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ペイ・ガバナンス	 	 	 ニュースレター	 2017 年 1 月 

パフォーマンスシェアにおける業績評価指標 

TSR（総株主還元率）と業績評価指標をいかにバランスさせるか 

平成 29 年税制改正大綱に、業績達成条件付株式報酬制度に関する損金算入要件

の見直しが含まれました。具体的には、初年度発行・業績達成後譲渡制限解除

型の株式報酬は、損金の対象外とされ、同時に、業績達成（事後）発行型の株

式報酬を利益連動給与の対象とし損金算入が認められる内容となっています。 

この業績達成条件付株式報酬は、欧米ではパフォーマンスシェアユニット（以

下	 「パフォーマンスシェア」と言う）と称されます。その設計・導入には、

業績評価指標の選択と目標設定が重要となります。以下、米国ペイ・ガバナン

スによるパフォーマンスシェアに関する論文を中心に、制度設計における課

題・論点を紹介します。 

インセンティブ制度の重要な機能は、役員と株主の利害を一致させることです。米国で

は、この考え方は、報酬ガバナンスがより注目されるSay	on	Pay（株主総会における報

酬に対する勧告的投票）	導入以降、特に重要性が増しています。その結果、近年、パフ

ォーマンスシェアでは、業績評価指標として総株主還元率	(Total	Shareholder	Return、

以下「TSR」と言う)が使われる機会が増えています。理由はいろいろありますが、株式

市場が、企業の総合的なパフォーマンス評価においてTSRを重視していることや、議決権

行使助言企業がCEOの業績と報酬の相関関係を評価する尺度として、TSRへの依存度を高

めていることなどが挙げられます。	しかし、多くの場合、TSRはインセンティブ制度の

指標として適切ではありません。なぜなら、短期的な株価は、マクロ的な経済循環、セ

クターローテーション投資行動、市場の変動、高頻度取引など、企業の業績以外の要素

に影響される傾向が増大しているからです。従って、企業は経営者と株主の利害を一致

させる上で最適の指標が何であるかを検討・評価し、業務、財務、TSRの組み合わせによ

ってインセンティブ制度を設計することで長期的な価値の創造を後押しすることが可能

になると考えます。	
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業績指標の選択	

まずは、疑問として、TSRが指標として最適でないのなら、企業は経営者と株主の利害

を一致させる指標の選択は、どのように行えば良いのでしょうか？	一つの方法は、統計

学的な手法である相関関係の活用です。つまり、二つの要素の相関関係やそれらの要素

がどの程度同じ動きをするかを計る方法論です。相関関係には、二つの要素が完全に同

調して動く（完全相関と呼ぶ）プラスの相関と、双方が完全に逆の動きをするマイナス

相関があります。また、二つの要素に相関関係が見出されない場合は、相関関係はゼロ

となります。金融市場が企業変数、業種変数、マクロ経済変数などを内包する現在、株

主利益と完全相関の関係にある指標は存在しません。また、各企業や各業界の独自要因

を加味すると全ての企業に最適な指標などはありません。むしろ、そのような前提に立

って、報酬委員会は、株主の利害と最も一致するバリュードライバーを相関分析によっ

て抽出し、インセンティブ制度設計における目標設定プロセスに活用するべきと考えま

す。	

相関分析は、市場の変動を考えると、十分なデータサンプル数に基づいて行う必要が

あります。サンプルは長期に亘る複数企業の業績を含むべきです。サンプル企業数を多

くとることで個別企業の独自要因の影響を最小化できますし、長期間に亘るデータを含

めることで、ビジネス周期を通しての相関関係の強さを証明することが出来ます。一般

的には、当該企業と報酬制度上の同等企業群の過去10年のデータを集めれば十分でしょ

う。その際、それらの企業が類似した業界でほぼ同等の成長段階にあり、ビジネスモデ

ルや顧客ベースも似ており、ビジネスの景気サイクルにも同じように影響を受けること

を最初に確認すべきです。	

業績指標とビジネスの成長サイクル	

米国Workspan誌への弊社寄稿記事では、「企業の報酬制度に使用する業績指標を選ぶ

際に考慮すべき最も重要な要素はその企業が成長サイクルのどの段階にあるかを理解す

ることである」と述べています。スタートアップ企業は、売上額は比較的低く、将来的

な収益を増大させることに注力します。一方、成熟企業は現金が潤沢にあり、成長も安

定して予想が可能です。このような結論は各指標とTSRの相関関係からだけでなく、各企

業がインセンティブ制度を実際に運用する中でも確認されています。	
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図 11.1 

事業の典型的成長サイクル（Workspan) 

 

表 11.2 

業種別に比較したTSRと各指標の相関関係まとめ（Workspan) 

業種 初期・急成長 中期・高成長 後期・成熟 

医療機器 EBITDA、EBIT EBIT、売上、EPS EBIT、CFOPS、CFPS (1) 

バイオ・製薬 BVPS、EBIT BVPS、EBITDA、EPS EPS、CFPS、BVPS 

ソフト・サービス業 CFPS、EBITDA、EPS EBIT、CFPS、BVPS、EPS EPS、BVPS、売上 (2) 

テクノロジー（ハー

ド） 

EBITDA、CFPS、BVPS EBITDA、BVPS、EPS EBITDA、EPS、売上、CFPS 

半導体 売上、BVPS、EPS、利益

指標 

EPS EPS、売上 

	

	

	

売上・時価総額 

事業の成長ステージ 

急成長 高成長 成熟 成熟後 再生･衰退 
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設立間もない企業では、研究開発や営業利益に基づく報酬制度となるケースが多く、一

方で成熟ステージの企業では、一株当り利益や収益増に焦点を当てる傾向が確認されて

います。各業種において、これらの指標がTSRと最も相関関係が強い傾向があり、企業が

既に価値創造要素を特定し報酬制度に取り入れていることを意味します。	

1.	時価総額が最も高い医療機器メーカー10社で最も多く使用されている業

績指標はEBIT、EPS、CFOPS、CFPS	でした。	

2.	時価総額が最も高いソフトウェアおよびサービス業の企業10社で最も多

く使用されている業績指標はEPS、EBITDA、売上高、CFPSでした。	

予想通り、業種や成長段階に関係なく、利益に関連する指標は全ての企業でTSRと高い

相関関係がある傾向があります。唯一、利益との相関性があまり認められなかった業種

は初期段階にあるバイオ系製薬業でした。この業種では、TSRとより強い相関性があった

のは一株当り簿価（のれん、特許権などを含む）と研究開発支出額でした。一見すると

これは妥当に思えますが、BVPSや研究開発費のみを指標とした報酬制度が正しい訳では

ありません。なぜなら、経営者がこれらの投資に失敗する可能性もあるからです。しか

し、この例は明らかに市場の合理性に関する仮説が効果を発揮していることを示してい

ます。すなわち、市場はこれらの企業が行った投資額を加味し、直近利益が出ていない

にも関わらず、長期的な株式収益の可能性が株価の評価額に反映されているのです。	

報酬制度のリスクの削減	

相関関係分析により報酬制度のリスクを減らすことも可能です。二つの指標がTSRだけ

でなく、相互にも非常に高い相関関係がある場合があります。（多重共線性と呼ばれる）

例えば、売上高と純利益は相互に相関関係があります（業界の大手企業は純利益も高い

場合が多い）が、これは大きな純利益を実現するためには大きな売上が必要だからです。

目標設定が適切にされないと、単純に報酬額の増大を狙って利益の伴わない売上増加を

推進しかねません。しかし、売上と利益の両方の増加を目標とする報酬制度は珍しくあ

りません。報酬委員会は上記のようなリスクがなくなるような目標設定を心掛ければい

いのです。例えば、売上の増加を上回る利益の増加（つまり利益率の増加）の利用は売

上高と利益額の両方を報酬制度の指標として使う場合のリスクを削減する可能性があり

ます。	

相関関係分析は報酬制度をデザインする上で重要な役割を担いますが、万能薬ではあ

りません。更に、報酬制度に起因する不適切なリスクや、望ましくない行動を最小化す

るよう細心の注意を払う必要があります。究極的には、報酬制度の目標は正しい行動と

事業の長期目標を後押しすることです。相関関係分析は株主の利害と一致した財務指標
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を特定する上では有用ですが、結果の計測が困難な財務以外の有用な指標を見逃す可能

性があります。これらの財務以外の指標は、企業の長期的事業計画の実現や企業哲学の

後押しを助けるのであれば、報酬制度への導入を検討することは有効です。これらの指

標は、サービス業での顧客満足度や、製造業やエネルギー産業での職場の安全や環境な

ど業種特有であり、時として、決められた期日までに会社更生法からの脱却など、企業

特有である場合もあります（これらは、利益連動給与の対象とはならない点は注意が必

要）。	

ケース・スタディー：成熟した小売業 

ペイ・ガバナンスが実施した消費財小売業の成熟企業22社を対象とした相関関係分析

の結果は、企業利益が短期的にも長期的にも株主利益と高い相関性を持っていると言う

Workspanへの寄稿記事での調査結果を裏付ける内容でした。一方、期間を1年に限って見

た場合、売上の伸び、投資利益率、および利益率は株主利益と大きな相関性がないと言

う、一見思いがけない発見もありました。もちろん、過去5年まで遡ると、そのうちの1

年間についてはこれらの指標のほとんどはTSRと高い相関性を持っていますが、1年後と

の相関性は長期に亘る調査期間を通しても特定できませんでした。	

図	11.3	

このような驚くべき結果は何が原因なのでしょうか？概して、株主利益はこれらの成

長指標の増加との相関性が高い傾向がありました。この結果は、これらの小売業者が現

行の成長率を維持することを株主が期待しているだけでなく、現行以上の年間利益率は

企業が前年度の成長率を上回ることが条件であることを示唆しています。	
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更にこの結果は驚くべき点があります。売上成長率と株主利益率は統計学的には相関

関係が存在しないとはどう言うことなのでしょうか？	実は、3年間の売上成長率を3年間

の株主利益率と比較すると相関関係があるのです。年度毎の売上成長率に対し株主は必

ずしも価値を見出さないのです。つまり、短期的には最大の関心事は利益の増大なので

す。しかし、長期的には売上の成長なくして利益の増大はあり得ないのです。効率の高

い売上成長を表す既存店売上の成長においても同様の関係の存在が推測されます。従っ

て、3年間で見た場合の相関関係は各年の相関関係より安定しており、関係も強いのです。	

表 11.4 

業績評価指標と1年TSRの相関性（相関性がR、相関性の良否はR2
で表されます） 

相関性 売上増加 利益増加 投下資本 

利益率 

投下資本 

利益率の増加 

利益率 利益率の増加 

全ての 
1年サイクル 

0.02 0.33 0.03 0.38 0.11 0.32 

2011 0.62 0.55 0.35 0.31 0.51 0.24 

2010 -0.05 0.37 -0.27 0.41 -0.29 0.39 

2009 0.21 0.67 0.60 0.48 0.63 0.56 

2008 0.47 0.89 0.57 0.72 0.12 0.61 

2007 -0.10 0.19 -0.33 0.41 0.00 0.04 

 

表 11.5 

3年平均 の業績評価指標と３ヶ年TSRの相関性 

相関性 売上増加 利益増加 投下資本 

利益率 

投下資本 

利益率の増加 

利益率 利益率の増加 

全ての 
3年サイクル 

0.30 0.53 0.19 0.63 0.15 0.57 

2011 0.51 0.62 0.54 0.20 0.49 0.46 

2010 0.65 0.85 0.63 0.44 0.38 0.58 

2009 0.35 0.74 0.45 0.48 0.46 0.68 

2008 0.39 0.35 0.18 0.13 -0.26 0.02 

2007 -0.16 0.12 -0.29 0.83 -0.05 0.78 

長期インセンティブ制度におけるTSRの役割	

一方、機関投資家が経営者報酬と企業業績の長期的な整合性により敏感になるにつれ、

報酬制度で財務指標を使うだけでは、それが如何に株主利益と相関関係があっても、不

十分である可能性があります。TSRの推移実績に目を配ることは企業にとって重要度が増
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している中、TSRを長期インセンティブ制度の評価指標として採用すべきか検討すること

も重要となります。	

歴史的に、米国企業は長期インセンティブ報酬機会の全額、またはほとんどを株式報

酬（パフォーマンスシェア、ストックオプション、譲渡制限付株式など）で支払ってい

ます。株式報酬の採用は、結果として、支給確定時の株価実績に基づき（TSRの鍵となる

要素）報酬が確定することを意味します。長期インセンティブが、株式で決済されるこ

とにより、期間中の実現可能利益（Realizable	Value）が報酬へ反映され、株主との利

害が一致します。特定の目標達成を条件とするパフォーマンスシェアを利用することで、

経営者は株を受け取るために最低限の目標達成を求められるので、更に株主の利害との

整合性が強化されます。米国企業はTSRをパフォーマンスプランの指標として使用する傾

向が増加しています。結果、パフォーマンスシェアプランであると、株価の上昇は「二

倍の効果」を発揮することになります。	

一定期間中の株価上昇と配当金の再投資からなるTSRは、長期間の結果として企業が株

主に届けられる価値の究極的な尺度でしょう。高いTSRは株主にとってより大きなキャピ

タルゲインをもたらしますし、社員株主には株価の上昇と将来の成功可能性をもたらし

ます。その為、TSRは株主や経営者だけでなく、メディアや議決権行使助言会社にも注視

されています。	

TSRを経営陣の報酬制度に組み込むことにより、報酬委員会は支払われる報酬がTSRの

結果に見合っていると言う安心感を持つことができます。最近の最も一般的なTSRの使い

方は、企業の3年間のTSRを予め決められた対象グループ（通常、特定の同等企業や市場

指標）のそれと比較します。このような相対的TSRの比較は、インセンティブ支給承認の

際に、報酬委員会の間違った意志決定への防止の補助もあると考えられます（低業績に

も関わらず高報酬を支払う報酬委員会による間違った意志決定の防止）。	

TSRは経営者にとってインセンティブとなるのか？	

TSRを利用することで報酬の支払いに強力なプラスの相関関係を持たせることが可能で

ある一方、通常は対象者である経営者にとっては直接的なインセンティブになりません。

一般的に、優れたインセンティブ制度は経営者のモチベーションを上げることを制度の

重要な目標としており、競争力のある報酬機会、当事者が結果を左右できる透明性の高

い指標（「見通しのよさ=	Line	of	Sight」）、適切な目標設定などによりそれを実現し

ます。長期的な業績指標としてTSRを利用した場合、このような当事者の参加意識やモチ

ベーションを下げる結果となります。	

相対的TSRを利用した制度は、経済や市場の状況など、外部要因に大きな影響を受ける
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可能性がある一方、財務や業務の業績結果に影響されるとは限りません。また、相対的

TSRを利用した制度は、比較対象グループの業績を上回る上で自社がどうすれば良いのか

が参加当事者にも株主にも明白ではありません。その為、経営者の参加意識やモチベー

ションを低下させます。その為、米国では、相対的TSRを利用している企業であっても、

多くの場合、その適用を経営トップ層に限っています。	

TSRを利用する場合に検討すべき主要要素	

TSRの利用は浸透し、今や大企業の40％近くが長期業績評価制度において使用していま

す。相対的TSRを利用している企業の多くは長期業績評価制度に財務指標も併用していま

す。具体的な指標としてTSRの浸透は今後も増加が予想されますが、その理由として以下

のものが挙げられます。		

∙	 見た目	

∙	 財務指標や業務指標において、複数年におよぶ目標設定の難しさ	

∙	 年次インセンティブと重複しない財務指標がこれ以外に存在しない	

•	 Institutional	Shareholder	Services	(ISS)は、CEOの業績対報酬の評価

において相対的TSRを主に使用する	

米国ISSは、2012年のCEOの業績対報酬の評価方法で、1年目と3年目の年度末のTSRを選

択した比較対象グループと比較しています。ISSが採用している方式を理解する必要はあ

りますが、企業が自社の相対的TSR制度をデザインする際は比較対象グループを決める上

で自社の直接同業社や類似企業を選択する必要があります。		

長期に亘る業績評価制度にTSRの使用を検討する際、企業は以下の要素を考慮すべきで

す。		

•	 事業戦略	

•	 年度毎や長期のインセンティブ制度に現在使われている財務指標	

•	企業が長期インセンティブ制度に妥当な目標設定ができるかどうか。す

なわち、経営陣、取締役会ともにバランスが取れていると感じる目標

（達成可能性が約50%の「簡単ではないが不可能ではない」に該当する）

であるか。）	

•	 相対的TSRの対象となりうる適切な比較対象グループ企業の存在		

•	 過去の業績と報酬のレベルの一致	
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•	 大株主や他の利害関係者からのクレームなど	

TSR制度設計の際の選択肢	

報酬制度の一部にTSRを組み込むことを決めた場合は、その役割や具体的な使われ方を

決める必要があります。TSRの使い方には多様なアプローチがありますが、通常多くの米

国企業は長期インセンティブ制度の中で相対的TSRを使用しています。	

典型的な相対的TSR制度では、3年間の評価期間の最初と最後の株価、および、期間中

に再投資された配当額を基準に評価を行います。結果として得られた当該企業のTSRを比

較対象企業グループと比較して求められた当該企業のパーセンタイルに基づき報酬の有

無やその金額を決定します。		

以下に異なるTSR制度のそれぞれの利点と欠点をまとめます。	

•	 相対TSR:企業のTSRを選ばれた特定企業グループのTSR業績と比較します		

•	 絶対TSR：企業のTSRを業績評価期間の最初に定めた業績目標と比較しま

すが、他企業のTSR業績は考慮しません	

•	 相対TSRと絶対TSRの両方	

•	 TSR	による調整：財務指標や業務上の指標で決められて報酬額の調整を

TSR	業績に基づいて行う	
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表 11.6 

TSR制度の種類 利点 欠点 

相対TSR 報酬額は比較対象企業

との相対的TSR相応 

複数年度に亘る内部目

標の設定が不要 

多くの場合、ISSの支持

やSay-On-Payの賛同得

票が得られる 

何らかの保護機能がな

い限り、企業の絶対TSR

がマイナスでも多額の

報酬支払いが発生する

可能性がある 

絶対TSRの業績に比べ報

酬が過不足する可能性

がある 

経営者にとっての「見

通し」が限定的 

業績評価機関の最後で

報酬額が大幅に変動す

る可能性がある 

絶対TSR 企業の実際のTSRと報酬

額が相応 

TSRがマイナスなら報酬

はゼロ 

経営者にとっての「見

通し」は比較的良い 

適切な絶対TSR目標の設

定が難しい 

相対比較の要素がない

為、市場全体のTSRの業

績によっては、報酬額

が過不足する可能性が

ある 

ほとんどの場合、ISSの

支持を得る助けにはな

らない 

相対TSRと絶対TSRの

組み合わせ 

実際のTSRと相対TSRの

両方に対応した報酬額 

TSRがマイナスなら報酬

はゼロ 

ISSの支持やSay-On-Pay

の賛同得票を得る上で

プラスに働く可能性が

ある 

適切な絶対TSR目標の設

定が難しい 

複雑と受け止められる

可能性がある 

経営者にとっての「見

通し」は多少限定的 
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TSR による調整 経営者にとっての報酬

額に対する「見通し」

は比較的良い 

最終的報酬額は相対TSR

の要素を含む 

複雑と受け止められる

可能性がある 

財務指標の目標設定次

第では業績と報酬額の

整合性が悪くなる可能

性が残る 

TSRを使用しているにも

関わらず、ISSや株主か

らはその点に関し正当

な評価をされない可能

性がある 

 

各企業の状況によりこれらの選択肢の中で企業のニーズや目的に合うものとそうでも

ないものがあります。企業がTSRを使うか否か、あるいは、どのような長期インセンティ

ブ制度にするのかは、各企業の主要目的、他のインセンティブ制度に使用されている業

績指標など他の要素を考慮する必要があります。			

結論 

TSRを業績指標に使用した場合、極めて深刻且つ両立不可能な難しい次のような状況を

作り出します。それは、報酬とTSR上昇結果の強く反映する一方、自社や比較対象企業の

株価に直接影響を及ぼせない経営者のモチベーション低下をもたらすのです。企業はイ

ンセンティブ制度の指標としてTSRの利用やその比重の変更を検討する際、長期的な株主

利益の創出を目的として作り上げる制度が、一方で有能で真剣に仕事に取り組む経営陣

に、モチベーションを持って自社に留まってもらうと言う重要な目的とバランスが取れ

るよう気をつける必要があります。	

突き詰めると、相対的TSRとは、当事者に対する報酬制度の効果を上げるよりも、経営

者報酬制度の見栄えを良くする目的で使われる要素の方が強いからです。報酬と業績の

整合性を高め、外部からの批判の可能性を最小限に抑えるため企業が経営者報酬制度の

見直しを続ける限り、相対的TSRの利用は増え続けるでしょう。しかし、このような制度

の利用が増加する最大の理由は、上記の後者の理由、つまり、外部の目、特に議決権行

使助言会社なのです。なぜなら、TSRは行動と結果の直接的な結びつき（「見通しのよ

さ」）が弱いため、純粋な意味でのインセンティブとしてはあまり効果的ではないので

す。幸いなことに、長期的にTSRと高い整合性を持つ業務上や財務上の正しい指標を選び、

且つ、役員による自社株保有を高めることで、経営者と株主の利害を長期に亘り一致さ
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せることは可能なのです。	

(以上) 
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