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 特別寄稿　コーポレート・ガバナンスとその基礎知識

　「コーポレート・ガバナンス」の登場

　 バブル経済が崩壊した後，1990年代半ば以降，違法ま

たは企業倫理に反するさまざまな企業不祥事が続発した。

大和銀行NY支店不正取引による巨額損失（1996），総会

屋への利益供与（97），山一證券の自主廃業（98），雪印

乳業集団食中毒事件，三菱自動車クレーム隠し（2000），

雪印食品牛肉偽装事件（02），西武鉄道虚偽記載事件（04），

ライブドア証取法違反（06）などである。

　また米国でもエンロン事件（2001）や，ワールドコ

ム社事件（2002）などの粉飾事件の発生を受けて，企業

改革法（サーベンス・オックスリー法：SOX 法）が成立

し，決算書の信頼性を確保するための内部統制報告の導

入などを中心とする改革が行われ，世界的に「コーポレー

ト・ガバナンス」に注目が集まる結果となった。最近で

も2011年には日本で，オリンパス事件や大王製紙事件な

どが発生したことは記憶に新しい。

　ここで言われている「コーポレート・ガバナンス」とは，

「企業統治」と訳されるが，日本では定まった定義はなく，

学者によっても幅広くとらえられている。あえて言うな

らば，「不正行為の防止（健全性）及び収益性・競争力の

向上（効率性）の 2 つの視点から，どのような形で『企

業経営や経営者を監視・規律する仕組み』を設けるかと

いう問題」である。

　全てのお金の出し手である出資者 (株主 ) が，同時に経

営者であるような会社の所有と経営が未分離な状態では，

自身の資金を自身が管理し，自身の事業に投下している

ためコーポレート・ガバナンスの問題は起こりにくい。

　しかし，現代の株式会社制度においては，通常，所有

と経営が分離している。すなわち資本の出資者 (株主 ) が

会社を所有し，株主が選任した経営者に経営を委託し，

経営者が，出資を受けた金を使って事業を行う。そして

経営者は株主に分配する利益を最大化するように経営を

行っている。しかし株主と経営者の利害は必ずしも一致

しない場合がある。たとえば，利益を生まない案件に過

剰投資をしたり，マイナス情報を隠蔽して保身行動をとっ

たり，余剰資金を配当せずに抱え込んだりといった，経

営者が「株主の利益に反するような意思決定」を行う可

能性がある。また，これらの経営情報は，経営を任され

た経営者側で発生し，株主は十分な情報を持たないといっ

た情報の非対称性の問題がある ( 経営情報は，ガバナン

スをする際の重要な判断材料となるものでディスクロー

ジャーの問題である )。

　これらの株主の利益に反する企業行動の問題解決のた

め，依頼人である株主の利益が守られるよう，代理人で

ある経営者を「監視，規律する」ための制度として，コー

ポレート・ガバナンスが必要になってくる。

　「会社は誰のものか？」

 　コーポレート・ガバナンスの議論は，「会社は誰のもの

か ?」「誰が会社の主権を持ち，誰が会社を統治するか？」

といった企業の主権論と結びつくことが多い。

　企業の主権論も幅広い議論が行われているが，つぎの

3種類に大別できると考える。また各国のコーポレート・

ガバナンスの仕組みは，非常に多様性に富み，かつ各国

の会社法制度，経済・社会慣行，産業の発達の仕方，金

融制度，市場の特徴など，さまざまな要因に影響される。

　第 1は，会社は「株主」のものであり，会社の主権を

持つ株主が経営者をチェックするという考え方である。

　株主は，会社の事業を行うのに不可欠な会社にとって

は返済義務のない「資本」を会社に提供しているうえ，

会社の事業が失敗すると大きなリスクを被るなど，長期

に渡り会社にコミットしている。株主は，取締役の選任

権によって経営を経営陣に委託して，株主が主権を持ち

経営を統治しているのである。

　日本の会社法をはじめ，ほとんどの国の会社法では，

株主に主権があり最終的な責任と権利を持つという考え

方をベースとしている。特にアメリカでは，法制度や仕

組みでも実態でも株主主権の考え方が基本である。

　この第 1 の考え方は，次の第 2 の考え方を含めて狭義

のコーポレート・ガバナンスの考え方のベースになる。

　第 2は，「株主」に加え「従業員」も主権を持ち，会社

を統治するという立場である。

　会社の真の競争力の源泉は，資本に加えコミットして働

く従業員の知恵やエネルギーであるという考え方をベー

スにしている。会社にとって本源的な経営資源といえる

のは「資本」と「労働」であり，それらを提供する株主

と従業員は，ともに長期に企業にコミットして運命を共

にしており，株主と従業員が主権を有し会社を統治する

のである。

　ドイツの株式会社のガバナンスの仕組みが，この考え方

に基づいて作られている。たとえば，ドイツのフォルクス

ワーゲン（Volkswagen）社のガバナンスの仕組みを見る

 （東京証券取引所 CSR 推進部，上智大学法学部非常勤講師）榊原 宏司



と，株主総会で株主代表の10名と，

ワーゲン，アウディ，ポルシェな

どグループ企業の従業員代表の 10

名からなる監査役会 (Supervisory 

Board) を選任することとなってい

る。従業員代表の 10 名が含まれ

ているところが特徴である。この

監査役会が業務を執行する取締役

を選任し，かつ監督をするという

仕組みである。また日本では，法

的な仕組みは別として，特にかつての「日本的経営」は，

実態的には株主と従業員が主権を持つと論じられること

もある。

　第 3は，「株主」，「従業員」に加えて，「その他のステー

クホルダー」も会社の主権を持ち，会社を統治するとい

う考え方である。

　近年における企業環境の変化によって，従来以上に幅

広いステークホルダーを意識することが，企業経営に求

められるようになったためである。そして企業の社会的

責任 (CSR=Corporate Social Responsibility) の概念を取り

込み，CSR によって経営を規律付けていく広義のコーポ

レート・ガバナンスが重要であるという考え方がベース

にある。ここで「CSR」について少しふれよう。

　社会貢献活動，文化等の活動支援，ボランティア活動

などが事例として知られており，狭義の理解が散見され

るが，実際にはもっと広い概念であり，多くの機関がCSR

のガイドラインを出している。

　まず国際的に代表的な CSR 憲章としては，1999 年の

世界経済会議でアナン国連事務総長（当時）が提案した

人権，労働条件，環境の3種類 10原則をその内容とする

「Global Compact」がある。また，企業がCSR報告書を作

成するときのガイドラインとして世界的な標準になって

いる「GRI(Global Reporting Initiative)」では，CSRを持続

可能性という観点で，「経済」( 事業による経済的価値の

創出と分配，顧客・取引先・従業員・出資者との直接的

な経済的影響 )だけではなく，「環境」(エネルギー，排出

物，製品，法の遵守等 )，「社会」(労働，人権，社会的公正，

製品責任 ) をも含めた 3 つのボトムラインで企業を評価

するとしており，CSR として取り組む事項と開示すべき

CSR情報の指標を示した。GRI は，本業の遂行におけるプ

ロセスで守るべきCSRを示したものである（右上表参照）。

年金基金など公的資金の運用で，CSRを評価した投資(SRI=

社会的責任投資 )も広がっている。

　実務では，例えば食品会社であれば，安全で有用な食

品を消費者に提供するというように，「本業の着実な遂行」

こそが会社の社会的責任であるとの考え方も強い。

　次に「ステークホルダー」とは何かを確認しよう。

　企業に直接的・間接的な利害関係を持つ者を指し，投

資家，従業員，銀行・債権者，顧客，取引先，地域・環境，

社会，政府・行政などがこれに該当する。

　戦後の日本企業のステークホルダーとの関係を見ると，

特定の個人・集団との関係を強化・維持し，顧客に経済

価値を提供することで利益を追求する関係を作ってきた。

それぞれの集団との関係の特殊性は，かつて「日本的経

営」と言われた。労働市場を例にとると，終身雇用，年

功序列賃金，企業別労働組合に特徴づけられた。ところ

が，バブル崩壊後，ステークホルダーにおける特定の個

人・集団との関係は，徐々に崩れていき，変容していっ

た。労働市場を例にふたたび考えれば，雇用形態の多様化，

成果主義の導入などがある。またインターネットの普及

を背景に情報発信する一般市民などの新たなステークホ

ルダーも登場し，変化への対応が企業に求められた。

【例】株式会社とステークホルダー【例】株式会社とステイクホルダー

（例）○×電機（株）
電機事業
企業の

グローバル化

価値観の多様化
（価値以外の価値）
海外事業展開

顧 客
（消費者）

長期取引条件
サプライチェーン
取引先の系列化

取引先
（仕入先）

経済産業政策
監督官庁・規制緩和
他国より高い法人税
ＴＴＰ

政 府
行 政
国 民

直接金融
株式持合い解消、
モノ言う株主…

投資家
（株主等）

インターネット普及
情報発信する不特定多数の
一般市民

社 会

企業の資金操りを負債・
資本両面で支える
「メインバンク」

債権者
（銀行等）

社員中心の雇用
（終身雇用、年功序列、企業別労働組合）
　→雇用の多様化・成果主義

作業員

コミュニティー関係
環境に配慮した経営

地 域・環 境

GRI における CRS 概念 ( 企業が開示すべき CSR 情報 )

報告分野 具体的な報告事項

経
済

経済パフォーマンス 事業による経済的価値の創出と分配 , 気候変動の財務上の影響
市場での存在感 最低賃金との差 , 地元サプライヤーへの支出 , 現地採用の管理職
間接的な経済的影響 公共のために提供した投資・サービスとその影響

環
境 環境パフォーマンス

原材料 , エネルギー , 水 , 生物多様性 , 廃棄物・排水 , 製品・サービス
環境法令の遵守 , 輸送 , および環境保全目的の支出・投資

社
会

労働 雇用状況 , 労使関係 , 労働安全衛生 , 研修・教育 , 多様性と機会均等

人権
人権配慮の調達 , 差別対策 , 結社の自由と団体交渉の権利 , 児童労働
強制労働 , 先住民の権利

社会的公正 地域への影響 , 不正行為 , 政治献金 , 非競争的行為 , 法令遵守
製品責任 顧客の安全 , 製品・サービス情報 , 広告・宣伝 , 顧客情報の保護

(GRI「サスティナビリティ・リポーティング・ガイドライン ( 第 3版 )」2006 年 )
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　コーポレート・ガバナンスとその基礎知識

　第 3 の考え方において，その他のステークホルダーは

外部者として企業に影響を与えている。これに対し企業は

ステークホルダーを意識した経営を行い，戦略的にステー

クホルダーとの関係を再構築する必要がでてきたのは事

実である。しかし，特に経営の意思決定をする経営者を

監視・規律するという狭義のコーポレート・ガバナンス

を考えた時には，株主や労働者と異なり，その他のステー

クホルダーは，あくまでも外部者であり，企業の主権を

持ち経営を監視しているとまでは言えない。関係する利

害関係者全員のチェックは，全員の無責任になりがちで

あると批判される。その他のステークホルダーは企業の

本源的な資源である資本と労働を提供していないし，長

期的にコミットもしていないし，企業の事業成否により

大きなリスクも被らないというのがその理由である。

　以降，上記の考え方の共通項である株主主権を取り上

げ，経営者の株主を軽視した行動によりおこる株主の不

利益を規律する考え方を中心に考える。

　コーポレート・ガバナンスの方法

　コーポレート・ガバナンスは，株主が，不正防止と効

率性の観点から，企業経営・経営者を監督・規律するこ

とであるが，その方法としては，株主が仕組み・制度を

利用して経営者を統治する「モニタリング」と，株主と

経営者との間の利害を一致させ，経営者に業績連動型報

酬・ストックオプション（自社株を経営者や従業員に購

入する権利を与えること）を与え，株主のための自己統

治をさせる「インセンティブ」という方法に大別される。

　前者のモニタリングには，総会・取締役会・監査役な

ど影響力のある機関が存在し，その発言が経営者への警

告と牽制になる「機関志向のガバナンス」と，業績不振・

問題をおこした企業について株主が株式を売却し株式市

場から退出することにより，企業価値や信用が下落する

といった株主のプレッシャーを利用する「市場志向のガ

バナンス」がある。

　会社の仕組みとガバナンス

　ここで，経営監視の中心的な役割を果たしている，以

下のような株主の権利や，会社の機関・仕組みを通した

ガバナンスについてふれたい。特に，不特定多数によっ

て株式が所有されることを前提とする上場会社において，

個々の株主によるガバナンスは弱く，コーポレート・ガ

バナンスの有効性を高める「仕組み」の必要性は高い。

◆株主の権利とガバナンス

　株主の権利には，配当金を受け取る権利をはじめとす

る「自益権」と，会社の経営に参与することを目的とす

る「共益権」があるが，ガバナンスの面では後者の共益

権による会社のチェックが重要である。

　共益権には株主総会における「議決権」と，取締役の

業務執行等の会社の運営を「監督是正する権利」がある。

　まず，株主は，株主総会における「議決権」によりガ

バナンスを行うことができる。株主総会は，最高意思決

定機関と説明されるが，取締役会を有する上場会社では，

主に次の4つの基本的事項を株主総会で議決する。

　第1に，取締役・監査役の選任・解任 (経営陣に経営を

委託し，または不健全な経営陣を退陣させる )。

　第 2に，定款変更やM&Aなど会社の基本的変更。

　第3に，配当など株主の利益に関する事項。

　第 4 に，取締役の報酬決定など取締役にゆだねると株

主利益が害される恐れのある事項。

　次に，「監督是正権」には，代表訴訟提起権など数多く

のものがある。これは，株主に議決権だけを認めて，経

営の監督は取締役・監査役等による監督・監査と，取締

役の責任にゆだねるだけでは不十分であり，株主にある

程度の監督是正権を認めた方が合理的であると考えたた

めである。

◆会社の機関によるコーポレート・ガバナンス

　会社には，前述の株主総会のほかに，取締役，取締役

会などのさまざまな会社の機関があり，会社の機関を通

して経営者に対する監督・規律が行われる。上場会社では，

会社の機関構成は以下の 2 つのタイプがある。どちらの

タイプを選択するかは会社の任意である。

　まず従来型の機関構成であるが，基本事項を決定する

株主総会に加えて，取締役・取締役会・代表取締役，監

査役会，会計監査人の機関を持つタイプである（図1）。

　業務執行については，取締役が，基本的事項以外の会

社経営に関する事項の決定と執行を行い，取締役全員で

取締役会を構成し，会社の業務執行に関する意思決定を

行うとともに，代表取締役を選定して，業務を執行し，対

外的に会社を代表する。このタイプでの，ガバナンスの

仕方は，まず，取締役会において各取締役を相互監督する。

特に取締役会が代表取締役を解職する権限をもつ点が重

要である。次に，監査役が取締役の職務の執行を監査する。

さらに，公認会計士等の会計監査人により会社の決算書

の監査が行われる。従来型の会社の機関では，取締役は，
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業務執行と監督の 2 つの職務をしている点が次に紹介す

るタイプの機関構成と異なる。

　2 番目のタイプの機関構成は，2002 年の商法改正以降

導入された「委員会設置会社」と呼ばれるものである (図

2)。

　株主総会に加え，取締役・取締役会・代表取締役，監査・

報酬・指名の 3 委員会，執行役等からなり，「業務の執

行と監督が制度的に分離されていること」が特徴である。

業務の執行は，執行役により行われ，業務の意思決定も

通常は大幅に執行役にゆだねられる。他方，監督面であ

るが，まず取締役会では，基本事項の決定，3委員会メン

バーの選定・監督，執行役の選任・監督が行われ，取締

役会の機能は，監督が中心的になっている。この点で上

記の従来型とは異なる。さらに 3 委員会のうち監査委員

会が執行役等の職務執行の監査を行うことによってガバ

ナンスが行われる。また，上記の従来タイプと同様に会

計監査人により決算書の監査が行われる。

　以上は，典型的な会社の機関構成であるが，例えば従

来型の機関構成に執行役を組み合わせることなども可能

である。また両タイプとも社内での監督機能には限界が

あることから，社外取締役にガバナンスを期待する考え

は，諸外国の流れとなっている。

　企業の不正行為を防止して健全な経営を行い，収益性・

競争力を向上させ効率経営を実現するという良質な経営

を引き出すためには，株主の権利行使を保護し，経営行

動を監督する仕組みが重要である。しかしいくら良い

仕組みがあっても，企業不祥事を完全に防止するのは限

界がある。経営者の高い企業倫理感，企業の社会的責任

(CSR=Corporate Social Responsibility) の履行，コンプライ

アンス (法令遵守 )意識といったことが大前提となる。ま

た業績不振企業で多くの企業不祥事が発生している点を

考えると，効率的な経営を行い業績の良い健全経営を行

うことが重要となる。

図 1

図 2

ガバナンス
議決権
株主是正権

◆従来型の会社の機関
株主総会・株主

代表取締役

取締役取締役

取締役 取締役

監査役

取締役の職務の
執行を監査

取締役会

監査

会計監査人

相互監視によるチェック
代表取締役を解職する権利

ガバナンス
議決権

監督是正権

◆委員会設置会社
株主総会・株主

代表執行役

執行役

執行役

執行役

指名委員会

業務の執行 監　督

取締役の選解任議案

ただし取締役が
執行役を兼任する
ことができる

監査委員会 会計監査人の選解任

報酬委員会 執行役等の報酬を決定

監
督
機
能
が
中
心

監査

執行役の
職務執行を監査

業務の執行と監督が制度的に分離

会計監査人

代表取締役

取締役取締役

取締役 取締役取締役会
①基本事項の決定
②委員会メンバーの選定・監督
③執行役の選定・監督
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2012年の米大統領選挙
◆大統領選挙の動向
　2012年11月6日(第
一月曜日の次の火曜日 )
に，4 年に一度のアメ
リカ大統領選挙が行わ
れる。
　夏に各党が全国大会
を開き，代議員の過半
数の支持を得た候補者
がそれぞれの政党の大
統領候補者となっている。民主党は再選を目指すオバマ
大統領，共和党は前マサチューセッツ州知事のロムニー
氏が指名され，それぞれの副大統領候補も指名された。
大きな争点としては，オバマ大統領のかかげた医療保険
制度改革をはじめとする，富の再分配を強めた公平な社
会の実現か，実業家でもあるロムニー候補の主張する，
建国以来の価値観である自由な競争社会への回帰か，で
ある。これからが選挙戦の本番である。
◆大統領選挙のしくみ　大統領選挙人を選挙する一般
投票日は前述のとおり決まっている。大統領選挙人の数
は各州の上下両院議員数（100 ＋ 435 名）と同じで，こ
れにコロンビア特別区が 3 名あてられていて，合計 538
名である。一般選挙は州単位で行われる。
　投票用紙は，一般に，各党の大統領候補者とその候補
者を支持する選挙人候補者の名前がひとまとまりで示さ
れており，投票用紙に有権者が丸印をつけて投票する。
この一般投票で一票でも多くの得票があった候補がその
州の選挙人をとることになる。いわゆる「ウイナー・テ
イク・オール」(勝者総取り )である。したがって，カリフォ
リニア州 (55 名 ) のように選挙人の数が多い州をおさえ
ることが欠かせない。また，州によっては総取り方式で
はなく得票数に応じて選挙人を配分するところもある（ネ
ブラスカ州とメイン州）。
　事実上決まっていることにはなるが，選挙人による投
票は 12 月第二水曜日の次の月曜日に行われ，各州の選
挙人は各州の一般投票で最も得票の多かった候補者に投
票する。この投票は，翌年の 1 月 6 日上下両院合同会議
で開票され，大統領が誰になるかが確定する。

選挙人の各州への配分

社会保障と税の一体改革関連法とは
◆一体改革によってめざされるものとは
　戦後 65 年以上の年月を経て，日本の社会や経済は，そ
の構造やしくみなどが大きく変化してきている。とくに，
人口の少子高齢化の急激な加速や雇用環境における非正
規雇用の増大，長期にわたる経済の停滞など，日本の財
政を支える環境が大きく揺らいでいるといえよう。さら
に，このまま現状の制度がつづけば，社会保障費の増大が，
大きく国の財政を圧迫していくこととなる。
　このような状況の変化に対応させるため，社会保障制
度を抜本的に見直し，経費の効率化を進めるとともに，
あわせて，新たな財源（租税の徴収）を手当てする施策
がたてられたのである。
◆一体改革法の成立
　2012 年 8 月 10 日，9 月 8 日まで延長された国会日程
のなか，注目の，社会保障と税の一体改革法案が，参議
院で可決成立した。6 月 26 日に衆議院本会議で，民主，
自民，公明 3 党と，国民新党，たちあがれ日本などの賛
成多数により可決され，参議院に送付されていた。
　「社会保障と税の一体改革関連法」としてこの日成立し
た包括される法は以下の 8 つ。
　【改正消費税法】　【改正地方税法・地方交付税法】
　【年金機能強化法】　【被用者年金一元化法】
　【子ども・子育て支援法】　【改正認定こども園法】
　【子ども・子育て支援整備法】　【社会保障制度改革推進法】
　中心になるのは改正消費税法である。安定した税の徴
収が見込める消費税が，一律に引き上げられることにな
るが，これによって増える税収分はすべて，社会保障費
として使われることになっている。
　本来，社会保障と税の「一体改革」であるはずではあ
るが，上記のように，今回の関連法ではあくまでも「税収」
面が先行されており，民主党がマニフェストで示したよ
うな社会保障関連の抜本対策は，国民会議設置による議
論に先送りされている状況である。目先きの財政対策だ
けでなく，増収分の使い途や管理を含め，早い段階での
制度見直しが求められているといえるだろう。

◆社会保障・税一体改革関連法のポイント

消
費
税
率
引
き
上
げ

消
費
税

税率引き上げの
額と幅 2014.4 に 8%→ 2015.10 に 10%

低所得者対策

8%導入以降 ,「簡素な給付措置 ( 現金 )」
や「軽減税率 ( 食料品など )」を検討
10%導入以降 ,「給付 ( 現金 ) 付税額控除」
や軽減税率について併記

景
気
増税は景気好転が条件。「名目 3%, 実質 2%」の成長が努力
目標

社
会
保
障
関
連

年
金

低所得の受給者 15.10 から保険料納付実績に応じて最大5,000 円の加算

短時間労働者 16.10 から月収 8.8 万円以上の 25 万人を
対象に厚生年金の適用を拡大

子
育
て
幼保一体化 幼稚園と保育所の機能を持つ「認定こど

も園」を拡充

一
体
改
革

「社会保障改革に関する国民会議」の設置。最低保障年金の創
設や後期高齢者医療制度の廃止はそこで議論

共済年金と厚生年金の一元化
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◆2012（平成24）年度予算
　2012（平成 24）年度予算の基本方針については，東
日本大震災からの復興，経済分野のフロンティアの開拓，
分厚い中間層の復活，農林漁業の再生，エネルギー・環
境政策の再設計の 5 つの重点分野を中心に，日本再生
に全力で取り組むこととされた。あわせて，地域主権改
革を確実に推進するとともに，これまでの予算について
の見直しをさらに行っていくことである。
　これに沿ったかたちで，2012 年度の一般会計予算の
規模は，90兆3,339億円（前年度当初比2兆777億円減）
となり，国債費 21 兆 9,442 億円をのぞいた基礎的財政
収支対象経費は68兆 3,897億円（同2兆4,728億円減）
となった。
　歳入面では，租税・印紙収入については，税制改正
を予定しているものの 42 兆 3,460 億円（同 1 兆 4,190
億円増）を見込んでおり，その他収入は 3 兆 7,439 億
円（同 3 兆 4,427 億円減）を見込んでいる。新規公債
発行額は 44 兆 2,440 億円で，うち，建設公債で 5 兆
9,090 億円，特例公債（赤字国債）で 38 兆 3,350 億円
を発行する。公債依存度は 49.0％となる見込み。
　国の一般会計ベースの基礎的財政収支（プライマリー
バランス）の赤字は 22.3 兆円となって，前年度をやや
下回った（『2012 資料政治・経済』本文 p241 資料 3，『2012 資

料現代社会』本文 p.196 資料 2 の更新資料）。
　さらに，一般会計予算には組みこまれていないが，東
日本大震災からの復興については，復興債の償還を適切
に行うため，特別会計が創設され，3 兆 7,754 億円が計
上されている。
◆国と地方の長期債務
　国及び地方の長期債務は，国債と一般会計，特別会
計，地方公共団体の長期債務などを合わせたものである。
国債は建設公債残高（247 兆円）と特例公債残高（450
兆円）をあわせた，普通公債の残高で 709 兆円となり，
国民１人あたり約 554 万円にものぼる。その他特別会
計などを合計すると国の長期債務残高は 739 兆円程度
になる。さらに，地方債をはじめとする地方の長期債務
は 200 兆円程度にのぼり，国と地方の長期債務を合計
すると 940 兆円程度に達する。これは，2012 年度の
GDP（政府見通し，479.6 兆円）の 196％にもあたる。
◆2012年度の財政を家計にたとえてみよう
　わが国の財政事情を，もう少し実感しやすいように，
月収約 40 万円（下表注を参照）の家計簿にたとえてみ
よう。つねに借金でまかなう家計は大きくローン残高が
かさんでいる。財政の健全化への改善策が求められる。

2012年度予算　－日本の財政状況－

（『財政金融統計月報』2012.5　予算特集号より）

   

  2012年度財政状況   1 か月分の家計にたとえると

 税収＋税外収入 a 46.1 兆円   1 世帯収入  a 約 40万円

 　 国債費  b 21.9 兆円  　  ローン元利支払い b  約 19万円

 　 基礎的財政収支対象経費 c 68.4 兆円  　  家計費 c 約 59万円

 　 うち地方交付税等 16.6 兆円  　  うち郷里への仕送り 約14万円

公債金収入＝借金    
　　　　　a－ (b+c)

44.2 兆円   不足分=借金 
　　　　a－ (b+c)

約 38万円

 公債残高 709兆円  ローン残高　　 約7,382万円

（注）1世帯収入は，2004年の厚生年金・国民年金の財政再計算によるモデルケース
を参考に算出。他の項目は1世帯月収の国の税収・税外収入に対する比率により算出。

わが国の財政を家計にたとえたら　 （財務省予算資料より作成）

揮発油税 26,110(2.9)
酒 税 13,390(1.5)
相続税 14,300(1.6)
たばこ税 9,450(1.0)
関 税 9,100(1.0)
石油石炭税 5,460(0.6)
印紙収入 10,320(1.1)
その他税収 3,940(0.4)
自動車重量税 4,170(0.5)

その他

所得税

消費税

建設公債

特例公債

公債金
収入
442,440
(49.0) 383,350

(42.4)

59,090
(6.5)

96,240
(10.6)

その他収入
37,439
(4.1)

423,460
(46.9)

134,910
(14.9)

104,230
(11.5)

法人税
88,080
(9.8)

一般会計
歳入総額
903,339
(100.0)

基礎的財政収支
対象経費

地方交付税
交付金等

国債費

社会保障

一般会計
歳出総額

文教および科学振興
54,057(6.0)

公共事業
45,734(5.1)

263,901
(29.2)

903,339
(100.0)

683,897
(75.7)

165,940
(18.4)

債務償還費
120,896
(13.4)

利払費等
98,540
(10.9)

219,442
(24.3)

その他
107,127
(11.9)

治水治山 6,596(0.7)
道路整備 10,202(1.1)
住宅都市環境 4,197(0.5)
公園水道廃棄物等 1,268(0.2)
農林水産 4,089(0.5)
港湾空港鉄道 3,369(0.4)
推進費等 886(0.1)
災害復旧 730(0.1)
社会資本 14,395(1.6)

義務教育 15,575(1.7)
科学振興 12,943(1.4)
文教施設 601(0.1)
教育振興 23,558(2.6)
育英事業 1,380(0.2)

生活保護 28,319(3.1)
社会福祉 38,746(4.3)
年金医療介護保険給付
 190,845(21.1)
保険衛生 3,788(0.4)
雇用労災 2,204(0.2)

防衛関係費
47,138
(5.2)

歳入
＜単位　億円（％）＞

2012年度予算（当初案）の項目別歳入と歳出

歳出

恩給 5,712(0.6)
経済協力 5,216(0.6)
食料安定供給 11,041(1.2)
エネルギー対策 8,202(0.9)
中小企業対策 1,802(0.2)
その他の経費 57,047(6.3)
経済危機対応・
地域活性化予備費 9,100(1.0)
予備費 3,500(0.4)
復興特別会計繰入 5,507(0.6)

地方交付税交付金
161,113
(18.2)

4,620
(0.5)

地方特例交付金

租税および
印紙収入
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第１回 75.11 ランブイエ（仏） ジスカールデスタン仏大統領 三木首相 

第２回 76.6 サンフアン（プエルトルコ） フォード米大統領 三木首相 

第３回 77.5 ロンドン（英） キャラハン英首相 福田首相 

第４回 78.7 ボン（西独） シュミット西独首相 福田首相 

第５回 79.6 東京（日本） 大平正芳首相 大平首相 

第６回 80.6 ベネチア（伊） コシガ伊首相 大来外相 

第７回 81.7 オタワ（加） トルドー加首相 鈴木首相 

第８回 82.6 ベルサイユ（仏） ミッテラン仏大統領 鈴木首相 

第９回 83.5 ウィリアムズバーグ（米） レーガン米大統領 中曽根首相 

第 10 回 84.6 ロンドン（英） サッチャー英首相 中曽根首相 

第 11 回 85.5 ボン（西独） コール西独首相 中曽根首相 

第 12 回 86.5 東京（日本） 中曽根康弘首相 中曽根首相 

第 13 回 87.6 ベネチア（伊） ファンファーニ伊首相 中曽根首相 

第 14 回 88.6 トロント（加） マルルーニ加首相 竹下首相 

第 15 回 89.7 アルシュ（仏） ミッテラン仏大統領 宇野首相 

第 16 回 90.7 ヒューストン（米） ブッシュ米大統領 海部首相 

第 17 回 91.7 ロンドン（英） メージャー英首相 海部首相 

第 18 回 92.7 ミュンヘン（独） コール独首相 宮沢首相 

第 19 回 93.7 東京（日本） 宮澤喜一首相 宮沢首相 

第 20 回 94.7 ナポリ（伊） ベルルスコーニ伊首相 村山首相 

第 21 回 95.6 ハリファクス（加） クレティエン加首相 村山首相 

第 22 回 96.6 リヨン（仏） シラク仏大統領 橋本首相

第 23 回 97.7 デンバー（米） クリントン米大統領 橋本首相

第 24 回 98.5 バーミンガム（英） ブレア英首相 橋本首相

第 25 回 99.6 ケルン（独） シュレーダー独首相 小渕首相

第 26 回 00.7 沖縄（日本） 森喜朗首相 森首相

第 27 回 01.7 ジェノバ（伊） ベルルスコーニ伊首相 小泉首相

第 28 回 02.6 カナナスキス（加） クレティエン加首相 小泉首相

第 29 回 03.6 エビアン（仏） シラク仏大統領 小泉首相

第 30 回 04.6 シーアイランド（米） G. ブッシュ米大統領 小泉首相

第 31 回 05.7 グレンイーグルズ（英） ブレア英首相 小泉首相

第 32 回 06.7 サンクトペテルブルク（ロ） プ－チン露首相 小泉首相

第 33 回 07.6 ハイリゲンダム（独） メルケル独首相 安倍首相

第 34 回 08.7 洞爺湖（日本） 福田康夫首相 福田首相

第 35 回 09.7 ラクイラ（伊） ベルルスコーニ伊首相 麻生首相

第 36 回 10.7 ムスコカ（加） ハーパー加首相 菅首相

第 37 回 11.5 ドービル（仏） サルコジ仏大統領 菅首相

第 38 回 12.5 キャンプデービッド（米） オバマ米大統領 野田首相

回 年 開催地 ホスト国首脳   日本の参加首脳

サミットの歩み　～主要国首脳会議一覧～
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 ヨーロッパ債務問題
◆ギリシャ債務問題からGIIPS（欧州重債務国）問題
　ヨーロッパ債務問題はギリシャ債務危機に端を発してい
る。2009年 10月，ギリシャ新政権は，前政権の財政統
計に誤りがあったことを公表した。対GDP比 2.75%とさ
れていたギリシャの08年の財政赤字は7.75%に訂正され，
ギリシャがデフォルト (債務不履行 )に陥る懸念が表面化
し，株価・ユーロの下落等が発生した。
　こうした状況を受けて，2010年 5月，欧州連合 (EU) と
国際通貨基金 (IMF) は，2010～ 12年の 3年間で，総額
1100億ユーロの支援を行うと決定し融資を開始した。し
かし，ギリシャの財政は好転せず，2012年 2月，再びユー
ロ圏17か国と IMFが総額1300億ユーロの第二次支援策
を発表し，さらに民間金融機関が保有する2000億ユーロ
のギリシャ国債の元本を50%減らすことなどを軸とした
財政再建策を立てた。緊縮財政を強いるこれらの再建策に
対し，同年5月に行われたギリシャ総選挙では「反緊縮」
財政派が躍進するという国民の反発も現れたが，6月の再
選挙で「緊縮」財政派が過半数を獲得。現在，財政再建に
向けて運営を行っているが，ギリシャ経済はきびしい情勢
が続いている。
　このギリシャ危機が飛び火した形で，EU各国で債務危
機が起きている。
　アイルランドは「住宅バブル」がはじけ，2010年には
EU・IMFに支援を求め，現在財政再建中である。ポルトガ
ルは低い労働生産性を背景に財政赤字が増え続け，国債利
率が上昇してデフォルトの危機を迎え，2011 年には総額
780 億ユーロの支援を受けて，財政再建の最中である。
　アイルランド，ポルトガル以上に深刻なのはイタリア，
スペインである。両国とも2000年代を通じ国際競争力が
低下し，住宅バブル崩壊の後遺症などにより深刻な債務
不安を抱えている。そのため，両国の長期国債利回りは
2011 年後半に急上昇し，一般的に長期的な債務持続が困
難とされる7%台にまで到達した。現在，両国とも財政再
建に向けたきびしい財政引き締めのため，景気回復が遅れ
ており，負の循環に陥る可能性が指摘されている。
　ヨーロッパ債務危機への対策は，当該国対策と同時に

「ユーロ」の安定への対策が必要となる。そのためユーロ
圏は，①各国の経済政策や予算案をEU 経済財務理事会が
事前に監査したり，財政支出の基準値の導入や基準を満た
さない国への制裁を科す「財政規律・経済ガバナンス強化」，
②それまで存在しなかった総額7000億ユーロの「債務危
機に陥った国を救済する仕組み　危機対応枠組み」=「欧
州安定化メカニズム (ESM)」の整備，③金融機関の健全性
審査 (ストレステスト )の実施による金融部門の体質強化，
④金融市場安定化のための欧州中央銀行 (ECB) の権限強化
などの対策をとっている。


