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株主提案に対する日鉄ソリューションズ取締役会意見への AVI からのご回答

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
日鉄ソリューションズ株式会社（以下「貴社」といいます）の株主として、アセット・バリュー・イン
ベスターズ(以下「AVI」といいます)は、貴社より初めて公表された中期事業方針（2021-2025 年度）
において表明されました、ファースト DX パートナーとして全社を挙げての DX 事業拡大に取り組み経
営資源を投入する、という成長ストーリーを強く支持致します。
AVI は先月株主提案書をご送付申し上げ、配当性向 50%、保守的な水準の 5.9%の自己株式取得
（63.4%を保有する親会社の日本製鉄株式会社が売却した場合、新市場区分のプライム市場流通株式比
率基準を満たすのに寄与すると思料）、及び長期的な企業価値の向上とリンクした株式報酬制度の導入
についてご提案致しました。株主提案の理由にも記載の通り、AVI は貴社の優秀なデジタル人材の採
用・育成に向けた人材投資、成長に向けた研究開発及び設備投資、資本コストを上回り付加価値を生み
出すような M&A の実施に強く賛同しております。中期事業方針にも記載の、「成長に向けた投資」を行
っていくという経営方針についても、改めて AVI は賛同を表明致します。これらの投資も踏まえ、DX
の追い風を着実に捉え「トップランナー」になるとの決算説明会におけるトップ自らのご説明を、AVI
は高く評価しております。
今後、投資家や従業員、顧客など貴社ステークホルダーからの経営方針に対するより多くの賛同を獲得
し、持続的な企業価値向上を目指す上で、貴社は
(1) DX 需要の取り込みに向けた大胆な DX 関連投資を遂行し、並行して自己株式取得を行うことで資
本効率を改善するとともに、
(2)より具体的で透明性の高い IR 情報発信を行い、
(3)日本製鉄との親子上場関係についても再度検討し、少数株主保護について取り組みを一層強化する
ことで、コーポレートガバナンスにおいても最高水準の「トップランナー」を目指すべきです。

中期事業方針に示された成長投資総額に占める「DX 加速投資」の割合はおよそ 16.7%と、DX のトッ
プランナーになるとの意気込みとは乖離した投資計画に見受けられます。絶対額としても 1 年あたり平
均 20~30 億円程度の金額というのは貴社売上の 1%程度に留まります1。AVI は貴社が DX 投資を今後 5
年間で 100-150 億円といった水準でなく少なくとも 500 億円規模実行されることで、DX 需要の追い風
を捉えトップランナーとなる事をまさに期待しています。合わせて、貴社の低位に推移する株価バリュ
エーション（参考資料１)を活用すべく、株主提案に記載の通り 200 億円の自己株式取得を行うべきだ
と考えております。なお、DX 成長投資及び自己株式取得は足元約 1,450 億円の余剰資産（参考資料
２）及び推計された 5 年間の配当等を除く将来 FCF 約 300 億円2を原資として余裕をもって実行可能で
あり、より大胆な DX 成長投資との両立も十分に可能であることを付言させて頂きます。
AVI は、これまでも貴社及び貴社親会社との建設的な対話の機会を多く頂戴しており、その中で中期経
営計画の開示、監査等委員会設置会社への移行、といった IR 及びコーポレートガバナンスの向上に向
けた取り組みをご提案させて頂いておりますが、こうした提案が貴社によって速やかに取り入れられ、
実行されてきたことを、非常に高く評価しております。また AVI からご提案させて頂いていた DX 関連
売上の開示についても、2021 年 3 月期決算説明会の場で口頭ながら DX 注力領域合計で売上 1,000 億円
規模(売上全体の約 4 割に相当)との説明がなされ、貴社の IR の更なる改善に向けた大きな前進だと認
識しております。今後は、更なる透明性の高い IR 情報開示が、投資家の意思決定に寄与し、貴社の企
業価値の大幅な過小評価を改善する一助となると AVI は考えています。新たに発信された中期事業方針
は貴社の前向きな第一歩だと認識しておりますが、例えば、中期事業方針期間においての収益及び
ROE 目標（参考資料 3)、成長投資の ROIC 目標、想定資本コスト、DX 関連売上・利益の現状と将来
目標といった追加の情報開示がなされた場合、投資家に好感を持って受け止められると確信しておりま
す。
また、企業価値向上に資するコーポレートガバナンス施策アイデアの一つとして、中期事業方針と連動
した経営陣の業績連動型株式報酬制度を設計・導入する、といったことが挙げられます（参考資料４及
び AVI 株主提案(3)をご参照）
。例えば、中期事業方針に記載の DX 注力領域の成長については、DX 利
益額・利益率の目標を新たに開示したうえで、経営陣の中長期業績連動報酬の評価軸（KPI）としてリ
ンクすることが、株主と経営陣が同じ方向を向き利益を共有することに繋がります。
株主提案に対する貴社取締役会意見へのご回答
1. 剰余金の処分の件
1

仮に「事業基盤強化」の中にも DX 関連の投資が含まれているのであれば、「DX 加速投資」の側に含めて内容を可能な限り詳細に開

示するなど、透明性の高くわかりやすい情報開示を今後株主として求めたいと思います
2

中期事業方針期間における将来 5 年間の FCF を保守的に過去 5 年間の FCF と同額として推計しています。なお、貴社当期利益合計

約 742 億円(2016/03-2020/03 期)に基づき、AVI は過去 5 年間のフリーキャッシュフロー(FCF)を約 595 億円と推定しております（運
転資本の増減合計約 147 億円、メンテナンス設備投資合計約 246 億円(D&A と同程度と想定)、D&A 合計約 246 億円との前提に基づ
く）。また、成長関連の設備投資合計約 27 億円、配当金支払合計約 220 億円、負債支払その他の合計約 52 億円を差し引いた、自社株取
得金額差引前の FCF を、合計約 296 億円と推計しております。貴社の現預金同等物は 2021 年 3 月 31 日時点で約 798 億円、(株)リクル
ートホールディングス等の投資有価証券がさらに約 650 億円と認識しております。
Page 2 of 6

貴社取締役会のご意見の中におきまして、
「過去 10 年の間には、年間の 1 株当たり配当額を 20 円から
65 円に順次引き上げることで、株主の皆さまのご期待に応えてまいりました」とのご記載がありまし
た。まさに AVI としてこうした貴社の過去の継続的な株主還元の姿勢を高く評価してきたからこそ、
2021 年 3 月期の年間合計配当額 52.5 円と約 19.2%もの配当金引下げを貴社が実施したことは極めて残
念であり、ご記載頂いたような株主の「期待」を裏切り、株主と貴社との過去 10 年にわたって築いて
こられた信頼関係を損なう判断であったものと存じます。株主との損なわれた信頼関係を一刻も早く回
復すべく、株主提案に記載のとおり、期末配当として 62 円の配当を実施することを提案いたします。
これにより中間配当と合計して年間配当額 87 円となり、配当性向はほぼ 50%の水準となります。
本提案における期末配当額（62 円）は、貴社公表の期末配当額（27.5 円）と比べ、総額 32 億円程度の
増額となりますが、これは前述の貴社余剰資産約 1,450 億円（参考資料２）に対して 2.2%に留まりま
す。AVI 提案の期末配当を実施することで、過去 10 年にわたって続いてきた配当額引き上げを継続
し、株主との継続的な信頼構築へ大きく貢献することは明らかです。一方、貴社取締役会の主張する内
部留保確保の重要性は定量的な議論に著しく欠け、配当減額の論拠として薄弱です。提案記載のような
より望ましい株主還元を DX 投資と両輪で実施することで、持続的な企業価値成長が可能となると考え
ます。
2. 自己株式の取得の件
AVI は貴社取締役会意見に記載の「資本効率の向上、機動的な資本政策の遂行から自己株式の取得は適
時適切に実行していきたい」とのお考えに賛同致します。しかしながら、残念ながら貴社が資本効率の
向上に向けて適切な行動を実行してきたとは判断し難く、現預金同等物と投資有価証券の推移はむしろ
その逆の経営判断がこれまで為されてきたことを明確に示しています（参考資料２）
。
同意見には、株式会社リクルートホールディングス株式を 2018 年 3 月期から 2021 年 3 月期にかけて
累計 2,790 千株売却とありますが、これは第 40 期有価証券報告書記載の同社株式数 11,140 千株の四分
の一に過ぎません。投資有価証券は総額で 650 億円（2021 年 3 月 31 日時点）と、前年度の 392 億円か
らむしろ大幅に増加しています。
同意見の「東京証券取引所の市場区分見直しにおいて、移行する市場を検討するうえで、当社としても
流通株式比率については注視をしております」とのご記載は、貴社の流通株式比率の課題にお気づきに
なっていらっしゃるものと拝察しております。株主提案において提案された水準である 5.9%の自己株
式取得が、仮に親会社である日本製鉄株式会社から実施された場合、日本製鉄の株式比率 63.4%(2020
年 9 月 30 日時点)が 61.1%まで低下することになります。流通株式比率 35%基準に比べ、現在の貴社流
通株式比率はプライム市場とスタンダード市場の境界に位置しており、早急な手当が必要です。
これら貴社取締役会意見は、株主提案に反対の立場でありながら、むしろ株主提案の理由を強く支持す
る内容となっております。
3. 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入の件
貴社の社内取締役の報酬のうち約 38%は業績連動賞与となっておりますが、これは単年度の当期純利益
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及び労働生産性に紐づくものとなっており、中長期のインセンティブではありません。参考資料 4 に記
載の通り、競合他社のうち株式報酬制度を導入する企業ほど企業価値評価が高まる傾向が見て取れま
す。これは、企業が株式報酬制度を導入することで株主と経営陣が同じ目線に立ち、企業価値向上を目
指すことが出来ることを示唆しています。
貴社の報酬制度において固定報酬の一部を自社株式取得にあてるとの試みは、中長期のインセンティブ
に働きかけるものではありますが、投資家から見て報酬の内訳が不透明であり、透明性の高い IR、ガバ
ナンスの観点からは不適切です。
貴社は今回新たに中期事業方針を開示されました。特に業績連動型株式報酬制度においては、長期の営
業利益率目標、DX 利益額目標、TSR といった長期 KPI と連動させることで、持続的な企業価値向上と
連動した報酬制度の設計が可能になります。第一に中期事業方針の目標値を詳細に追加するのと並行し
て、株式報酬制度を導入することが、貴社の持続的な企業価値向上に寄与すると確信しております。
***
上記の理由で、AVI は株主として貴社の企業価値向上に資するべく、株主提案書を貴社にご送付してお
ります。貴社は 6 割超の支配株主を有する株主構成となっておりますが、こうした株主提案の機会は少
数株主の声を貴社並びにステークホルダーの皆さまに届ける貴重な機会だと、AVI は考えております。
我々は、貴社が最大ポテンシャルを発揮していないと考える株主が唯一我々だけだとは考えておらず、
本書を通じて広く公に議論がなされることを期待しております。
AVI はこれまでの貴社との開かれた建設的な対話の機会に心から感謝しております。我々は本株主提案
が、貴社の持続的な価値創造につながり、他の株主の皆さまからもメリットに共感しご賛同頂けますこ
とを願ってやみません。
敬具
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参考資料１：バリュエーション指標 競合他社比較

参考資料２：現預金同等物・投資有価証券推移 (2001/03 期 – 2021/03 期)
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参考資料３：ROE 及びネットキャッシュ/EBITDA 競合他社比較

参考資料４：社内取締役の報酬体系及びバリュエーション指標 競合他社比較
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