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 候補者の人材開発を行うための
プロセス・ツールを策定する

 人材開発履歴データ管理方法を
策定する

 経営ポジションの候補者を認
定する基準・評価方法を策定
する

 候補書を認定するプロセス・
体制を策定する

 対象となる経営ポジションを
選定する

 経営ポジションに求められる
スキル・経験・能力要件を特
定する

特定 認定 人材開発

◆サクセッションプラン策定のフレームワーク

サクセッションプラン策定支援

サクセッションプランの策定ポイント
サクセッションプランを策定し、効果的に運用するためには、対象となる経営
ポジションに求められる人材要件の特定、候補者の階層や認定基準・認定プロ
セスの選択、配置および研修の観点を考慮した人材開発を行う必要があります。

また、候補者の人材開発および候補者選定時に、従業員の異動履歴、研修履歴、
評価履歴および入社前職務経歴等の人材データを活用する必要があり、人数規
模によってはシステム導入により効率的な管理が可能となります。

KPMGは、サクセッションプラン策定のフレームワークを用いて検討を行い、
効果的なサクセッションプラン策定を支援します。

2015年にコーポレートガバナンス・コード（以下、「コード」という）
が公表され、上場企業においてコードへの対応・開示が求められる
ようになりました。後継者の計画に関しても、コードには「取締役
会は、会社の目指すところ（経営理念等）や具体的な経営戦略を踏ま
え、最高経営責任者等の後継者の計画（プランニング）について適切
に監督を行うべきである。」（補充原則4-1③）と記述されています。
具体的な施策としては、後継者となりうる人材の認定および開発を
通じて、後継者を排出する仕組みであるサクセッションプランを策
定を検討する必要があります。

東証一部および二部でガバナンス報告書会社の86.1％（2015年12月
末時点）が後継者の計画の監督を実施することから、未実施の企業に
おいてはサクセッションプランの整備が急がれます。

KPMGは、これまで上場企業への支援によって得られた経験・ノウハウ
を活用し、各社に最適なサクセッションプラン策定支援サービスを
提供します。

人材データベース（DB）
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本リーフレットで紹介するサービスは、公認会計士法、独立性規則及び利益相反
等の観点から、提供できる企業や提供できる業務の範囲等に一定の制限がかかる
場合があります。詳しくはKPMGコンサルティング株式会社までお問い合わせく
ださい。

ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている状
況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努めてお
りますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではありません。
何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショナルが特定
の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。
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項目 定義

知識 ××××××××

スキル ××××××××

経験 ××××××××

価値観 ××××××××

コンピテンシー

戦略的思考 ××××××××

リーダーシップ ××××××××

人材育成 ××××××××

組織運営 ××××××××

評価の
種類

対象者

取締役 執行役員

業績評価

＜定量評価＞

• XXXX

＜定性評価＞

• ×××

＜パフォーマンス＞

• 【△△部門】

△△

• 【○○部門】

○○○

アセスメン
ト評価

＜アセスメント評価＞

• 取締役に求められる資質
と行動基準

＜アセスメント評価＞

• 執行役員に求められる
資質と行動基準

役員制度関連サービス

KPMGのサクセッションプラン策定の支援内容

KPMGは、国内外におけるサクセッションプラン策定の豊富な経験と専門性を持ったコン
サルタントが、各社の状況（業種・ビジネスモデルや成長ステージ等）に合わせた支援を
行います。

1-1：課題整理
• 現行選任プロセス、中期計画、トップ
インタビューによる問題点・取り組む
べき課題の整理

1-2：方向性の策定
• サクセッションプランの各要素（特定、
認定、人材開発）の方向性を検討、策定

課題整理および方向性検討

検討
事項

制度設計 運用支援

3-1：（オプション）アセスメント研修
• ポテンシャル測定のためのアセスメン
ト研修の設計および実施

3-2：人材開発支援
• 候補者育成時の研修実施

 経営ポジション要件
 認定基準・プロセス・体制案
 人材開発計画運用プロセス
 人材データの管理方法案

 アセスメント運用レポート
 研修テキスト

 現状分析結果
 サクセッションプラン方向性案成果物

（例）

 役員制度報酬制度設計
 グローバル役員報酬制度設計

 役員評価制度の設計
 執行役員制度の設計

 サクセッションプラン策定
 コーポレートガバナンス体制構築

○年程度で
登用可能

現時点で
登用可能

○年程度で
登用可能

ポテンシャル

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

低 中 高

低

高

中

後継者認定の基準

◆プロジェクトの進め方および成果物イメージ

サクセッションプラン策定に関する専門的なアドバイス、参考資料・素案の提供、議論等
のファシリテート、議論結果の論点整理等を行い、プロジェクトを円滑に進めていきます。

2-1：経営ポジション要件の策定
• 対象となる経営ポジション要件（スキ
ル・経験等）の策定

2-2：認定方法の策定
• 認定基準、方法、プロセスおよび体制
の策定

2-3：人材開発計画の策定
• 配置と研修の観点を踏まえた人材開発
計画の策定
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