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ズによると、S&P500指数構成銘柄全体の「総還

日本株式市場で高まる ROE 重視の潮流

元性向（配当と自社株買いの合計金額を純利

日本株式市場でROE（自己資本利益率、純

益で割った比率）」は、足元で90％を超えた水

利益÷自己資本）を重視する流れが定着しつ

準にある。

つある。その背景には、主に以下のような要因

＜

があると思われる。

S&P500

総還元性向

の推移

＞

％

350

・安倍政権がROEの向上を成長戦略の重要な

2007/10-12期： 純利益が急減

300

金融危機以降、S&P500全体の「総還元性向」は
徐々に回復、現在はほぼ100％に近い水準にある。

250

要素として取り上げたこと

200

・金融庁が「日本版スチュワードシップ・コード」

150

を策定、「企業に対し資本を生かして成長を促

50

す責任が機関投資家側にある」としたことで、資

-50

100
92.6

0
-100
2007

本効率の向上や企業統治を重視する投資姿

2008/10-12期： 純利益が赤字転落
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

（期間：2007年1-3月期～2014年10-12月期）

勢が投資家の間で一段と広がる見通しとなった

年

出所： S&Pダウ・ジョーンズ・インディシーズを基に東海東京調査センター作成

昨年6月、金属加工機械メーカーのアマダ

こと
・ROEや企業統治を重視して構成銘柄を選ぶ

（6113、現アマダホールディングス）が、2014と

「JPX日経インデックス400」がスタートし、投資

15年度の2年間の純利益を全額株主還元に充

家の中でこれを運用の物差しとする動きが広が

てる（配当と自社株買いを半々）と発表して注

ったこと など

目を集めたが、米国ではS&P500全体がそれに
近い株主還元を行っていることになる。

ROE 向上に向けた株主還元強化の動き

本来であれば、本業への投資や賃上げなど

利益の拡大が、ROE向上の王道ではある。し
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強化だ。剰余金を株主還元として払い出すこと

日本と米国のROEに大きな開きがあること

で、自己資本を減少させてROEのさらなる改善
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実際、米国の企業の多くは株主還元に非常
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に積極的だ。S&Pダウジョーンズ・インディシー

2000年以降の両国のROEの推移を見てみる

1 / 3

平成 27 年 5 月 29 日
と、S&P500（米国）のROEはTOPIXを恒常的に

ではない）といった点も挙げられよう。もちろん、

上回っており、かつ足元では約2倍の水準にあ

日本が長くデフレ環境下にあったこともその一

ることがわかる。

因であろう。
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出所： ブルームバーグデータを基に東海東京調査センター作成（期間：2000年1月～2015年4月）

こうした日米間の ROE の大きな差は何に起

に蓄積されにくくなるなど、問題点は少なくない。

因するのだろう か?それ を 理解するため に、

日本としては、値上げによる適正な利潤の確

ROE を分解（デュポン分析）することで日米比

保や（脱デフレで可能に）、事業のスリム化・効

較を行った結果が以下の表だ（2015/4 の数

率化（選択と集中）、利益率の高い海外市場へ

値）。

の進出、さらにはグローバル・スタンダード（世
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ROE のデュポン分析
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界標準）を狙えるような新たな製品・サービスの
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展開などが不可欠となろう。
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日米の企業文化の違いを考慮すれば、米国

日本（TOPIX)

7.5（％） ＝

4.4（％）

×

0.3（回）

×

5.7（倍）

の ROE の水準に追いつき追い越すことを目標

9.9（％）

×

0.3（回）

×

5.2（倍）

とするのではなく、まずは利益率の向上に取り

米国（S&P500)

15.5（％） ＝

組んだ結果として、日本企業の ROE 水準を着

出所）ブルームバーグデータ、2015年4月末、四捨五入のため両辺は必ずしも一致しない

このように、日米の ROE の差は利益率の差

実に切り上げて行くことが重要だろう。

でほぼ説明できることがわかる。この利益率の

（長田 清英）

差の要因の一つとして、TOPIX の主力銘柄（時
価総額上位銘柄）に製造業に属する企業が多
いことが挙げられる。製造業は装置産業である
ため、サービス業と比較して設備投資等に要す
る費用負担が大きく、利益率が相対的に低い。
例えば、トヨタ自動車の売上高純利益率が 8.0
％（2015 年 3 月期）であるのに対し、米アップ
ルは 21.6％（2014 年 9 月期）と、同じ超優良企
業でありながら、利益率に大きな格差が生まれ
ている。その他の要因として、米国企業が比較
的容易に人員カットなどを通じたコスト削減をす
ることができる（日本の場合、人員削減は容易
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