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 企業が稼ぐ⼒を⾼め、持続的な企業価値を向上させるためには、企業における適切な
ガバナンス機能の発揮とともに、企業と投資家との建設的な対話を促すことが重要。
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企業と投資家の対話促進
・対話型株主総会の実現
・統合的な開⽰の促進

・経営者・投資家フォーラム
・⻑期投資促進
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「攻めの経営」を促す税制改正措置等



コーポレートガバナンスの実効性強化に関するこれまでの取組
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 コーポレートガバナンス・コードの策定等を踏まえ、企業による実践的な取組を促す法的
論点の解釈指針やプラクティス集を含む報告書を公表。

 また、経営陣への株式報酬や業績連動報酬の導⼊促進に関する税制改正措置等を
実施。

コーポレートガバナンスの強化

①コーポレートガバナンスの実践を後押しする会
社法の解釈指針や具体的な事例集の作成・
公表

－取締役会の実効的な監督
（取締役会への上程事項の範囲、社外取締役

が社外性を失う「業務執⾏」の範囲等）
－経営陣の適切なリスクテイクを促す会社補償 等

② 経営陣への株式報酬、業績連動報酬等の
柔軟な活⽤を可能とする仕組みの整備

③国内外の具体的事例の収集・普及促進を通
じた、独⽴社外取締役となる⼈材確保の推進

「再興戦略改訂2015」等に掲げられた課題

＜課題＞ ・コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会に
おいて、取締役会の上程事項の範囲、社外取締役の役割・機
能や、経営陣への適切なインセンティブ付けの仕組み（株式報
酬、会社補償、会社役員賠償責任保険など）に関する法的論
点の解釈指針を策定。（平成27年7月報告書公表）

・平成28年度税制改正において、役員へ付与した株式報酬を

損金算入の対象とする制度整備、利益連動給与の対象となる
指標の明確化等を実施。
・会社役員賠償責任保険（D&O保険）の保険料の税務上の取
扱いを明確化（平成28年2月）。

2015年度における主な取り組み

①法的論点に関する解釈指針

②攻めの経営を促す税制改正措置等

③国内外の企業のプラクティス集
・コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会に
おいて、社外取締役の活用を含む取締役会の実務について、
国内（326件）、海外（113件）の具体例を収集・整理。



 コーポレート・ガバナンス・システムの在り⽅に関する研究会での検討を踏まえ、①我が国
企業のプラクティス集、②英⽶における取組の概要、③法的論点に関する解釈指針、
④D&O保険の実務上の検討ポイントの4点の成果物を作成。
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（参考）コーポレート・ガバナンス・システムの在り⽅に関する研究会の成果の概要

現状の課題 研究会の成果

コードが想定する企業実務は我が国企業になじみのあるものばか
りではない。

社外取締役の導⼊を検討したものの、どのような職務を担っても
らうのか分からない。

社外取締役の活⽤を含む取締役会の実務について、国
内（326件）及び海外（113件）の具体例（ボード・
プラクティス）を収集・整理。

欧⽶で⼀般的に利⽤されている株式報酬を利⽤するための仕組み
が整備されていない。

役員報酬が固定報酬中⼼であり、業績向上のインセンティブが効
きにくい。

いわゆるパフォーマンス・シェアやリストリクテッ
ド・ストックを発⾏する⼿続きを明確化。

国内外の役員報酬の事例を収集し、中期計画との連動
等、業績連動報酬の設計などについて整理。

英⽶で⼀般的に利⽤されている会社補償について、法制上の取扱
いが不明確。

D&O保険について、条件設定によっては適切な保護がなされない
おそれ。また、保険料の役員個⼈負担分が存在。

会社法上、⼀定の要件や範囲の下、会社補償が可能で
あることを明確化。

 D&O保険の保険条件を確認する際の実務上のポイント
や、保険料を全額会社負担する⼿続きを整理。

取締役会で沢⼭の個別具体的な業務執⾏の決定を求められ、経営
の基本⽅針の検討や監督機能の強化ができないなど、会社法の解
釈をめぐる問題が存在。

取締役会への上程事項、社外取締役の業務・監視義務
の範囲等ついて、会社法上の解釈を明確化。

１．コーポレートガバナンス・コードへの対応

２．役員報酬によるインセンティブの付与

３．会社補償やD&O保険による適切なリスク低減

４．取締役会の実効的な監督



（参考）「攻めの経営」を促す役員給与等に係る税制の整備（平成28年度税制改正）

○ 役員に支給した一定の株式報酬（リストリクテッド・ストックによる給与）を届出が不要となる事前確定届出給与の対象とす
る等の制度整備が行われた。

○ 利益連動給与の算定の基礎となる利益の状況を示す指標の範囲について明確化が行われた。

【参考】リストリクテッド・ストックとは
一定期間の譲渡制限が付された現物株式を報酬として付与するもの。

当該期間中は株式の譲渡が制限されるため、役員のリテンション効果が
あり、また、株主目線の経営を促す効果を有する。

欧米では、譲渡制限期間中に一定の勤務条件等を付し、条件が満たされ
ない場合に株式が没収される等の設計とすることが一般的。

 役員給与として支給された一定の譲渡制限付株式（いわ
ゆるリストリクテッド・ストック）による給与を届出が不要と
なる事前確定届出給与の対象とする制度整備が行われ
た。

 併せて、リストリクテッド・ストックの交付に係る経済的利
益について、株式交付日ではなく譲渡制限解除日にその
日における価額により課税されることの明確化等が行わ
れた。

 法人税法上、損金算入となる「利益連動給与（第34条第
1項第3号）」の算定の基礎となる利益の状況を示す指標

の範囲について、純粋な利益指標（営業利益、経常利益
等）に加え、ROE、ROA等の一定の利益関連指標が含ま
れることの明確化が行われた。

株式報酬

業績連動報酬

譲渡制限期間

株
式
付
与

制
限
解
除

リテンション効果

株式保有を続ける限り、
中⻑期の株価向上インセンティブが継続
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 我が国企業の「稼ぐ⼒」向上に向けた「攻めの経営」を促すべく、企業経営者に適切なイ
ンセンティブを付与するため、役員給与における⼀定の株式報酬や業績連動報酬の導
⼊促進等を図る。

改正概要



（参考）D&O保険（会社役員賠償責任保険）に係る税務上の取扱いについて

基本部分（普通保険約款等）

（第三者からの損害賠償請求・株主代表
訴訟勝訴時のカバー）

特約部分

従前のD&O保険の構成

保険料90％程度（会社負担）

保険料10％程度

○特約部分の保険料については、会社法上の懸念から、会社負
担ではなく役員個人負担としてきた。

○平成27年7月に、経済産業省のコーポレート・ガバナンス・システ
ムの在り方に関する研究会において、会社法上一定のプロセス
を踏んだ場合（※）に、会社が保険料を負担できることを会社法
の解釈として明確化。
（※）利益相反の観点からの取締役会の承認・社外取締役の関与等

会社法上の取扱い

税務上の取扱い

（株主代表訴訟敗訴時のカバー）

○平成6年の通達においては、会社法上の問題があることを前提
に、役員個人への給与課税が必要と整理されていた。

○平成28年2月、上記会社法上の解釈明確化に基づく新たなD&O
保険（※）について、会社法上適法に会社が保険料を負担した場
合には、税務上、役員個人への給与課税は行われないことが国
税庁により明確化 。
（※）普通保険約款等において株主代表訴訟敗訴時担保部分を免責する旨の条項を設けないもの

（暫定的な取扱いとして、一定の特約を追加で付帯したものを含む） 5

 平成27年7⽉、経済産業省の研究会において、D&O保険の株主代表訴訟敗訴時担
保部分の保険料について、会社法上、⼀定の場合に会社が負担できることを明確化。

 平成28年2⽉、税務上の取扱いについて、会社法上適法に会社が保険料を負担した
場合には役員個⼈に対する給与課税は⾏われないことが国税庁により明確化。



長期投資
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今後の取組の⽅向性（全体像）
 企業の経営⼒・収益⼒を強化するため、企業におけるガバナンス体制の強化を⽬指す

ともに、企業と投資家の対話を通じて、⻑期投資を促進していく。
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活⽤対話

持続的な
価値創造稼ぐ力

企業と投資家の対話・長期投資促進
(インベストメント・チェーン強化)
・対話型株主総会の実現
・統合的な開示の促進
・企業と投資家の対話の場づくり
・ESG、長期投資促進

企業の経営力・収益力強化
・イノベーション経営の促進
・資本効率・投資効率の向上
・経営資源の結合・組替促進

ガバナンス体制
・社外取締役の活用等による取締役会の機能向上
・経営陣による迅速な業務執行
・CEOの選解任や報酬に関する方針・プロセスの明
確化、客観性向上



第２ 具体的施策 （※本研究会に関連する部分のみ抜粋）
Ⅱ ⽣産性⾰命を実現する規制・制度改⾰
２．未来投資に向けた制度改⾰
２－１．「攻めの経営」の促進
（２）新たに講ずべき具体的施策
ⅰ） コーポレートガバナンス改⾰による企業価値の向上
① 実効的なコーポレートガバナンス改⾰に向けた取組の深化
イ）持続的な企業価値の向上、中⻑期的投資の促進
・CEO の選解任プロセスを含めて、取締役会のモニタリング機能の強化を⽬指す。具体的には、

CEO を中⼼とする経営陣に業務執⾏の決定権限を委任することで意思決定のスピードを確保
し、取締役会が経営戦略の決定や業績評価を中⼼に⾏うガバナンス体制に関⼼を持つ企業ニー
ズに対応するため、内外の先進的な事例を整理しつつ、取締役会の役割・運⽤⽅法、CEO の選
解任・後継者計画やインセンティブ報酬の導⼊、任意のものを含む指名・報酬委員会の実務等
に関する指針や具体的な事例集を、本年度内を⽬途に策定する。また、社外取締役となる⼈材
の質的・量的な向上を更に推進するための⽅策を関係団体等と連携しつつ検討する。
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「⽇本再興戦略」2016における位置付け
 「⽇本再興戦略」2016においても、実効的なコーポレートガバナンス改⾰に向けた取組

の深化のための施策として、取締役会のモニタリング機能の強化を⽬指すことが掲げら
れている。

「⽇本再興戦略」2016 （平成28年6⽉2⽇閣議決定）



ガバナンス体制（取締役会の機能向上）
 経営環境の変化や課題の複雑化に対応するため、企業は、取締役会の構成を多様

化するとともに、最⾼経営責任者（CEO）を中⼼に、経営陣による迅速・果断な意
思決定を図っていくことが求められる。

 取締役会の役割として、決議事項を経営戦略の決定などの重要事項に絞り、経営陣
の業績評価による監督を中⼼に⾏うガバナンス体制に関⼼を持つ企業が増加してい
る。我が国においてこうした形で取締役会の更なる機能向上（モニタリング機能の強
化）を図るニーズに対応するため、必要な取組の検討を実施する。

経営陣（CEO等）

取締役会

・委任された業務執⾏の決定

・CEOの選解任
・業績の評価

・執⾏状況の報告

・経営戦略・計画の決定

取締役会の機能向上のイメージ
・ 経営戦略の決定などの重要事項の議論に⼗分な時間

を確保
・ 社外取締役の活⽤も含めた多様な知⾒の取り⼊れ

・ 最⾼経営責任者（CEO）の選解任や報酬に関する
⽅針・プロセスの明確化、客観性向上

・ 経営陣への権限委譲による意思決定の迅速性の確保

8国内外のプラクティスの収集・整理、実務指針の策定等について検討



本研究会の論点① 取締役会の役割・機能について
 経営戦略の決定・経営陣の業績評価による監督を中⼼に⾏う取締役会の役割・機能

についてどのように考えるか。
 上記の役割を踏まえた取締役会の運⽤についてどのように考えるか（議論の質の向上

や活性化のための⼯夫）。
 取締役会評価の在り⽅をどのように考えるか。
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出典：エゴンゼンダー㈱第2回スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナ

ンス・コードのフォローアップ会議提出資料より経済産業省加工

Q.貴社では、取締役会の実効性についての評価を定期
的に⾏っていますか？

取締役会評価に関する実態権限分配に関する取締役会での議論の状況
Q.取締役会が担うべき重要な業務執⾏の範囲（監査役設置会社）や

取締役への委任の範囲（監査役設置会社以外）に関する取締役
会での議論の状況（複数回答可）
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37

52

75

0 20 40 60 80

未回答

見直しの必要性を認識して

おらず議論していない

見直したいと考えているが

議論できていない

議論している

回答企業：169社（うちJPX⽇経インデックス400銘柄企業は126社）

出典：有限責任監査法人トーマツ 「デロイト トーマツ取締役会実態調査アン
ケート結果 2016年度版」より経済産業省加工

単位：社

※回答企業：東証⼀部上場企業314社

65.9%

16.6%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80%

現在は行っていないが、今後検討

する予定

自社内部で定期的に行っている

第三者機関を入れ定期的に行っ

ている

※「実施状況を確認中であり、詳細はわからない」
及び無回答14.6%



（参考）取締役会の開催頻度・時間等（⽇⽶⽐較）
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1年間の取締役会の開催回数（電話会議・ビデオ会議を含む）

69%

23%

12%

73%

22%

6%

59%

32%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

8回以下 9‐12回 13回以上

Small cap

Mid cap

Large cap

取締役会の開催時間（委員会を除く）

⽶国の状況

出典：Deloitte LLP 「2014 Board Practice Report」より経済産業省加工

取締役会の年間開催数 平均 15.3回

取締役会の平均開催時間 平均 1.7時間

出典：エゴンゼンダー㈱第2回スチュワードシップ・コード及びコーポレートガ
バナンス・コードのフォローアップ会議提出資料より経済産業省加工

⽇本の状況

（注１）
Small cap:
時価総額7億ドル未満
Mid cap: 
時価総額7億ドル～100億ドル
Large cap:
時価総額100億ドル超
（2013年12月31日時点）

（注２）

端数処理の関係で合計が
100％にならないことがある

※回答企業：東証一部上場企業314社

2.2% 

21% 

45.5%

22% 

8.6% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

5‐8回 9‐12回 13‐16回 17‐20回 21回以上

※無回答0.6%

13.7%

45.9%

23.6%

7.6%
2.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1時間未満 1時間台 2時間台 3時間台 4時間以上
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本研究会の論点② CEOの選定・後継者計画について
 CEOの選任・解任をどのように⾏うのか。その透明性・客観性をどのように確保するのか。
 後継者計画の策定や、内外の経営⼈材の育成・登⽤をどのように⾏うのか。
 上記の⽬的で指名委員会（任意のものを含む）をどのように活⽤するのか。
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指名・報酬委員会（任意のものを含む）を設置する企業
⇒東証上場企業のうち17.9％
（任意：559社、法定：69社）
⇒東証⼀部では28.9％
（任意：509社、法定：59社）
※平成28年６⽉30⽇時点
※東京証券取引所コーポレート・ガバナンス情報サービスより経済産業省調査

指名・報酬委員会（任意のものを含む）を設置する企業
⇒東証上場企業のうち17.9％
（任意：559社、法定：69社）
⇒東証⼀部では28.9％
（任意：509社、法定：59社）
※平成28年６⽉30⽇時点
※東京証券取引所コーポレート・ガバナンス情報サービスより経済産業省調査

（参考）

法定の指名委員会
（※1）

任意の指名委員会
（※2）

法的根拠 会社法 なし

委員の要件
全員取締役、かつ
社外取締役が過半

なし

委員の開示 開示される 開示は任意

取締役の
指名

株主総会提出議案
の決定権限あり（取
締役会でも覆せず）

助言（諮問に対する
答申）

CEOの
指名（※3）

任意（助言） 任意（助言）

法定の指名委員会と任意の指名諮問委員会の⽐較

法定の指名委員会を設置している主な会社の例
エーザイ、コニカミノルタ、ソニー、東芝、⽇⽴製作所、ブリヂストン、HOYA、
みずほフィナンシャルグループ、三菱ケミカルホールディングス、三菱電機、
三菱UFJフィナンシャル・グループ、りそなホールディングスなど

任意の指名委員会を設置している主な会社の例（監査役会設置会社）
アステラス製薬、オムロン、花王、⼩林製薬、資⽣堂、シャープ、新⽇鐵住⾦、
住友化学、セコム、セブン＆アイ・ホールディングス、東レ、
トヨタ⾃動⾞、三井住友フィナンシャルグループ、三菱商事など

任意の指名委員会を設置している主な会社の例（監査等委員会設置会社）
アサツー ディ・ケイ、カゴメ、サントリー⾷品インターナショナル、セイコーエプソン、
野村不動産ホールディングス、ユニ・チャームなど

法定の指名委員会を設置している主な会社の例
エーザイ、コニカミノルタ、ソニー、東芝、⽇⽴製作所、ブリヂストン、HOYA、
みずほフィナンシャルグループ、三菱ケミカルホールディングス、三菱電機、
三菱UFJフィナンシャル・グループ、りそなホールディングスなど

任意の指名委員会を設置している主な会社の例（監査役会設置会社）
アステラス製薬、オムロン、花王、⼩林製薬、資⽣堂、シャープ、新⽇鐵住⾦、
住友化学、セコム、セブン＆アイ・ホールディングス、東レ、
トヨタ⾃動⾞、三井住友フィナンシャルグループ、三菱商事など

任意の指名委員会を設置している主な会社の例（監査等委員会設置会社）
アサツー ディ・ケイ、カゴメ、サントリー⾷品インターナショナル、セイコーエプソン、
野村不動産ホールディングス、ユニ・チャームなど

（※1）指名委員会等設置会社の場合
（※2）監査役会設置会社、監査等委員会設置会社の場合
（※3）代表取締役・代表執⾏役の選定・解職



本研究会の論点③ 役員報酬について
 役員報酬の在り⽅（固定報酬・業績連動報酬・株式報酬の構成⽐率や⽔準）をどう

考えるか。その決定の透明性・客観性をどのように確保するのか。
 上記の⽬的で報酬委員会（任意のものを含む）をどのように活⽤するのか。
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タワーズワトソン㈱ 第13回コーポレート・ガバナンス・システムの在り⽅に関する研究会発表資料より

⽇⽶英CEO報酬⽐較（売上⾼等1兆円以上企業）

59%
固定

株式報酬等を有している欧⽶企業の⽐率

タワーズワトソン㈱ 第13回コーポレート・ガバナンス・システムの在り⽅に関する研究会発表資料より

株式保有ガイドラインの例
 株式保有に関するポリシーに基づき、株主との価値共有のために取締役および業務執⾏役員は⾃

社普通株式を所有することが求められている。
 取締役については、取締役会参画後5年以内に年間現⾦報酬の5倍を、少なくとも取締役会参

画中および退任後1年間保有することが定められている。
 業務執⾏役員については、⻑期報酬（long term compensation）により取得した株式の少

なくとも50%以上（税率を50%と想定）を退任後1年間保有しなければならないものとされる。
 ⾃社株式の短期売買、ヘッジ、担保差し⼊れは禁⽌である。
（出典：経産省報告書「コーポレート・ガバナンスの実践」参考資料17. 【Wells Fargo（⽶）】）

 株式保有に関するポリシーに基づき、株主との価値共有のために取締役および業務執⾏役員は⾃
社普通株式を所有することが求められている。

 取締役については、取締役会参画後5年以内に年間現⾦報酬の5倍を、少なくとも取締役会参
画中および退任後1年間保有することが定められている。

 業務執⾏役員については、⻑期報酬（long term compensation）により取得した株式の少
なくとも50%以上（税率を50%と想定）を退任後1年間保有しなければならないものとされる。

 ⾃社株式の短期売買、ヘッジ、担保差し⼊れは禁⽌である。
（出典：経産省報告書「コーポレート・ガバナンスの実践」参考資料17. 【Wells Fargo（⽶）】）

 業務執⾏者の利害を株主と⼀致させるため、⾃社株式の保有ポリシーについて規定。
具体的には、CEOについては基本報酬の4倍、他の業務執⾏取締役は3倍、他の経
営陣（Corporate Executive Team）については2倍の⾃社株式を、退任後最低
12ヶ⽉間保有することが要求される。

（出典：経済産業省報告書「コーポレート・ガバナンスの実践」参考資料18. 【GlaxoSmithKline（英）】）

 業務執⾏者の利害を株主と⼀致させるため、⾃社株式の保有ポリシーについて規定。
具体的には、CEOについては基本報酬の4倍、他の業務執⾏取締役は3倍、他の経
営陣（Corporate Executive Team）については2倍の⾃社株式を、退任後最低
12ヶ⽉間保有することが要求される。

（出典：経済産業省報告書「コーポレート・ガバナンスの実践」参考資料18. 【GlaxoSmithKline（英）】）

海外では、株式保有ガイドラインを策定する例が⾒られる。



本研究会の論点④ 社外取締役の役割について
 取締役会や各種委員会の役割・機能を踏まえ、社外取締役はどのような役割を果たす

べきか。
 社外取締役の質・量の向上に向けての課題は何か。質・量の向上のためにどのような取

組が必要か。

13

2名以上の独⽴社外取締役を選任する上場会社
（東証第⼀部）の⽐率推移

出典：東京証券取引所「東証上場会社における独立社外取締役の選任状況＜速報＞」
（2016年6月17日公表）
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投資家としての経験

マーケティングの知見

政府・行政組織における経験

研究開発・イノベーション活動における経験

業界に関する知見

リスクマネジメントに関する知見

財務・会計に関する知見

国際ビジネス経験

コンプライアンス・法務に関する知見

経営陣幹部の経験

Q.独⽴社外取締役に必要な経験・知⾒として重視する項⽬
(複数回答可)

出典：有限責任監査法人トーマツ 「デロイト トーマツ取締役会実態調査アン
ケート結果 2016年度版」より経済産業省加工

回答企業：169社（うちJPX⽇経インデックス400銘柄企業は126社）
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本研究会の論点⑤ 監査等委員会設置会社の活⽤について
 監査等委員会設置会社の特徴をどのように活かすか。
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指名委員会等設置会社 監査等委員会設置会社 監査役会設置会社

株主総会

取締役会 監査役会

監査役の選任取締役の
選任

職務執⾏の監査
選定・監督

株主総会

取締役会
取締役の選任

選任・監督
代表執⾏役
（執⾏役）

指名
委員会

報酬
委員会

監査
委員会

株主総会

取締役会

取締役の選任

監査等
委員会

選定

選定・監督

監査等委員
の選任

 各委員会のメンバーは取締役3⼈以上で
組織し、過半数が社外取締役。

 監督と執⾏を分離し、業務の意思決定を
⼤幅に執⾏役に委任することが可能。

 監査役会は監査役3⼈以上で組織し、そ
の半数以上が社外監査役。

 取締役の中から選定された代表取締役が
業務執⾏を担う。

 重要な業務執⾏（重要な財産の処分・譲
受け、多額の借財、重要な使⽤⼈の選解
任等）の決定を代表取締役等に委任でき
ない。

 監査等委員会のメンバーは取締役3⼈以上
で組織し、過半数が社外取締役。

 取締役の過半数が社外取締役である場合⼜
は定款の定めがある場合には、取締役会は
代表取締役等に対して重要な業務執⾏の決
定を委任できる（指名委員会等設置会社の
場合と同様の範囲）。

代表取締役
（業務執⾏取締役）

監査・監督

代表取締役
（業務執⾏取締役）

監査
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 69社（約2％）  485社（約14％）  2953社（約84％）
※東証全上場企業3507社に占める割合。平成28年6月30日時点。東京証券取引所コーポレート・ガバナンス情報サービスより経済産業省調査。


