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中間整理の位置づけと今後の方針
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こうした状況変化を踏まえ、コーポレートガバナンス改革を形式から実質へと深化させていく上
で今後どのような取組が必要かについて、本研究会で議論いただき、中間整理として提言
（次回とりまとめ）。

中間整理

中間整理に基づき、事務局においてCGSガイドラインの改定案を作成（今夏目途公表）。

中間整理を受けた取組

① 今回のフォローアップ調査で明らかになった実態、この１年間の進捗及び現状の課題
② コーポレートガバナンス・コードの改訂、対話ガイドライン策定の動き

背景



中間整理に向けた論点整理①

3

【参考１】 CGS研究会での委員の主な関連発言
○経済産業省でガイドラインを売り込んでいく、そしてさらに改定していく時の主なターゲット、あるいはボリュームゾーンのイ
メージをつかめるように、今回のアンケートを生かしていただきたい。（大杉委員）

○上場企業でグローバルに事業を拡大していくのが本気であれば、コーポレート・ガバナンスを徹底させる仕掛けを自社に入
れるのが当たり前。したがって、国がいろいろやるのではなく、もう少し冷たくしても良いのではないか。そういう企業がどうし
た方が良いかが分かる分析になるといい。 （中村委員）

○本当に（コーポレートガバナンス強化を）やってほしいところをターゲティングし、そこにメッセージを送ったほうが良い。（武
井委員）

○報酬の業績連動度を高めた方がよい企業群と、必ずしも高めることが望ましくない企業群がある。高めることが一般的に必
要であるとは思われない。（宮島委員）

 CGSガイドラインは上場企業全般を対象としたもの。この基本は維持しつつ、グローバル化の程度、
企業規模、株主構成などが企業によって多様であることを踏まえ、例えば、求められる取組の在り
方等についてよりブレークダウンしたメッセージが出せると、ガイドラインを活用しようとする企業にとって
納得感が増すのではないか。
＜検討事項案＞
例えば、以下のような多様性に着目することが考えられるのではないか。
・ グローバルな企業と国内中心の企業（外国投資家の割合、市場や事業展開の範囲等）
・ 規模の大きな企業とそうでない企業
・ 支配株主のある企業（オーナー企業、上場子会社）とそうでない企業

CGSガイドラインのターゲティング

【参考２】 アンケートでの企業からの意見
○その通りになれば良いとも思うが、現実は会社の規模、企業理念、ステークホルダーなどが個々にあり、統一的な内容、基
準に当てはめることは困難が伴うと考えられる。

※現行ガイドラインの関連箇所：本文1.3、2.3
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（市場別）

時価総額の割合
（時価総額ランキングの区分別）

※集計対象は東証１部・２部の合計2,591社
（出所）Speedaデータベースより経済産業省作成

（参考）時価総額の割合
 東証一部・二部の時価総額合計のうち、98%は東証一部。

 例えば、時価総額上位100社（時価総額が約1兆3,000億円以上の企業に相当）で東証一部・二部の時
価総額合計の54%を占め、上位500社（同約1,900億円以上）で86%を占める。

86%



中間整理に向けた論点整理②

5

【参考】 CGS研究会での委員の主な関連発言
○社外取締役の勤務形態や情報提供の密度向上の工夫により、社内者と社外者の情報の非対称性がないようにする工夫が
必要。（太田委員）

○社外取締役の品質保証として、社外取締役にはコーポレートファイナンスや企業法務の最低限のリテラシーを持ってもらう
ことが必要。（冨山委員）

○投資家が社外取締役全員との対話を求める場合が増えており、社外取締役の品質保証は待ったなしのテーマ。（伊藤委
員）

○指名委員会には２つの機能があり、社外取締役などボードメンバーの選任と、サクセッションプランやＣＥＯの選任は本当は
違った機能。これらを分解して整理すると少し見通しがよくなるのではないか。監督する人をまずきちんと選ぶという、指名
委員会の一番基本の趣旨が不明確にならないように注意が必要。 （神作委員）

○取締役会、指名委員会、報酬委員会が狙いとする機能が発揮されるように、人数の比率が機能に照らしてバランスがとれて
いるかどうか、委員のレベルがどうかといった点について考えていく必要がある。（青委員）

 企業価値向上のため、社外取締役による監督や助言がより有効なものとなるよう、その質や独立
性を担保するための仕組みや社外取締役の役割の整理が必要ではないか。
＜検討事項案＞
・ 社外取締役の選任（再任を含む）のプロセスや基準の明確化（誰がどのように選任・再任するか）
・ 社外取締役の在任期間の上限の設定
・ 社外取締役が最低限備えるべき資質の確保
・ 社外取締役の多様性の確保（ジェンダー、国際性等）
・ 社外取締役の人材プールの充実

社外取締役の質の担保 ※現行ガイドラインの関連箇所：本文3.3.、 別紙２の2.1.、2.2.、8.、9.、 別紙３
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（参考）社外取締役の選任のプロセスや基準の明確化

別紙２：社外取締役活用の視点
ステップ2：社外取締役に期待する役割・機能を明確にする
社外取締役に期待する役割・機能、あるいは逆に期待しない役割・機能を、選任する前に社内で明確にしておくことを検討すべきである。

ステップ8：社外取締役が期待した役割を果たしているか、評価する
社外取締役の質の向上の観点から社外取締役が期待する役割を果たしているかについて、各社において評価することを検討すべきである。
○ 社外取締役は常に優れているとは限らず、期待している役割を果たしていない場合もあり得る。そのため、社外取締役についても特別扱
いせず、適正に評価を実施することが必要である。

○ 例えば以下のような評価の取組が考えられる。
 社外取締役同士の相互評価の実施
 取締役会の実効性評価を実施する中での評価
 株主等のステークホルダーによる評価が可能となるように対外的に情報を発信する 等

○ 選任された当初においては、社内の事情に精通していないことから、十分な役割を果たせないこともあり得るため、選任からの期間等も考
慮した上で、評価することが求められる。

○ また、社外取締役個人を評価することよりも、社外取締役全体を一つのチームとして見て、実効的に機能しているか否かを評価するとい
う視点を持つことも有益である。

ステップ9：評価結果を踏まえて、再任・解任等を検討する。
社外取締役の評価を踏まえて、社外取締役の再任・解任等について検討すべきである。

現行CGSガイドライン（抜粋）

※現行ガイドラインの関連箇所：別紙２の2.、8.、9.

 現行ガイドラインでは、社外取締役に期待する役割・機能を明確にし、それに照らして評価すること
を提言しているが、「基準」の明確化までは踏み込んでいない。
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（参考）社外取締役の在任期間
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上いた企業に限定して集計。

 日本では、社外取締役の導入が比較的最近になって進んだこともあり、社外取締役の平均在任
期間は諸外国より短い。

 なお、諸外国では、在任が長期となった場合の弊害に対応するため、在任期間の上限について
ルールを定めている例もある。

○ 例えば、厳格な再任上限を設けないとしても、10年など
の定量的な就任期間の目安を定め、それを超えて社外
取締役に就任させ続ける場合には、指名委員会等にお
いて、その者の社外取締役としての貢献度合いや引き続
き就任させる必要性と、就任期間の長さによる弊害の有
無等を十分に考慮した上で、再任の適否を判断すること
が考えられる。

○ なお、選任した社外取締役が入れ替わるような仕組みを
設けておくために、原則的な再任上限を社内規則等で
定めておくことも考えられる。

現行CGSガイドライン（抜粋）社外取締役の平均在任期間
（年）

※現行ガイドラインの関連箇所：別紙1の2.4.

社外取締役の在任期間に関する海外の状況
＜米国＞
・社外取締役の在任期間の上限に関するルールは無い。
・在任期間の上限を定めている企業は、S&P500のうち
5.4%に留まる※。
・他方、取締役の定年（mandatory retirement age）
を定めている企業が多い（S&P500の73% ※）。

＜英国＞
・英国の現行コードでは、9年以上在任する独立社
外取締役がいる場合、理由の説明が求められる。
また、本年予定されているコードの改訂により、9年
以上在任すると独立社外取締役とは見なされなく
なる。
・現状では9年がデファクトの在任期間となっている。

＜フランス＞
・フランスのコードでは、独立性の判断基
準の一つとして、12年以上在任してい
ないことが掲げられている。
・なお、定年を定めている企業も
CAC40の企業のうち35%存在。

（出所）日本は2017年度の経済産業省アンケート調査結果。他国はSpencer Stuart “2017 UK Board Index”より。
（備考１）調査時点の社外取締役の在任期間の平均値（退任した社外取締役の在任期間の平均値や、在任期間の上限ではない）。
（備考２）米国はS&P500、英国はFTSE150、フランスはCAC40、ドイツはDAX30など、主要企業が対象。日本については東証１部・２部の

アンケート回答企業のうち、コーポレートガバナンスコード導入以前の2013年において社外取締役が２名以上いた企業に限定して集計。

（※）IRRC Institute+ISS, “Board Refreshment Trends at S&P 1500 Firms”
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外国人の取締役の割合

（参考）取締役会の多様性

（出所）Spencer Stuart “Boards Around the World”のホームページ（2018年3月26日時点）のデータを元に作成。
（備考１）米国はS&P500、英国はFTSE150、フランスはCAC40、ドイツはDAX30、日本はNIKKEI225など、各国の主要企業が対象。
（備考２） “Boards Around the World”にデータが存在する国から、上位３カ国、G20の国、東アジアの国・地域を抜粋して記載。

 日本では、諸外国と比較すると、ジェンダーや国際性の観点から見た取締役の多様性が低い。
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女性の取締役の割合

○ 取締役の構成を検討する際に、とりわけダイバーシティの観点を意識することが重要である。取締役会においては、経営戦略の実行のため
に、多様な人材を活かす「ダイバーシティ経営」をどのように進めているかについてのモニタリングが求められる。また、経営戦略に自社には無
い多様な価値観を反映させる観点から、取締役自体の多様性を確保しておく必要がある。

○ （編注：社外取締役の）検討に際しては、取締役のダイバーシティ（多様性）を確保するという視点を持つことも重要である。そもそも
社外取締役に期待する役割として、取締役会に自社に無い多様な価値観を反映させるダイバーシティがある。自社の経営課題を踏まえ
て必要な人材を定義するなど、経営目標とダイバーシティを結びつけて検討すべき事項と考えられる。

現行CGSガイドライン（抜粋）

※現行ガイドラインの関連箇所：本文4.1.3.、別紙２の3.



中間整理に向けた論点整理③
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【参考】 CGS研究会での委員の主な関連発言 （次ページに続く）
○社外取締役に何を期待するのかについては、社長・ＣＥＯの育成計画に重きがあるべきであって、単なる選解任というアク
ションにあまり意味をもつべきではないのではないか。若手からの企業内での登用としての育成プランへの関与が、まだ足り
ていない。（太田委員）

○早期の段階から選抜を開始し、長期にわたって徹底的に鍛え上げて、時間をかけて絞り込むということをやっていかない
と、欧米・アジアの企業に勝てない。（冨山委員）

○社長候補を育成するのであれば、やはり30代から教育する必要があり、座学ではなく経営経験を積ませる必要がある。時
間がかかるが、きちんと監督するには、相応の見識と経営経験のある人を入れる必要があり、そうすると、外部から経験のあ
る人を入れる必要があると思う。（中村委員）

○後継者計画の動きが鈍い理由の一つに、実態がわからない、理想的なプラクティスは分かるがワーカブルなプラクティスが
見えないということがある。アメリカでは実際どうやっているのかなどを情報提供していただけると、使いやすいガイドラインに
なる。（澤口委員）

 アンケート調査で浮かび上がった実態（後継者指名は社長の専権事項であるという意識、後継
者計画の形式・内容やその共有範囲についてばらつきが大きい）や、コーポレートガバナンス・コード
の見直し議論を踏まえると、指名・再任・解任プロセスの客観性・透明性の確保や後継者計画の
実効性確保を図ろうとする企業が参照できるベストプラクティスを示すことが必要ではないか。
〈検討事項案＞
・ 中長期を見据えた後継者の育成・選抜計画の策定、実施、監督の在り方
・ 指名委員会の構成の在り方と指名委員会事務局の役割
・ 後継者の選任に関する現職の社長・CEO等経営幹部と社外取締役の関与の在り方
（社外と社内との役割分担について平時と有事でどう異なるか 等）

社長・CEO等の指名や後継者計画の在り方 ※現行ガイドラインの関連箇所：本文4.1., 別紙３の2.1.



中間整理に向けた論点整理③
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【参考】 CGS研究会での委員の主な関連発言 （前ページから続く）
○サクセッションプランの条件は３つある。文書化され、手続化され、それが取締役会として長期的に実行されている必要があ
る。（冨山委員）

○現経営者の頭の中だけにある計画を、文書化できないまでも、社外取締役と意見交換や情報共有するなど、初めの一歩と
なるプラクティスを紹介し、最終的にはどういう選定プロセスが理想なのかを示すという流れで進めてはどうか。（塚本委員）

○企業側としては、一体どういうふうにサクセッションプランをつくったらいいのか悩んでいると思うので、海外の実態や持株会
社の事業子会社の社長選定プロセスなども含め、実態調査した方が良い。（武井委員）

○長い時間軸の中で次世代の経営者をつくっていくプロセスを全部含めてサクセッションプラン。そのような枠組みで情報を
集めると良い。（冨田委員）

○指名委員会には２つの機能があり、社外取締役などボードメンバーの選任と、サクセッションプランやＣＥＯの選任は本当は
違った機能。これらを分解して整理すると少し見通しがよくなるのではないか。監督する人をまずきちんと選ぶという、指名
委員会の一番基本の趣旨が不明確にならないように注意が必要。 （神作委員） ※再掲

○取締役会、指名委員会、報酬委員会が狙いとする機能が発揮されるように、人数の比率が機能に照らしてバランスがとれて
いるかどうか、委員のレベルがどうかといった点について考えていく必要がある。（青委員） ※再掲



中間整理に向けた論点整理④
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【参考】 CGS研究会での委員の主な関連発言
○報酬委員会での報酬の水準の決め方が他社との比較になっている。報酬委員会での議論のあり方をもう少し考えないとい
けない。（伊藤委員）

○インセンティブ報酬をＫＰＩと絡めて導入するに当たって、参考となるような実際のプラクティスを紹介されれば、よりイメージ
しやすいものになる。（塚本委員）

○改革が進んでいない、遅れているのが、報酬制度の変化である。報酬制度に業績連動的な側面を強めるという方向での変
化は現れているが、変化が遅い。（宮島委員）

〇海外の場合と比較して、日本の場合、従業員との給与の連続性などから、報酬の絶対額が圧倒的に小さい。そのため、単
純に業績連動部分の多寡を比較することにあまり意味はなく、この点を議論する場合には絶対額がどうかというところが非常
に重要だと思う。（佐久間委員）

○報酬の業績連動度を高めた方がよい企業群と、必ずしも高めることが望ましくない企業群がある。高めることが一般的に必
要であるとは思われない。（宮島委員） ※再掲

 コーポレートガバナンス・コードの見直し議論等の動きも踏まえ、報酬設計のプロセスの客観性・透明
性の確保も図りつつ、個々の企業戦略を反映した適切な報酬設計を行うよう、促していくことが必
要ではないか。
＜検討事項案＞
・ 報酬の方針や設計のあり方（業績評価指標の設定等）
・ 報酬委員会の構成、運営に関する客観性・透明性の向上
・ ベストプラクティスの整理・普及のための方策

報酬設計のあり方 ※現行ガイドラインの関連箇所：本文4.2., 別紙２の6.



（参考）指名委員会・報酬委員会の委員構成について
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• 現行のCGSガイドラインでは、指名委員会と報酬委員会の審議事項については差を明示しているが、委員構成につ
いては共通の記述としている。

• 委員の過半が社外者（社内・社外が同数の時は委員長が社外者）である委員会の設置を検討することを提言して
いる。

• 社外者としては、社外取締役を基本としつつ、社外監査役や、役員でない外部有識者（専門家）の社外者も含め
ている。

現行CGSガイドラインの内容（概略）

１．指名委員会と報酬委員会の違いについて
• 指名委員会は全体方針のみならず社長・CEO等役員個人について議論されることも多い一方で、報酬委員会では役
員個人について議論することは少なく、全体方針や職階別での議論が中心。こうした差異を踏まえると、特に指名委員会
は社内者の数を絞り込む必要性が高い等、両者について書き分けることが考えられるか。

２．社外取締役以外の社外者委員の範囲について
• 監査役は本来的には経営陣の指名・報酬を担う者ではないが、監査等委員会が任意の指名委員会、報酬委員会の
機能を担うのと同様の考え方で、引き続き、ベストプラクティスとしての社外者委員の範囲に含めることが考えられるか。

• 他方、役員ではない外部有識者については、①役員のように株主総会で選任されていない点で社外取締役や社外監査
役と比べ法的な位置づけ・責任が無いこと、②コンサルタントなどの専門的知見の活用は、オブザーバーとして参加する方
法で実現可能であること、③役員ではない外部有識者が委員となっているケースは非常にまれであることを踏まえ、ベスト
プラクティスとしての社外者委員の範囲からは外すことも考えられるか。

委員構成に関するCGSガイドライン見直しに関する論点（案）

※現行ガイドラインの関連箇所：別紙３の3.1.及び3.2.
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【参考】 CGS研究会での委員の主な関連発言
○取締役改革を進めていく上では、課題の広がりや深さを社外の目からみて、議題選定することが重要。議長職を極力社外
のほうに移していける工夫が残された課題の一つ。（太田委員）

○会長が取締役会の議長になることについては、本当にそれでいいのかという問題がある。また、取締役会の議長ではない
会長がどんな役割をガバナンス上果たすのか、ブラックボックスになっている。（伊藤委員）

 取締役会の在り方の多様性にも配慮しつつ、取締役会の監督機能を強化する観点から、取締役
会の運営における議長の在り方や、付議事項の在り方、ガバナンスにおける会長の役割をどう考え
るか。

 コーポレートガバナンス・コードの見直しの方向性を踏まえると、指名委員会・報酬委員会の実効性
確保のため、取締役会同様、任意の諮問委員会についても実効性評価を行うべきではないか。

その他 ※現行ガイドラインの関連箇所：本文の2.4.2.、5.2.、別紙1の2.4.



（参考）取締役会議長について
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取締役会議長とCEOが兼任である企業の割合

取締役会の在り方として、個別の業務
執行の決定を少なくする方向を指向し
ている場合には、監督機能の強化のた
め、「取締役会議長は、客観的な評
価という観点から、業務執行者以外が
務めることが望ましい」としている。

社長・CEOが取締役会議長を兼任することへの賛否（想定される意見）

＜議長の独立性を重視する立場＞
・ 執行と監督を分離することで、独立性・客観性、説明責任
の強化が果たせる。
・ アジェンダ設定を行なうのは議長であり、取締役会改革を進
めるためには社外取締役が議長となることが必要。
・ 取締役会で議論が対立した場合には、取締役会の決定に
おいて議長が果たす役割が大きい。

＜議長の独立性を重視しない立場＞
・ 指名委員会等設置会社ではない会社では、会社法上も執行
と監督の分離は前提とされていない
・ 議題案を作るのは執行側。また、アジェンダ設定に問題がある場
合は、取締役会の実効性評価の中で対応すれば済む。
・ 議長が中立的な議事進行を行うことを期待されている企業で
は、社外取締役が議長に就いた場合、外部者として問題提起
する発言をしにくくなる可能性。

現行CGSガイドラインの内容（概略）

（出所）日本は2017年度の経済産業省アンケート調査結果。他国はSpencer Stuart “2017 UK Board Index”。
（備考１）米国はS&P500、英国はFTSE150、フランスはCAC40など、主要企業が対象。日本はJPX400または東証１部・２部

全体のうち、アンケートへの回答企業分を集計したもの。
（備考２）フランスのコードでは、一定の基準に基づいて正当化できる場合には、議長が業務執行取締役を兼任していても独立してい

ると扱うことができるとされている。

※現行ガイドラインの関連箇所：別紙1の2.4.
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（参考）付議事項の在り方について
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1. 「重要な業務執行の決定」について
○ 会社法３６２条４項各号に列挙された事項を含む「重要な業務執行の決定」（会社法３６２条４項柱書。以下、各号
に列挙された事項を含めて、単に「重要な業務執行の決定」という。）は、取締役会に上程することが強制される。

○ 実務の安定した運用のため「重要な業務執行の決定」の定量的な目安を示すこと2や、各社が定量的な上程基準の目安を設
定することの有用性は当然ながら否定されないが、法律上上程が強制される「重要な業務執行の決定」に該当するか否かは、
個別具体的に判断される。

○ したがって、まず2.において、取締役会の機能を整理するとともに、3.において、当該機能が適切に発揮されるようにするために
「重要な業務執行の決定」の範囲の決定に当たって考慮される要素3（(1)任意に設置される指名委員会及び報酬委員会、
(2)社外取締役の選任、(3)内部統制システムの構築・運用）について論じるものとする。

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「法的論点に関する解釈指針」（抄）

2 実務においては、例えば「重要な財産の処分及び譲受け」（会社法３６２条４項１号）の該当性について、過去の会社へのアンケート結果等を
参考にして総資産の１％程度が目安とされるとの指摘もある。しかし、「重要な業務執行の決定」の範囲は本文に記載したとおり個別具体的に判断
されるものである。また、アンケートに回答した各社の付議基準は、「重要な業務執行の決定」のみを取締役会に上程することを意図して定めたものと
は必ずしも限らないと思われる。したがって、（このような目安の実務上の有用性は否定されないが）目安に拘泥する必要はなく、各社において合理
的な付議基準を定めることは可能である。

3 当然ながら、考慮される要素は本文に記載した要素に限られるわけではない。

（出所）平成27年7月24日 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「コーポレート・ガバナンスの実践～企業価値向上に向けた
インセンティブと改革～」
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