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多くの先進国経済において自動車ファイナンスは、消費者債務

の大部分を占めるまでに成長しており、自動車メーカーのビジネ

スモデルを考える上でも非常に重要なものとなっています。米国

および英国の新車の90％、欧州連合加盟国の新車の80%

が、ローンまたはリースを利用して購入されています1。金融危機

以降、規制当局は銀行による個人ローンのビジネス慣行や顧

客への対応に関して監視を強化させてきましたが、今後は自動

車産業も同様の圧力に直面していくと考えており、特に消費者

信用債務残高の全体の30％を自動車ファイナンスが占める英

国2ではそのような動きが顕著に表れると考えます。 

 

PCPとは 

自動車ファイナンスが増加している主な背景として、「個人契約

購入」（PCP）の利用者の増加が挙げられます。PCPは、頭

金の支払いの必要はなく、一定期間月次で支払いを行う仕組

みとなっており、最終回の支払い後は自動車の返却、新たな自

動車購入の契約、または契約時に設定した残価での買い取り

が可能となっています。中古車は、最終的な残価の見積もりが

困難であるため、PCPは通常中古車には適応されることはほと

んどありません。結果として、PCPを利用した新車購入の数は

増加の一途を辿り、英国では新車購入のための年次の貸出

金額は過去８年で３倍にまで膨れ上がり、2016年には316

億英ポンドに達しています。 
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自動車ファイナンスビジネスを取り巻く懸念としては、米国や英

国における金利上昇によって自動車ファイナンスのデフォルト率

が増加し、これまでの無責任な貸出行動が露呈するといったも

のがあります。また中古車価格の低下リスクもあり、自動車ファ

イナンスが設定する満期時の残余価格の減額を招く可能性が

あります。このような懸念も認識される中で、我々がこれまでのと

ころ最も注視しているのは、自動車メーカーの責任ある貸出行

動および規制強化リスクに対する弾力性です。2011年に英国

で起きた債務返済補償保険（PPI）の不適切な販売を巡る

一連の出来事は、消費者を誤った方向に導いたことによるコス

トを示唆しているといえます。FCAは、PPIについて苦情を入れ

た顧客に対し、2011年11月から2017年12月までの間で

290億英ポンド3を超える返金や賠償金が支払われたという見

積もりを公表しています。 

 

これら潜在リスクが表面化しつつあるなか、英国では、「自動車

ファイナンスにおける透明性の不足、潜在的な利害の不一致、

無責任な貸出」を巡る懸念から、FCAは自動車ファイナンスレ

ビューの実施を公表しており、この調査は2018年9月に完了

予定です。また、オーストラリアの公正取引委員会は、苦情や

消費者の権利を巡り、フォルクスワーゲン、起亜自動車、フィアッ

ト・クライスラーを対象に調査を行いました。米国では消費者金

融保護局が、自動車メーカーや第三者機関によるマイノリティ

の借り手に対する偏見、消費者収入の虚偽申告、また責任あ

る貸出条項の欠落などに対し、制裁金を科しました。 

 

 最終ページの「本資料に関するご留意事項」を必ずご覧ください。 

シュローダーでは、企業とのエンゲージメントや実態調査など、サステナビリティへの取
り組みを掲載したサステナブル・インベストメント・レポートを四半期毎に作成していま
す。本レポートでは、2018年第1四半期のサステナブル・インベストメント・レポートを
構成する内容の一部をご紹介します。今回のテーマは自動車ファイナンスが直面しつ
つある課題です。 

ジェシカ・グランド  スチュワードシップ グローバルヘッド 

近年、銀行セクターでは不適切な取引に関するスキャンダルが大きく報道されたり、司法・規制当局による調査や制裁金が科され

るなど、監視の強化が進んできた一方で、自動車ファイナンスセクターに関しては、これらの監視にさらされることは、これまで多くあ

りませんでした。しかし現在、多くの先進国の消費者債務残高の中で大きなシェアを占める自動車ファイナンスに対して、注目が向

けられつつあります。英国の金融行為監査機構（FCA）は、自動車ファイナンス産業について調査を実施することを公表し、他国

の規制当局も懸念を表明しています。全体的に自動車メーカーは金融機関に比べると、この種の監視の強化に対する準備が十

分でないように見受けられます。シュローダーでは、自動車ファイナンス事業において自動車メーカーが持つ強みと弱みを把握し理

解を深めるために、調査を行いました。 

1     Exane BNPパリバ リサーチ 
2 Bank of England Financial Stability Report、Issue number 41, 2017年6月 
3 Financial Conduct Authority Monthly PPI Refunds and Compensation、2016年4月 
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このような動きを考慮すると、健全な貸出を履行するために自

動車メーカーがこれまで取ってきたステップが適切であるのかを理

解することは重要であると考えます。多くの会社の開示情報が

限定的であったため、我々は2017年後半に16社のグローバル

な自動車メーカーとエンゲージメントを行って、彼らの責任ある

貸出行動、他のステークホルダーとの関係、規制強化リスクに

対する適応性などについての理解を深めました。 

 

調査結果：自動車メーカーはまだまだ改善の余地あり 

自動車産業全体として、今後さらなる改善の余地があるといえ

ます。現在までのところ、どの大手自動車メーカーもいまだ、金

融機関が受けている監視や規制に匹敵するほどの圧力は受け

ていません。ゆえに情報開示は不十分であり、自動車ファイナン

スに関する事業慣行がしっかりと築かれているとは言い難い状

況にあります。しかし、これらに対する注目度は増しており、競

争力の維持・向上に関わる重要な要素に発展すると考えてい

ます。脆弱な社内基準、不十分なトレーニングや、顧客の苦

情に関するデータを見過ごして改善に繋げないといったことを放

置すると、規制監督の対象になる可能性が増すこととなり、コン

プライアンスやトレーニングコストの増加にもつながります。逆に言

えば、自動車ファイナンスに関して堅固な基準を持ち、ブランド

力を活用することができる企業は競合他社との競争において優

位に位置していると考えます。 

 

第三者金融機関との関係 

大部分の自動車メーカーが、自動車ファイナンスに関して自社

の金融オペレーション機能を持っていますが、信用力が比較的

低い企業は、消費者のファイナンスを担う第三者機関に委託す

る傾向があります。第三者機関を通じて行われる自動車リース

は高いリスクを伴うことから、信用力の低いサブプライムの借り手

が市場の25％以上を占める米国で注目を集めています（英

国では３％）4。この場合、自動車の残余価値の下落などのリ

スクについては第三者機関であるファイナンス会社が負っている

ものの、これらのファイナンス会社の対応などで顧客が不愉快な

経験をした場合は、自動車メーカー自身のブランドに悪影響を

もたらすと考えます。従って、自動車ファイナンス委託先と顧客

の関係性を管理することは、顧客の維持やブランド・ロイヤリティ

の観点から重要ですが、我々がエンゲージメントを行った自動

車メーカーではこれを過小評価している場合が多く見受けられ、

リスクの一つとみています。 

 

 

 

4   フィナンシャル・タイムズ、 Dunkley E. 、Arnold M.、 “Warning signs emerge in the UK car loan market”、 2017年7月9日  
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エンゲージメントの方法 

国・地域別エンゲージメント 

英国 20 

北アメリカ 36 

アジア・パシフィック 191 

欧州（除く英国） 18 

中東およびアフリカ 10 

ラテンアメリカ 8 

20 
36 

191 

18 

10 

8 

出所：シュローダー作成、2018年3月31日時点 出所：シュローダー作成、2018年3月31日時点 

出所：シュローダー作成、2018年3月31日時点 

セクター別エンゲージメント 

以上の説明は、シュローダーESGチームのグローバルベースでの最近の活動実績を参考情報としてご紹介するものです。個別銘柄、業種、国、地域等についての言及は例示を目
的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。本レポートの利用者がこれらの情報に依拠したことによって発生した損
害について、当社は一切の責任を負いません。また、当社が日本の投資家様向けに設定・運用するファンドでの個別の投資判断と必ずしも一致するものではありません。 
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議決権の行使状況 

国・地域別議決権行使 

英国 15% 

北アメリカ 12% 

アジア・パシフィック 27% 

欧州（除く英国） 36% 

中東およびアフリカ 5% 

ラテンアメリカ 5% 

出所：シュローダー作成、2018年3月31日時点 出所：シュローダー作成、2018年3月31日時点 

反対票を投じた理由 

当チームは、我々には株主の議決権を行使する義務があると考えています。従って、議案を評
価した上で、株主に対する受託者責任のもと、議決権を行使します。シェアブロッキング等の理
由により制限が設けられていない限り、全ての決議において投票しています。 
今四半期は保有する企業が開催したうち93％にあたる735回の株主総会において議決権を
行使しました。 
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5% 

出所：シュローダー作成、2018年3月31日時点 
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2018年第1四半期 

エンゲージメントの進捗状況 

このセクションでは、1年前（今回の場合、2017年第1四半期）に企業へ行った提案に対しての進捗状況を 「達成」、「ほぼ達成」、

「ある程度の変化」、「変化なし」に分類することにより評価します。提案を行った全67社中、21社が「達成」、4社が「ほぼ達成」、12社

が「ある程度の変化」、30社が「変化なし」に分類される結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下図は、過去5年間における我々のエンゲージメントの有効性を示しています。我々の提案が実施されるまでには、時間を要す

ことが伺えます。従って通常、提案を行った１２ヵ月後に評価を行い、その後に渡っても進捗を評価する形をとっています。 
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出所：シュローダー作成、2018年3月31日時点 

過去5年間における提案の有効性 

企業とのエンゲージメントの成功水準（％） 
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ト・マネジメント株式会社（以下「弊社」といいます。）が和訳および編集したものであり、いかなる有価証券の売買の申し込み、その他勧誘を目的とするものではありま
せん。英語原文と本資料の内容に相違がある場合には、原文が優先します。 

 

• 本資料に示されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではありません。投資資産および投資によりもたらされ
る収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀損する場合があります。また外貨建て資産の場合は、為替レートの変動により投資価値が変動します。 
 

• 本資料は、作成時点において弊社が信頼できると判断した情報に基づいて作成されておりますが、弊社はその内容の正確性あるいは完全性について、これを保証するも
のではありません。 
 

• 本資料中に記載されたシュローダーの見解は、策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提に基づく所見や展望を示すものであり、将来の動向や予測の実現を保証する
ものではありません。市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります。 
 

• 本資料中に個別銘柄についての言及がある場合は例示を目的とするものであり、当該個別銘柄等の購入、売却などいかなる投資推奨を目的とするものではありません。
また当該銘柄の株価の上昇または下落等を示唆するものでもありません。 

  
• 本資料に記載された予測値は、様々な仮定を元にした統計モデルにより導出された結果です。予測値は将来の経済や市場の要因に関する高い不確実性により変動

し、将来の投資成果に影響を与える可能性があります。これらの予測値は、本資料使用時点における情報提供を目的とするものです。今後、経済や市場の状況が変
化するのに伴い、予測値の前提となっている仮定が変わり、その結果予測値が大きく変動する場合があります。シュローダーは予測値、前提となる仮定、経済および市場
状況の変化、予測モデルその他に関する変更や更新について情報提供を行う義務を有しません。 
 

• 本資料中に含まれる第三者機関提供のデータは、データ提供者の同意なく再製、抽出、あるいは使用することが禁じられている場合があります。第三者機関提供デー
タはいかなる保証も提供いたしません。第三者提供データに関して、本資料の作成者あるいは提供者はいかなる責任を負うものではありません。 

 

• シュローダー/Schroders とは、シュローダー plcおよびシュローダー・グループに属する同社の子会社および関連会社等を意味します。 
 

• 本資料を弊社の許諾なく複製、転用、配布することを禁じます。 
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