をとって論議することができるようになりました。

取締役会に「半
は ん な ま

生」の段階で提案し、
時間をかけて、徹底的に論議する

山本：ここで大切なのは取締役会のスケジュールです。

　今までの議案は、「論議する」というよりも「ご承認

いただく」という意識が強かったので、完璧なものを
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山本：それはありません。仕組みを整え、説明責任と透

明性の強化をしっかり果たす覚悟です。また、人材情報

に第三者機関の評価を加えることによって、客観性につ

いても向上させています。具体的には、取締役一人ひと

りの資質や能力について、本人、上司、同僚、部下にヒア

リングをおこない、戦略性、変革能力、成果志向、組織開

発力など経営に求められる色々な要素を客観的にみて

点数をつけてもらいました。その結果は、ガバナンス委

員会で全てオープンにしました。「当社の役員にはこう

いう能力の人がそろっています」「将来、経営を担える人

材はこれだけいます」と。これは説明責任です。

　現在の人事・報酬委員会では、私が理由を説明し、そ

れに対し委員長や委員からいろいろな質問を受けて決

めています。かつては短時間で終わっていたのですが最

近は２時間以上かかっています。やり方を変えるだけで、

それだけ違うわけです。透明性、客観性を高め、説明責

任を果たしたうえで、もし「この内容では無理ではない

か」と言われたら、社長の推薦でも引くしかありません。

　株主・投資家の方は、Ｊ．フロントリテイリングが１０年

先のビジョンをしっかり持っているのかを見ると同時

に、そのビジョンに基づく戦略を完遂できる人材が現在

山本：そうです。取締役会は限られた回数・時間の中で

やっていますので、法定決議事項などに加えて、今回の

取り組みを通じてビジョンや戦略論議に重点をおく

と、時間的な余裕はあまりありません。そこで、ロング

レンジの課題などについて、徹底論議をおこなえるよ

うに、取締役会の諮問委員会を設置しました。

　まず、先ほど話題に出た「ガバナンス委員会」は、代

表取締役と社外取締役・社外監査役で構成し、コーポ

レートガバナンスや企業経営全般の諸課題に関して自

由闊達かつ建設的に議論・意見交換するほか、社外取

締役・社外監査役の情報共有・連携を推進する場とし

て設置しました。

　ガバナンス委員会では、当初は取締役会等の充実を

優先して取り組んできましたが、現在は「あるべき機関

設計」を中心に論議をしています。先ほどお話したよ

うに、私は「形」にはこだわりません。取締役会の審議

が活発になることが大前提です。機関設計については、

「指名委員会等設置会社がいい」という方もいれば、

「日本独自の監査役会設置会社は良くできている」と

いう人もいます。様々な意見があります。最後は私たち

自身で決めなければなりません。大切なのは、そこに

至るプロセスをガバナンス委員会でしっかりと論議す

ることです。

　もう一つが「人事・報酬委員会」です。私は、今回のガ

バナンス強化の中で肝中の肝が人事・報酬の透明性・

公平性を高めることだと考えています。

　人事・報酬委員会は以前から設けていたのですが、

社外取締役２人に対して社内の役員は７名で、この構

成では、「何かご意見は」といっても出るはずがありま

せん。そこで、委員会の中身を大きく変えました。具体

的には、社内は私と会長の代表取締役２人だけにして、

社外取締役2人、社外監査役１人、計５人で構成し、委

員長も社外取締役にお願いしました。

●人事は社長の専権事項といわれますが、それ

を手放すことに抵抗感はなかったのですか

  特集1　インタビュー
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　外部から人材を採るのか、そういう知識を持っている

人を役員に引き上げるのか、あるいは役員が勉強する

のかを考えなければなりません。こうしたことがはっき

りしてきたので、役員育成のための教育プランの立案・

実行を急いでいます。

　私がガバナンス改革を進める上で、柱と考えたのは、

「取締役会の改革」、「人事・報酬委員会の改革」そして

「経営人材の強化」です。いろいろとお話ししましたが、

改革を通じて改めて見えてきたのは、結局は「人」だとい

うことです。経営人材の強化がなければ、取締役会の活

性化もありません。

　結果が出せなければ、出せる人にやらせる。これは私

にとっても同じことです。取締役には、みんな腹をくくっ

てやらないとダメだ、といっています。

●貴社のガバナンスに対する本気度が伝わると

ともに、真面目な山本社長のお人柄も理解できま

した。ありがとうございました。                 Ò

も存在し、今後も継続して創出できる体制になっている

のかを見ています。人材強化は重要です。

●社長も第三者評価を受けられるのですか

山本：私自身も第三者機関の評価を受けています。幸い、

「社長を続けていいよ」という点数をつけてくれました。

「私は受けないけれども、あなた方は受けろ」と役員に

言っても納得感はないですよね。

　今回の第三者評価を受けて最もショックだったのは、

「山本さんのところはＩＣＴ＊2を頑張るといっているけ

れども、ＩＣＴのプロ人材が役員の中に１人もいませんね」

と指摘されたことです。さらに、「地域とともに成長する

アーバンドミナント戦略を出しているけれど、不動産に

関して専門家レベルの知識を持っている人が１人もいま

せんね」ともいわれました。「これでは、戦略が実現でき

ないのではないですか」と問われれば、まさにその通り

というしかありません。

左から、トーマツ 北爪、松下、J.フロントリテイリング株式会社 山本様、トーマツ 井上、J.フロントリテイリング株式会社 牧田様、小室様
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