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１．前回の研究会で指摘された論点 
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統合報告書で自社の経営評価やガバナンスについて開示する例 

 日本の統合報告書において、自社の経営を評価して開示する例はあまり見られないが、
過去の総括とこれまでの中期経営計画に基づく取り組みを紹介している例がある。

 なお、GPIFは、その運用委託先に、優れたコーポレートガバナンス報告書及び統合報告
書を作成している企業を選んで報告させるようにしている。
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●大場委員： 投資家の立場から見たときに、何が課題なのかというと、キーワードは総括検証とディスクロージャー。経営の評価の検証が
行われているかどうかが非常に不透明。どのような形で取締役会が経営を評価しているのか、その評価がどのような形でディ
スクローズされるかということを、ベストプラクティスとして行われている企業があれば、それの共有化すると有益だと思う。 

●大宮委員： 統合レポートが最近色々な会社で随分充実してきており、その中ではCSRも含めて、社外取締役がどういう形で会社の
経営に関わっているかということが記載される例もある。ディスクローズという観点から、内部で一生懸命やっていることを外
部にどう伝えるかということも非常に重要だと思うので、統合レポートなどをサーチして、どういうことになっているかを少し調査
してみてもよいと思う。 

 過去の中期経営計画に基づく経営を振り返り、次の中期経営計画の説明につなげている例（伊藤忠商事株式会社）

 統合報告書においてコーポレートガバナンスに関する取組状況を取締役会議長の言葉として開示している例（株式会社LIXILグ
ループ）

 任意に設置した諮問委員会等のメンバー構成・委員長を分かりやすく開示している例（オムロン株式会社）

統合報告書における開示例 

第4回研究会での指摘 



(参考) GPIFの運用委託先が選ぶ優れた“コーポレートガバナンス報告書” 
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コード 企業名 主なコメント 

4452 花王 

○当初“全て実施”と公表したが、解釈の余地なく実施していると判断できる項目以外はエクスプレインに変更。真摯
な姿勢は開示の信頼性を高める。 
○コーポレートガバナンス報告書の変更履歴をHPで更新している点も高く評価。
○取締役会の実効性評価について、評価プロセス及び結果の概要が具体的に記載されており、取締役会の機能向上に
向けた当社の本気度が伝わってくる。 

6645 オムロン 

○73項目全開示（コーポレートガバナンスポリシー）、社長指名諮問委員会等の設置による人事における透明性確
保。読みやすい。 
○企業理念に基づいた価値創造のストーリーが分かりやすく記載されており、企業価値向上に向けた道筋を想起しや
すい報告書になっている。また、全社だけでなく各セグメントについても定性的、定量的な開示がバランス良くなさ
れており、投資可否を検討する上での判断材料が充実している。 

1878 大東建託 
○全項目を独自の表現で網羅、過去の同社のIRの説明内容と整合的であり、透明性の高い経営の実現に取組んでいる
事が確認出来る点を高く評価。 

4911 資生堂 
○取締役会の実効性評価や取締役に対するトレーニングについての充実度がわかり、モニタリングボード型のコーポ
レートガバナンスの実施を目指し、当社の企業価値向上のための取締役会の在り方が追及されていることが理解でき
る。 

6146 ディスコ 
○取締役選任における必要要件を記載（例：営業、技術、製造、調達、法務、会計、IT、安全衛生）していること、
業績連動型報酬制度に関する方針、基準を明確かつ具体的に記載していること、などが評価できる。 

6361 荏原製作所 
○取締役会評価において、先進的な企業や米国企業の事例をベンチマークとして自社を分析するなど、意欲的な取り
組みが見られる。コーポレートガバナンス報告書や招集通知の英文での提供など外国人投資家を意識した対応が評価
ができる。 

（注）GPIFが国内株式の運用を委託している運用会社のうち、16社が回答。コーポレートガバナンス報告書の優れている企業を各運用会社が3社ずつ挙
げ、それを集計。表以外では、堀場製作所,日本電産,日本製紙,日産化学工業,帝人,積水化学工業,小松製作所,三菱重工業,三菱UFJFG,塩野義製薬,伊藤忠商
事,ユナイテッドアローズ,ヤマハ発動機,ヤクルト,みずほFG,バンダイナムコホールディングス,トヨタ自動車,デンカ,スミダコーポレーション,スタート
トゥデイ,キリンホールディングス,カプコン,カカクコム,オリンパス,オリックス,アンリツ,アサヒグループホールディングス,ＴＤＫ,MS&AD,J.フロント リ
テイリング,ＨＯＹＡ,亀田製菓の名前が挙がった。 

出所：GPIF資料 



(参考) GPIFの運用委託先が選ぶ優れた“統合報告書” 
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コード 企業名 主なコメント 

9697 カプコン 
○統合報告書全体が、中計を柱に構成されており、投資家に会社の戦略がシナリオとして伝わる。会社の「目指すべき姿」、
それを実現するための課題と取り組みが明確。加えてCSRについても企業業績にいかに繋がるかが触れられている点を評価。 
○社外取締役と機関投資家との対話内容、取締役会での主な議論を開示している点を評価。

6645 オムロン 

○経営者の会社に対する現状認識とそれに対する対応方針が示されている。同社が注力している指標や競合環境等の非財務情
報が開示されており、評価できる。ROIC経営の観点からも、全事業を見渡す事業のポートフォリオマネジメントと各事業の成
長性について、わかりやすく説明。同社では取締役会議長とCEOの分離の意味、社外取締役の役割、社長指名諮問委員会の運
用の仕方などがよく理解され実行されていることがあらためて確認できる。 

2802 味の素 
○投資家視点を意識した報告書、味の素独自の方法で社会に貢献しつつ成長を目指す姿がユニーク。2020年までにグローバル
食品企業のトップ10入りを実現するため、社会の課題解決により社会価値を実現し、新たな経済価値を創出し事業の成長を目
指すAjinomoto Group Shared ValueというユニークなCSV経営を分かりやすく説明。 

4927 
ポーラ・ 
オルビスHD 

○自社のブランド戦略と環境・社会課題への対応がリンク。財務資本と非財務資本を対比させて、価値創造プロセスの説明が
なされている。ステークホルダーとの対話重視、経営へのフィードバックへの考え方が評価できる。 

8252 丸井グループ 
○キャッシュフロー配分、経営指標、資本政策に対するコミットメントが明確である。“Social”の観点でダイバーシティーの課
題に向けた取組みを開示している。 

8058 三菱商事 
○社外役員のみの座談会、取締役報酬制度の詳細を掲載。また、ガバナンス、リスクマネジメント、グローバルでのCSR活動紹
介等、多方面からの継続的な企業価値向上への取組みが取り上げられており、バランスが良い。 

1925 大和ハウス 
○人口減少というマクロ面での逆風に直面する中での、資本配分政策の重要性や経営姿勢が明確に語られている点を評価。ま
た、各事業部門における収益目標に加え、今後の投資計画についても詳細に開示。 

6856 堀場製作所 
○コーポレート・フィロソフィーが明確であり、納得性が高い。競争優位性を通じて事業機会をどう確保するかを簡易に説明。
セグメント毎の長期目標や非財務資本による価値創造を説明。 

7011 三菱重工 
○同社の歴史、様々な事業を展開する同社の強みと課題の整理、課題に対する対応（ドメイン制、キャッシュフロー経営の推
進等）が非常に分かりやすく記載されている。 

（注）GPIFが国内株式の運用を委託している運用会社のうち、16社が回答。統合報告書の優れている企業を各運用会社が3社ずつ挙げ、それを集計。
表以外では、Ｊフロントリテイリング,ＳＣＳＫ,TDK,アサヒグループHD,アンリツ,エーザイ,オリンパス,カルソニックカンセイ,テイ・エス テック,ナ
ブテスコ,フジクラ,みずほFG,ユナイテッドアローズ,リコー,レオパレス21,旭化成,伊藤園,関西電力,三井化学,三菱ケミカルHD,大東建託,中外製薬,日本航
空、の名前が挙がった。 出所：GPIF資料 



日本のガバナンス開示に関する海外機関投資家からの指摘 

 なお、最近ACGA（※）が公表したレポートによると、「日本のコーポレートガバナンス関係の開示は
特に残念な状況にある」と指摘されている。

 具体的には、1人のリサーチャーが情報分析する際のプロセスを比較することで、日本では、ガバナン
スに関連する情報が複数の媒体で開示されているため、特に複数の企業情報を調べようとする場
合には多大な労力を割かざるを得ない点が大きな課題として指摘されている。
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1. 会社又は取引所のWebサイトで、
アニュアルレポートを入手する。

2. アニュアルレポートの①経営者に
よる財務・経営成績の分析
（MD&A)、②取締役による報
告、③ガバナンス関係の記載欄
等を読む。

3. 会社のWebサイトに戻り、追加
的なガバナンス情報がないか確
認する（例えば、会社の定款、
取締役内の委員会の詳細、取
締役メンバーの情報（経歴等）
の最新版など）

（※）ACGA（アジア・コーポレート・ガバナンス協会）は、約70の欧米等の機関投資家が参加する業界団体で、アジアにおけるガバナンスの長期的な向上に取り組んでいる。 
（出所）ACGA, “CG Watch 2016” (20 September, 2016) 

1. 会社のWebサイトで、アニュアルレポートを入手する。
2. アニュアルレポートを読む。

 しかし、そのレポートが法定開示情報ではなく、任意のマーケティング書類のようなもので、多くの場合、
表面的なガバナンス情報しか含まれないことに気づく。 

3. サステナビリティレポート又はCSRレポートをみる。
これらのレポートには、通常、アニュアルレポートより多くのガバナンス情報が含まれている。 

4. 年度の決算短信をみる。
 監査済みではないが、通常決算日から約6週間後に公開されるもので、MD&A関連の情報を入手
できる。（なお、監査済みの情報は決算日から3ヶ月経過後まで公開されない。） 

5. 事業報告等をみる。
 株主総会前に提供される法定開示情報で、総会議案とともに、財務・非財務情報が含まれている。
取締役の経歴や、情報量は少ないものの取締役会や委員会の運営状況等の情報を入手するには
最も良い情報源である。 

6. 取引所のWebサイトで、コーポレート・ガバナンス報告書を入手する。
コーポレートガバナンス・コードへのコンプライ情報等が得られる。（現段階では英訳版は少ない。） 

7. 会社のWebサイトに戻り、追加的なガバナンス情報を探す。
企業によっては、より情報量の豊富な「ガバナンス・ガイドライン」を公表している場合がある。 

ACGAレポートで示されているガバナンス関連情報の分析プロセス（仮訳） 

諸外国で一般的なプロセス 日本企業の場合 



２．取締役会の役割・機能の整理 
   （前回の議論を踏まえて） 
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【参考：第4回資料より再掲】各社の取組の方向性の整理 

 以上の整理（4象限）を前提にした場合、現状、日本企業の多くは、象限Bまたは象
限Dに位置しているのではないか。

 象限Bまたは象限Dに位置する会社がコーポレート・ガバナンス・システムを構築・運用す
るに当たっては、大きく分けて4つの取組の方向性が考えられるのではないか。

取締役会の監督機能 

CEO権限 
分権型 

CEO権限 
集権型 

C 

D 

A 

B 

① 

④ 

② ② 

① 

取締役会の意思決定機能 
（個別の業務執行の決定） 
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③ 

※縦軸は取締役会のみに着目 
しているが、取締役会の外 
の監督機能も別途あり得る。 



4象限での整理に対する前回の研究会における意見① 

 前回の研究会において、4象限での整理に関して、概ね以下のとおり意見があった。
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●冨山委員： 監督と意思決定は対立する概念ではない。業務執行は取締役会でなくてもよいが、取締役会の固有の機能は監督。監

督の実を上げるために、取締役会において個別の業務執行の決定にどこまで関わるべきか、という問いに置き換えると、整

理の図は意味がある。監督の実を上げるためにどこまで個別の業務執行の決定に関わるかは、業種、業態、沿革、規模

によって違う。 

●松元委員： 方向性③について、CEOの権限を強めるだけではなく、それに伴ってCEOを監督するための取締役会の監督機能を強化

する方向があるという形でパッケージで話が出ていたかと思うので、誤解が生じないように図を整理する必要がある。 

●大宮委員： 当社の歴史等を考えると、BとAの間、よりBに近いところにいたかと思うが、社長の権限を強くするために戦略的事業評価

制度を導入しており、また、現在の社長に代わったときに呼称をCEOに変え、監査等委員会設置会社に移行したのは、

経営の形を少し変えて中身が変わってきているものを内外に示そうという意図でもある。結果としてCに近い格好になってい

ると思う。 

●青委員： 個別の業務執行の決定を重視する形態であっても、取締役会が監督、経営の中心として機能するのが基本的な位置づ

けかと思うので、取締役会そのもののガバナンスがきちんと効いている必要がある。今後、表現するにあたり、取締役会の監

督機能が不要という受け止め方をされないように留意してほしい。 



4象限での整理に対する前回の研究会における意見② 

 前回の研究会において、4象限での整理に関して、概ね以下のとおり意見があった。
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●石田委員： 会社の中には、取締役会の監督のようなものは考えておらず、どうしたらいいかわからない人が数多く存在する。そういう人

たちに、いきなり飛ばなくても、少しずつのステップでやっていくうちに段々と良くなっていくとアドバイスし、まずは形を作らせて、

その上で考えていくうちに何か分かってきて、自浄作用でさらに良くなっていくという道筋を与える意味で、4象限の図は非常

に良いと思う。 

●翁委員： 置かれている企業のポジションや、製造業か非製造業か、グローバル企業かドメスティック起業家ということよって、選んでい

く体制も相当違ってくると思う。特に製造業は売上げの圧倒的なシェアが海外になっていて、海外投資家の比率も増えて

いるので、監督機能の充実が非常に求められており、その意味で、社外役員のダイバーシティが非常に重要になってきてい

ると同時に、しっかりした執行体制がどのように図られているかということが見えてくることも大事だと考えている。 

●武井委員： 機関設計か、モニタリング型かマネジメント型かという法制度的な議論から離れて、違う形で持続的な成長のことを考えよ

うという試みと理解したので、整理の図は有益だと思う。もっとも、縦軸の監督機能という言い方に少し誤解が生じやすい。

取締役会で意思決定している事項が多いか少ないかというのがX軸で、そのときに必要な監督機能がどうなるかをY軸にす

ることも考えられる。 

●神田座長： 取締役会の監督機能と意思決定機能は相反するものではなく、それぞれに強弱があるとすると、4つの組み合わせがあ

る。弱・弱は良くないが、強・強ということはあると思う。それは図の方向性②で示されていると思うが、この図だと少し矢印が

書きにくい。 



【ご指摘を踏まえた整理】各社の取組の方向性の整理 

 縦軸について修正し、取締役会における個別の業務執行の決定が多いか少ないか（監
督機能に特化するか、それとも意思決定機能も重視するか、）という分類で整理。

 いずれの象限に位置していたとしても、それぞれに適した方向で監督機能を強化する必
要があるため、それを方向性②・⑤で立体的に表現。

取締役会の役割・機能 
個別の業務執行の決定が少ない（監督機能に特化 ） 

CEO権限 
分権型 

CEO権限 
集権型 

C 

D 

A 

B 

① 

④ 

② ② 

① 

個別の業務執行の決定が多い（個別の意思決定機能も重視） 
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③ ※縦軸は監督機能の強弱
を示すものではなく、
各象限において監督機
能を高める取組が必要 

⑤ ⑤ 



その他の前回の研究会における意見① 

 前回の研究会において、取締役会の論点に関して、概ね以下のとおり意見があった。
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＜取締役会以外の情報共有のための会議体（取締役評議会・連絡会など）＞ 

●小林委員： 取締役会だけではなく、取締役評議会あるいは取締役連絡会という会議体を設け、そこで戦略的・将来計画的なものを

議論したり取締役会の決議事項でない案件などの情報共有をしたりすることが、取締役会を機能させる上で有益である。 

●冨山委員： 指名委員会等設置会社で取締役の数も少なく、取締役会の付議事項も少ないと、取締役評議会のような別の場で細

かいことの報告を受けないとよくわからないところがある。執行マターを知っていたり議論に関わっていたりすることによって監督

化が充実することが現実経営として存在する。 

●大宮委員： 評議会や連絡会といったやり方も有益だが、取締役会を月1回の頻度でやるのであれば、リスクに関する情報なども取締

役会の場に早めに上げて、自由闊達に議論ができるような形に取締役会を変えていくのが非常に重要ではないかと思う。 

●澤口委員： 取締役評議会の話は、アメリカの取締役会だとエグゼクティブ・コミッティーが比較的近いように思う。取締役会の議論をす

るためにはコミッティーのところも視野に入れて議論したほうがよいかと思う。また、可能であれば、米国のモニタリングといわれ

る取締役会自体でどういう議題で審議が行われているかという点なども議論の素材にできればと思う。 

●翁委員： 取締役会以外のところでの事前の説明や情報共有が極めて有益だと思っている。一方で、本当にそれで取締役会で実

質的な議論ができるということが担保されるような形でそういう会議体を運営していくことが極めて重要だと感じている。 



その他の前回の研究会における意見② 

 前回の研究会において、取締役会の論点に関して、概ね以下のとおり意見があった。
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＜実態と形式の問題＞ 

●柳川委員： ある種の形式と実態の違い、法的なものと文化的なものの違いなどが一つの鍵になると思う。事務局資料4の10ページの

図は実質的なものを書いたものだと理解したが、実質的にどのようなものを目指すのかという話と、それに合わせてどんな制

度的な仕組みを用意するのかということを分けて議論した方がよいかと思う。 

●江良委員： 取締役会で何を決めるか、あるいは役割をどう考えるかという点について、多くの会社と議論すると、実質的な経営判断や

議論が取締役会の外の様々な委員会や会議体で行われているケースが多く、法的な権限と実態がかなり乖離していると

いう印象がある。丁寧に実態と法的権限のところを分けて整理した方が議論に資するのではないかと思う。 

●大杉委員： 法律上のフォーマルな取締役会を議論するよりも、取締役会に付随する非公式の会議体を含めた上で、全体としてどのよ

うなことが目指すべきか、どのような機能を果たすべきかという議論が出発点になるという印象を持った。経営や監督という

観点から見ると、戦略を作り、計画に落とし込み、それが上手くいっているかのフィードバックもしつつという広い意味での

PDCAが大事で、それを広い意味での取締役会や付属の会議体で社外取締役を交えて行う必要があるというのがガバナ

ンス改革の本質部分かと思う。 

●神作委員： 社外取締役は形式で決まっていて、社外取締役が働く場は取締役会である。社外取締役にガバナンスで一定の役割を

果たしてもらおうという方向で議論されているので、形式や形態の問題も決しておろそかにしないで議論する必要がある。 



その他の前回の研究会における意見③ 

 前回の研究会において、取締役会の論点に関して、概ね以下のとおり意見があった。
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＜実態と形式の問題（続き）＞ 

●武井委員： 取締役会という場でやるか否かという法的な問題よりは、取締役がいる場でどういった議論をしたらいいかということを考える

ことが大事である。取締役会という法的な議論から離れた議論をするのが重要だと思う。そういった観点から、取締役会の

上程事項について、会社法でこうなっているからこうするという意思のない話ではなく、例えば、監督権や人事権の行使の

ために必要な情報は何か、それを取締役会で意思決定の形で扱うのか、付議や審議の形で扱うのか、などいろいろな考え

方があるという視点を提供することがよい。 

●神田座長： 議論にあたっては、一体誰のための経営なのかという視点が大事である。日本では、投資家や株主のためという視点があま

りにもなさ過ぎた。そういうあたりをどうしていくかという中で、組織論、実態論と制度論を議論していく必要がある。内外意

識が非常に強い社会なので、株主、投資家は外というのは良くないと思う。 

＜会社法の役割＞ 

●大杉委員： 会社法の役割について、スチュワードシップコードなどができて、急速に市場との対話が普及しつつあって、そのときに今の会

社法の条文は過剰規制ではないかと思うところがある。もう少し投資家による規律に任せて、会社法は従来型の規律から

徐々に撤退して、インフラ型・土台型の考え方（会社法の役割は、最低限の基盤の上に各会社がどのように工夫していく

かという土台を提供し、細かい点に注文をつけないという考え方）に向かうべきではないかと思っている。 



その他の前回の研究会における意見④ 

 前回の研究会において、取締役会の論点に関して、概ね以下のとおり意見があった。
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＜取締役会長＞ 

●小林委員： 基本的にはCEOが執行の全責任を持ち、取締役会が監督機能を果たすというときに、執行や監督をやっていた会長がい

るとしたら社長は極めてやりずらいと思う。相談役以前の問題で、会長が早く外にエネルギーをぶつけるようにしないといけな

いという気がする。相談役に関する議論を聞いていて、会長というある意味で中途半端な形も議論の俎上に挙げるべきで

はないかと感じた。 

＜コーポレートガバナンスを所管する部署＞ 

●寺下委員：コーポレートガバナンスを所管する部署、取締役会事務局をどこに置くかということが重要な問題。欧米ではカンパニーセク

レタリーという位置づけがあり協会も存在する。取締役会事務局の機能や位置づけは色々な組織体を作るにしても極めて

重要。 



その他の前回の研究会における意見⑤ 

 前回の研究会において、取締役会の論点に関して、概ね以下のとおり意見があった。
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＜指名委員会・報酬委員会＞ 

●冨山委員： 監督機能の鍵は人事権に尽きる。実質的に誰が人事権を持っているか、実効的な問題として指名（諮問）委員会がど

れだけの力を持っているかということに収斂する。人事、特にトップ人事の連鎖を実質論としてどうしていくのかというのは、制

度論で全部は規制できないが、少なくとも指名委員会の役割によって相当状況を変えられると思っているので、議論の中

に入れてほしい。 

●大宮委員： 監督は人事権との指摘は、そのとおり。権限が集中するＣＥＯの暴走を抑える観点から指名等の委員会を工夫する必

要がある。 

●翁委員： 指名委員会や報酬委員会で実質的にどういう議論が行われ、または行われようとしているか、少し調査する必要があると

思う。 

●小林委員： 指名委員会は会社によって相当違うのではないかと思う。独立して社外だけでやっている会社もあれば、社内の方が多い

中でもデータを共有しながら1年間かけてしっかり議論していく会社もあるだろう。この辺は一度調査すると面白いかと思う。 



39 

取締役会に関連する論点（例） 

 取締役会のメンバー構成
– 社内と社外のバランスをどう考えるか。

– 取締役会の規模（人数）についてどう考えるか。

 議長について
– 取締役会議長の役割・機能をどう考えるか。議長を選択する際の視点は何か。

– 社外取締役を議長とする場合に、実質的に機能させるに当たって留意点はあるか。

 取締役会の開催頻度・所要時間について
– 取締役会の開催頻度を減らすに当たって留意点はあるか。

 取締役会の付議事項の見直しについて
– 取締役に伝えるべき情報とは何か。取締役会の決定事項・報告事項・報告もしない事項などの線引きをする際の視点は何か。

– 取締役会以外の情報共有や議論の場を設けるのか、取締役会で全て対応するのか。

 取締役会の実効性評価について
– 実施主体について、社内で行う場合と、外部の第三者を利用する場合で、それぞれメリット・留意点はあるか。

– 手法（アンケート、ヒアリング等）を選択する際の視点は何か。

 以下の事項について、どう考えるか。4象限・取組みの方向性に照らして違いがあるか。



３．指名に関連する論点 

（これまでに本研究会で委員よりご指摘のあった事項や、 
 事務局が企業・有識者などと意見交換を実施した中で 
 指摘のあった事項を中心に抽出） 

40 



41 

社長・CEOの指名、後継者の計画等① 

 社長・CEOの選解任について、どのように社外取締役が関与できるか。社長以外の役員
の選解任についてはどうか。

 社長・CEOの後継者計画について、どのように監督することが考えられるか。社外取締役
をどのように活用できるか。

【社長・CEOの選解任】 

 委員会でCEOの有言実行度を評価するという事例。

 報酬委員会での評価は、CEOの解職に対する事前警告的な意味合いで利用できるという意見。

【後継者計画の監督】 

 指名委員会や社外取締役は、社長の提案を叩くことはできるが、対案を出す能力はない。ネガティブチェックに意味があり、それが期
待する役割であるという意見。

 候補者がどんな人か判断できないので、取締役会で年2回案件報告をさせて、人となりをチェックしている事例。

 指名委員会等設置会社の場合、指名委員会の決定を取締役会でひっくり返せない点が欧米より厳しく、それが導入の妨げになって
いるという指摘。

 指名委員会等設置会社はモニタリングの理想型ではなく社外が少ない中での工夫。取締役会に社外取締役を過半数入れることが
本来の姿だという指摘。



４．報酬に関連する論点 

（これまでに本研究会で委員よりご指摘のあった事項や、 
 事務局が企業・有識者などと意見交換を実施した中で 
 指摘のあった事項を中心に抽出） 

55 



68 

指名に関連する論点（例） 

 取締役・執行役（員）の選解任について
– 取締役の指名の方針・基準を策定する際に、どういった視点が必要か。

– （社長・CEO以外の）取締役の選解任について、どのように社外取締役が関与できるか。

 社長・CEOの選解任について
– 選解任の透明性・客観性をどのように確保するのか。

– 社長・CEOの選定について、どのように社外取締役が関与できるか。実効的に関与する上での工夫があるか。

– 社長・CEOの解職の仕組みを整備する場合、実効的に仕組みを機能させるためにどのような取組が考えられるか。

– 解職という局面で社外取締役に期待される役割は何か。

 後継者計画について
– 社長・CEOの後継者計画について、どのように策定し、監督することが考えられるか。

– 社外取締役をどのように活用できるか。

– 内外の経営人材の育成・登用をどのように行うのか。

 以下の事項について、どう考えるか。4象限・取組みの方向性に照らして違いがあるか。



69 

報酬に関連する論点（例） 

 業務執行取締役・執行役（員）の報酬について
– 取締役の報酬の方針を策定する際に、どういった視点が必要か。

– 報酬方針の策定に際して、社外取締役に期待される役割は何か。

– 固定報酬、業績連動報酬や株式報酬の構成比率や水準を検討する際の視点は何か。

– 定量的な評価のみならず、定性的な評価を取り入れることの意義や留意点は何か。

– 社長・CEOの報酬については、他の業務執行取締役・執行役（員）とは異なる考慮が何か必要になるか。

 社外取締役の報酬について
– 社外取締役に対して、株式報酬や業績連動報酬を付与することについて、どう考えるか。

 以下の事項について、どう考えるか。4象限・取組みの方向性に照らして違いがあるか。
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指名委員会・報酬委員会（任意のものを含む）に関連する論点（例） 

 委員会のメンバー構成
– 社内と社外のバランスをどう考えるか。取締役会の構成との関係があるか。

 議長（委員長）について
– 委員長は、社内と社外の場合で、それぞれメリットや留意点があるか。

– 議長（委員長）を社外取締役にする際に、実効的に機能させるために必要となる取組があるか。

 諮問対象者の範囲について
– 社長・CEOについても対象に含めるか。

– 取締役に加えて、執行役（員）についても対象に含めるか。

 諮問事項について
– 方針の策定まで委員会に担わせるか。委員会で方針の策定まで行うために必要となる取組があるか。

 取締役会との関係
– 委員会の答申内容に、取締役会をどこまで拘束させるか。

– 取締役会の社外取締役比率が高い場合（例えば過半数）である場合とそうでない場合で違いがあるか。

– 監査等委員会設置会社の場合、監査等委員会の人事・報酬についての意見陳述権との関係をどう整理するか。

 以下の事項について、どう考えるか。4象限・取組みの方向性に照らして違いがあるか。




