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ＣＧＳ研究会（第２期） 

第４回 議事要旨 

 

１．日時：平成 30年 3月 29日（金）15時 00分～17時 00分 

２．場所：経済産業省本館１７階第１特別会議室 

３．出席者：神田座長、青委員、青木委員、江良委員、大杉委員、太田委員、大

場委員、翁委員、神作委員、小口委員、佐久間委員、澤口委員、武

井委員、塚本委員、寺下委員、藤田委員、松元委員、三笘委員、宮

島委員、竹林参事官、田原課長 

      （欠席：石田委員、伊藤委員、後藤委員、小林委員、冨山委員、中

村委員、柳川委員） 

４．議題：ＣＧＳガイドラインのフォローアップ、ＣＧＳ研究会（第 2期）の中

間整理について 

５．議事概要： 

はじめに、本研究会の進め方について、資料２記載のとおりとすることに

ついて委員の了承を得た。 

次に、事務局より資料３、資料４及び資料５について説明した後、討議を

行った。その後、CGS ガイドラインのフォローアップ（資料４）の最終的

な取りまとめについて座長一任となった。討議の概要は以下のとおり。 

 

 【寺下委員】資料５の３ページ目、ターゲティングの話について。今の状況

をお話しすると、海外の機関投資家は、日本のスモールキャップ、いわゆる

大企業ではないところにかつてない勢いで注目している。これはこの 10 年

間において最も大きな変化のひとつである。こうした流れのなか、日本のス

モールキャップの成長企業においてもガバナンスの向上に努めるというこ

とに海外投資家からは強い要望が来ている。ターゲット上、これを外すこと

には非常に違和感がある。海外では今、日本政府が進めているガバナンスの

改善の後押しならびにスモールキャップ企業の時価総額の伸び対ＧＤＰ比

の国際比較においても、相当な高いパフォーマンスを示すいいレポートが出

ている。スモールキャップ企業のガバナンス改善は急ぎではないとのメッセ

ージを出すことは避けて頂きたい。スモールキャップの成長企業においても、

むしろ積極的にコーポレートガバナンス・コード、ＣＧＳガイドラインとい

ったものを活用して、よりマーケットと対応しながら、企業価値の向上、株

主との対話を行ってもらいたいという方向づけを是非示して頂きたい。 
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 【宮島委員】２点ほど申し上げたい。 

１点目は、企業向けアンケートのクロス集計の結果で、今日のフォローアッ

プの結果のところにつながってくる話である。ここまで整理が進んできてい

るのであえて変えたほうがいいというわけではないが、アンケートの集計結

果で、監査等委員会設置会社と監査役設置会社では、目立った差がみられな

いということになっている。ただ、この結果については、もう少しアンケー

トを分析する余地があり、もしかすると目立った差はあるのだけれども、う

まく見つけられていない可能性があると思う。 

私自身が少し研究したところでいうと、監査等委員会設置会社に移行した企

業というのは（１）社外取締役の人材が不足しているといった制約に対応す

るような理由から、社外監査役を社外取締役にスライドすることに主に動機

付けられて、監査等委員会設置会社を選択したというケースと、（２）比較

的グローバル展開をしていたがこれまで伝統的な日本企業のガバナンス構

造をとっていた企業が、これを機会に組織を変えて、任意の委員会等を入れ

るといった措置と合わせて監査等委員会設置会社に移行した、つまり移行が

全体的な仕組みの改革の大きな契機になっているケ－ス、逆にいうと、それ

が１つの象徴になっているようなケースの２タイプがある。このような、移

行による実質的な変化がない多くの企業と相対的には少ないが大きな変化

があった企業が混在しているために、実質的な変化のあるケ－スをうまく抽

出できていないのではないかという感触を私は持っている。だから、もう少

し検討すると、監査等委員会への移行は積極的な意味をもっていたというこ

とが言えるかもしれない。もしそういう意味があるとすると、ガイドライン

のフォローアップの結果の書き方にも少し影響するのではないかというの

が１つである。 

２点目は、今ご発言があった点である。これも後で議論が出ると思うが、タ

ーゲティングについて、資料５の４ページに図があり、上位企業が東証全体

の時価総額に占める割合が出てくるが、これをどう読むかが１つの問題であ

る。もう１つの問題として、連結ではなく単体ベースで、国内の従業員をど

れぐらい抱えているかをというベースで上位に当たる企業を求めると、ＪＰ

Ｘ400の企業ではなく、それ以外の企業の比重が高くなるという結果も十分

ありうるように思われる。そういう意味で、時価総額は１つの目安だが、企

業が日本でどれくらい従業員を抱えているかという点ももう一つの視点で

ある。従業員ベースでみると、東証１部の中堅以下の企業群も大きいという

事実がある。 

その上で、コーポレートガバナンス改革の進展がどこまで進んでいるかにつ

いて、ＪＰＸ400の企業では相対的に自発的な改革が進展しているというイ
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メージがあり、既にガイドラインで示されているものを実践している企業も

多いから、ガイドラインを通じて事細かにガバナンスの整備を促すターゲッ

トではない可能性もある。反対に、改革が遅れている企業群はＪＰＸ400以

外の企業群であって、改革の実効性が資本市場の圧力にかなり依存している

とすると、そうした企業は機関投資家の圧力が弱いために改革が遅れている

側面がある。そうすると、ターゲットになるのはむしろそこだという見方も

できると思う。そのあたりの全体的な面の中からターゲティングをどう示し

ていくのかは今後の課題だということで、私自身は、今の寺下委員のご発言

と同様に、今まで改革が遅れているところが主たるターゲットで、そこの部

分を後押ししていくというのが１つの方向なのではないかという認識であ

る。 

 

 【藤田委員】資料４のフォローアップ結果について、書いてある内容そのも

のに異論があるわけではないが、質問がある。クロス集計の中でオーナー系

企業についてかなり特徴的な結果が出ていたが、それを２ページの「全体」

のところで反映していないのはなぜか。それは、中間整理のターゲティング

との関係でこの手のものをどう活用するかがはっきりしていないから載せ

ないということなのかもしれないが、こうなっている理由をご説明いただき

たい。 

 

 【坂本課長】特に何か意図があってということではなくて、前回の研究会に

おいて、こういったカテゴリー別にやったらいいのではないかというご意見

をいただいた結果、このサマリーでまとめさせていただいている。それが機

関設計別、市場別、時価総額別ということであった。オーナー系企業につい

ては参考として集計したので全体論には入れなかったというぐらいのこと

であり、入れられないということではない。サンプル数でいうと指名委員会

等設置会社より若干多いぐらいであり、調査結果をみると、ややペースはゆ

っくり目という結果が出ているのはお示ししたとおりなので、フォローアッ

プにこれも含めてもいいのではないかというご趣旨であれば、ご指摘を踏ま

えて検討したい。 

 

 【藤田委員】それは今後の考え方次第だが、中間整理に向かって、この要素

も積極的に検討するというのであれば、入れるほうが自然かなとは思う。誤

解のないように言っておくと、オーナー系企業が遅れているからガバナンス

に関する取り組みを進めなさいという趣旨の中間整理をしてくれと申し上

げているのでは決してなくて、議論するのであれば、このデータは前出しし
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たほうがいいというだけである。 

 

 【武井委員】アンケート結果を見ていて、指名委員会等設置会社が他の二類

型よりも優れているかのようなニュアンスが前面に出る文言までは導けな

いように思う。たとえば資料３の「取締役会関連」のところに、個別の業務

執行の決定を最小限にしている企業が多いとあるが、最小限にしているほう

がいい、それによって進展しているという評価をすること自体にまず違和感

がある。そもそも母数が約 40 社しかない中での比率である。サクセッショ

ンプランのＱ30で、監査等委員会は 80社近くサクセッションプランを作っ

ていて、委員会設置会社は 20 社しか作っていないのに、指名委員会等設置

会社のほうが進んでいるかのようにミスリードするのも違和感がある。 

特定の機関設計がいいかのように読めるようなことを言えるまでの有意な

差は出ていない気がする。資料５のほうは指名委員会等設置会社だからとい

うことはあまり書いておらず、この程度がいいのかなと思ったが、あまり強

いトーンで出すべきではないと思った。 

あと今回、社外取締役だけに絞ってアンケートを聞いたからこういう結果が

出ている可能性もある。外の方からの意見を聞くと、全般的に、社外監査役

の方を無視していることへの批判は実は強い。指名委員会等設置会社の監査

委員会や監査等委員会設置会社の監査等委員会においては、監査委員や監査

等委員という社外取締役がいて、その役割について議論されているが、監査

役設置会社においては監査役について議論されていないのが本当にいいの

かという論点がある。 

 

 【坂本課長】付議事項が少ないから一概にいいわけではないというのは個別

にご意見があると思うが、ただ、サンプル数の制約を留保しつつ、どうして

もこういった調査としては比率でみざるを得ない。監査役設置会社と指名委

員会等設置会社で母数が違うのは全体としても仕方がないのかなと思って

おり、我々としては、20％ポイントぐらいのそれなりに差がついているもの

を拾っているところではあるが、先ほどのお話のように、評価の問題はあろ

うかと思う。 

 

 【澤口委員】２点ある。まず１点目は、資料５の 12 ページに指名委員会・

報酬委員会の委員構成に関するガイドラインの見直しに関する論点につい

て。前回も少し申し上げた通り、サクセッションプランというのはどの委員

会がやっているのか調べてみたところ、アメリカでは報酬という肩書きがつ

いた委員会がやっている。どちらかというと指名よりも多いようである。そ
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れは経営者の評価と共通する点が多いからだと思われる。そういう意味では、

少し幅をもたせるべきなのかと思った。 

次に２点目。「事業ポートフォリオの最適化」というアンケートもしておら

れ、その結果が出ていて、検討プロセスを特に定めていないという会社が意

外に多いという結果が出ているので、これについても何らかのガイダンスを

ご検討いただく余地があるかなと思う。事業ポートフォリオの最適化はどち

らかというと社外取締役が関与する合理性がやや高い領域だと思うので、任

意の委員会を活用することも選択肢の１つと思った。 

 

 【三笘委員】２つあり、まず１点目は、武井委員が先ほどご指摘されていた

点と関係する。今日ここに参る前に、指名委員会等設置会社が東証で今どの

ぐらいあるのかをみたところ、約 70 社ある。内訳をみると、メガバンクと

大手証券会社系が７社ぐらい、日本郵政系が３社、日立系が７社ある。これ

で 17。指名委員会等設置会社 40社ぐらいから回答があったということなの

で、その中にこれらが入っているのかよくわからないが、数が少ないという

だけではなくて、業種や系列等が少し偏っている可能性がある。 

従って、資料４のとりまとめのときに、この表現を出していただくのは構わ

ないと思うのだが、良いか悪いかという評価は別として、母数がそうなって

いるということは注記をしてもらったほうがよいと思う。特に金融系に関し

て言うと、ここにもいらっしゃる金融庁さんの監督のもとにあるので、当然

のことながらガバナンスをしっかりやれという指導が入っているはずで、そ

れが大きく反映しているかもしれない。つまり、単に指名委員会等設置会社

だからこう、ということではないのかもしれないという印象を持っているの

で、その点の注記をしていただければと思う。 

２点目は、資料５の 12 ページ、委員構成に関するＣＧＳガイドライン見直

しに関する論点の１つ目、指名委員会と報酬委員会の違いについて。実務に

おいてもそうなのだが、この手のガイドラインで経営陣と言われているとき

に、それはＣＥＯのことを言っているのか、それとも業務執行取締役も含め

て言っているのかが少しはっきりしないという印象を受けている。ＣＥＯに

ついて言っているのであればその通りというところも、業務執行取締役全部

を含めて言っているのだとなると、これでいいのかなと思うところがある。 

例えば、いろいろな事業部がある会社で、それぞれの事業部の長が業務執行

取締役として取締役会を構成している場合に、会社全体の業績をもとに業務

執行取締役の報酬等を検討するという面は当然あってよいと思うが、個々の

事業部の業績をどのように反映するのだろうと考えていくと、12 ページの

整理では、報酬委員会では役員個人について議論することは少ないと書いて
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あるので、指名委員会のほうで役員個人のパフォーマンスを検討するという

ことなのかなともみえるのだけれども、果たしてそうなのだろうか。 

結局、業務執行取締役についてのパフォーマンス評価は、人事で反映するか、

報酬で反映するか、その両方かしかないはずで、いずれにおいても反映しな

いというのはおかしいはず。先ほど澤口委員からも、どちらがみるのだろう

かという線引きの問題が出されたかと思うのだが、このあたりについては、

日本の会社は業務執行取締役の人数がアメリカのオフィサーと比べても多

いから、ＣＥＯだけではなく、それ以外の業務執行取締役をも念頭に議論を

していただければと思った。 

 

 【江良委員】大きく４点ある。１つは、先ほどからいくつかコメントがあっ

たターゲティングの話である。比較的時価総額が小さく、機関投資家の保有

率が低い企業や取組みが遅れていると考えられる企業をターゲットにすべ

きだというところは理解できる。ただ、そういった会社はそもそも前向きに

取り組むインセンティブが限定的で、むしろ今回のガイドラインを読まない

可能性も高い。従って、非常に難しいところなのだが、どちらかというとタ

ーゲティングはそこの層よりは少し上、すなわち、機関投資家の保有率が少

なくないが多くもない、そして何か取り組みを進めなければいけないという

考えやプレッシャーを感じているが、一方で具体的にどうしたらいいのだろ

うと悩まれているような企業をメインのターゲットにすると響きやすくな

るのではないか。例えば、今回、外国人投資家比率というのを出してもらっ

たが、機関投資家比率でもみてみると面白いかなと思った。 

２点目は、武井先生や三笘先生等からもご指摘があった点である。現状の記

載だと、指名委員会等設置会社にすれば、日本の会社は全部ガバナンスが良

くなると勘違いするような誤解を招く可能性もあるのではないか。従って、

表現は少し気をつけたほうがいいように思う。 

３点目は、社外取締役の任期である。アンケート結果の３ページ目によると、

在任期間が 10 年を超える社外取締役も存在しており、独立性の確保も今後

の課題とのことだが、この点は非常に難しい点と思っている。すなわち、任

期は短くても良くないし、長過ぎても良くない。10年が１つの目安としてい

いのか悪いのか、一概に評価できないところがある。海外で 10 年を一つの

基準に置いているところがあるからということで、10 年と記載されたのだ

と思うのだが、それがひとり歩きしてしまうと、それはまた問題なのかなと

思う。なぜ短過ぎても長過ぎても良くないかというと、短過ぎると、会社に

対する知識や、その会社との信頼関係を築けないので、いわゆる実効性が懸

念される。一方、長過ぎると独立性の観点から少し懸念が出てくる。このよ
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うに少しロジックを補足することが重要ではないかと思った。 

４点目は、資料５の 14 ページにある取締役会議長の話について。議長がＣ

ＥＯであるべきか、社外であるべきかは、国によって考え方が違い、ベスト

プラクティスについてはいろいろな意見がある。少々乱暴に言ってしまえば、

文化、歴史的な経緯等の影響も大きい。従って、社外がいいと、本当に言い

切れるかと言うと思うところもあり、この点については日本におけるプラク

ティスとしてどうなのかという点については、評価を保留すべきではないか

なと思う。 

 例えば、アメリカだと、ＣＥＯと議長が兼任している企業の数も多いわけだ

が、実はこういった企業のほうがパフォーマンスが良いという場合もある。

従って、取締役会議長のありかた自体よりは、社外取締役がどのような形で

ＣＥＯに対して牽制をきかせているか、例えば議長は CEO だが一方で筆頭

社外取締役を選任するなどの方法もあるので、もう少し広い範囲でのガバナ

ンスのあり方も視野に入れてもいいように思う。 

 

 【小口委員】江良委員が言及された、特に取締役会議長のところについて確

認だが、ＣＧＳガイドラインには、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ある。議題を出すのが執行側

なので、社外も含めて取締役がチェックし議論するときに議長が議題を出す

側であるというのは好ましくないというのはその通りだと思う。 

ところが、日本では、社長、ＣＥＯの兼任比率が非常に高いとか、会長で執

行側に立つ人が多いということがあるので、これは少し方向性が違うという

ことを言われているのかなと思う。また、社長ではなくて会長がＣＥＯを兼

務するという経営が最近多くみられることが、この問題をさらにわかりにく

くしていると思う。私は、会長というのは取締役会会長だと思っているので、

それがＣＥＯを兼務することはいいのかどうかという問題が１つある。それ

から、議長は社外がいいのか、社内がいいのかという議論と、そもそも会長

というのはガバナンス上の存在として必要なのかという問題もある。伊藤先

生、太田先生のご議論が 13 ページにあったかと思うが、そういうマトリッ

クスの話になっているような気がする。この点をどういう方向性で結論に導

いていくのか、少しわかりにくい。 

実際、私は現に取締役会のメンバーだが、当社の場合には会長は代表執行権

がなく、取締役会議長である。中間形態だと思う。実際、議論をするとき、

社外の方と社内側が結構激しい議論になるわけだが、行司役というか、両方

側に目配りができる人がいるというのはある種好ましいのではないかとい

う気持ちもあって、先ほどのマトリックスの中でこの問題をどういうふうに
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整理するのか、十分なご検討が要るのではないかなと思った。 

 

 【大場委員】金融庁のフォローアップ会議でも申し上げたが、もう少しマー

ケットが企業をどうみているかという視点を入れることも大事ではないか

と思う。個々の会社については、それぞれ様々なので色々な評価があるかと

思うが、日本企業全体としてみると、相当程度、市場は警告を発していると

思う。つまり、企業価値という点において、ＰＢＲが平均すると１倍少々ぐ

らいしかないわけで、それは企業活動を続けても解散しても同じだというこ

とを示唆しており、企業は何のために活動しているのかということである。

さらに言うと、ＰＢＲが 0.5に達しない企業というのは 100社ぐらいあると

思う。解散したほうが企業活動を継続する場合に比べて価値が倍になるとい

う極端な姿になっている。 

従って、ターゲティングのところで、先ほど江良委員から、機関投資家の比

率も少し考えてターゲティングをすべきというお話もあったが、マーケット

がどのように見ているかという企業群というターゲティングもあると思う。

10 年以上ＰＢＲで 0.5 をずっと続けているような企業をターゲットにして

もあまり意味がない。市場がどういう示唆をしているかということは経営の

通信簿だと思うので、そういう観点も大事ではないかと思う。 

 

 【宮島委員】我々も、そこをよく問題にする。今の大場委員のお話だと、Ｐ

ＢＲが 0.5を下回っている、通知表でいくと劣等生という会社は考えないほ

うがよく、もう少し上のところをターゲットにすべきというご趣旨か。 

 

 【大場委員】トレンドをみないと意味がないと思う。今 0.5であっても、仕

組みを変えて色々工夫をすれば、１や２になる可能性はある。従って、それ

自体をもってターゲットから外すことはできないと思うが、トレンドをずっ

と見ていったとき、ほとんど何も変化していないような会社を入れてもあま

り意味がないのではないか。したがって、マーケットが傾向としてどのよう

な評価をし続けているかということを前提にターゲティングをするという

ことに意味があるのではないかという趣旨である。 

 

 【塚本委員】２点あり、まず１点目は、資料４の指名委員会等設置会社につ

いてである。私もこれを拝見したときに、最初に指名委員会等設置会社が挙

げられている点に違和感を覚えた。指名委員会等設置会社に移行している会

社の数自体が少なく、それを最初に挙げるのが適切かという点もあるが、そ

もそも指名委員会等設置会社に移行する会社はガバナンス強化に前向きな
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会社であるというのが世間一般の認識・理解ではないかと思う。そのため、

ほかの機関設計の会社からすると、これを読むと、自社には関係ない話であ

るという印象を与えたり、あるいは、経済産業省や、このガイドラインは指

名委員会等設置会社に移行することを推している、というメッセージを与え

たりしてしまうおそれがあると思う。時価総額が大きい企業の後に指名委員

会等設置会社を挙げるというように、列挙する順番を入れ替えることも考え

られるのではないか。 

２点目は、資料５の 12 ページの任意の委員会の関係でガイドラインの見直

しの論点が出されている点についてである。ガイドラインにおける水準を上

げることは場合によっては慎重な検討を要するのではないかと思う。これは、

コーポレートガバナンス・コードの補充原則４－10①が、現行のものでは、

任意の委員会の設置を例示として記載しているのに対し、先ほどご紹介があ

った改訂案では、例示でなくなり、任意の委員会を置いていないとコンプラ

イしていることにならないことになっており、この改訂は実務へのインパク

トがかなり大きいと思われることと関係する。 

私が上場会社のコーポレートガバナンス報告書を調べたところでは、現在、

東証１部の上場会社の、監査役会設置会社において、任意の委員会を設置し

ているのは約 35％であり、設置していない残りの約 65％は、もし改訂後の

コーポレートガバナンス・コードの補充原則４－10①にコンプライしようと

すると、任意の委員会を新たに設置するしかないことになる。今後、そのよ

うにして任意の委員会を設置したばかりという会社が多数現れるとした場

合に、そのような状況の中で、ガイドラインにおけるベストプラクティスの

水準が一気引き上げられてしまうと、そのような会社にとっては、ガイドラ

インが求める水準が高すぎてあまり参考にならないものとなってしまいか

ねない。先ほどのターゲティングのようなことも踏まえて、これから初めて

任意の委員会を置く会社が多いかもしれないということも念頭に置いて、ガ

イドラインにおいてグラデーションをつけて水準を記載することも議論し

ていただいたほうがいいと思われる。 

 

 【澤口委員】今のお話の関連で、材料はそろったので、素晴らしい料理を楽

しみにしている。とりあえず、東証１部と２部で、１部だけ集計するとこう

であるといった数字が早目にわかると大変助かる。我々が企業とコミュニケ

ーションしていても、東証１部あるいはＴＯＰＩＸ100の企業と２部の会社

とでは、切迫感が全く違う。データを活用するという意味で、その点をお願

いしたい。 

それから、神作先生のご指摘にも絡むが、サクセッションプランはなかなか
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わからないことが多い。例えば、私が理解している限り、ＣＥＯのサクセッ

ションというのは、アメリカだと、指名委員会というよりは、報酬委員会と

かヒューマンディベロップメントとか、指名以外の委員会が担っている部分

が多く、それは評価が必要で、報酬の評価と重なる部分も非常に多いと理解

しているが、指名委員会はどちらかというとディレクターのサクセッション

プランをやっているという傾向があるように理解している。その点も含めて、

サクセッションプランはわからない部分も結構多いと思っている。 

ＣＧＳガイドラインの良いところは、いろいろな情報を出しながらガイダン

スする部分である。後継者の経営計画について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わかるけれどもワーカブルなプ

ラクティスがみえてこないということがある。アメリカでは実際どうやって

いるのだということも含めて、そういうものを多少情報提供していただける

と、大変使い勝手の良いガイドラインになるのではないかと思う。 

 

 【翁委員】12 ページの指名委員会と報酬委員会のところで少しコメントさ

せていただきたい。指名委員会と報酬委員会はむしろ人が一緒であるという

ほうがやりやすい面が結構あるのではないかということである。先ほど何人

かの方がおっしゃっていたのだが、今は確かに日本では、個人の方の評価ま

で踏み込むところまではあまりいっていないところが多いかと思うのだが、

いずれにせよ、報酬と指名というのは役員の評価をどうみるかということと

密接に関連してくるので、報酬委員会と指名委員会は同じメンバーでなくて

もきちんとしたコミュニケーションがあることが本来的には望ましい。指名

と報酬委員会を書き分けてしまうのはどういう意味なのかがわからないの

だが、かなりリンクした役割を本来はもつはずなのではないかなという印象

を持っている。 

そして、指名委員会と報酬委員会は社外中心に構成されることになると思う

のだが、報酬委員会というのは執行部とのコミュニケーションがとても大事

になってくるのではないか。例えば、中期経営計画とか、経営目標とリンク

させた報酬体系を考えていくことが必要になってくるので、そこで中期計画

をどういうふうにするかというところでのコミュニケーションが必要にな

ってくると思う。 

それから、毎年できているところはほとんどないと思うのだが、報酬につい

て、こういう結果だったら報酬はこうであったということについてのフィー

ドバックも本当はあることが望ましいと思っている。どういう報酬体系、ど

ういうインセンティブをもつかということを考えるときにも、執行の方々の

意見を聞くことも大事なので、そういうことも配慮する必要があると思う。 
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 【青木委員】大場委員のご意見に近いところなのだが、何のためのガバナン

スかというと、ガバナンスはインプットで、企業としてはその成果としての

アウトプットが重要である。今、マーケットや、機関投資家からみるという

お話があったが、企業の側からすると、このガバナンスをやるとこういうい

いことがあるというものがあるとよいのではないか。例えば、アンケートの

結果あるカテゴリーに整理された会社について、収益性などの企業としての

アウトプット要素のうち、どういったことと連関しているのかを示していた

だけると、なるほどということになる。そういうものとリンクしないで、何

社がＡです、Ｂですと、そういう議論をみせていただいてもあまり役に立つ

感じがしない。実際のガバナンスの成果と結びつけて見せていただくことは

できないだろうか。 

 

 【坂本課長】いくつかの業績指標とコーポレートガバナンスの取組について

の相関関係を少し分析したものを、前回資料の 63 ページ以降にいくつか載

せさせていただいている。因果関係ということまで示すものではないが、一

定の、有意な相関関係としては、例えば、指名委員会の設置、報酬委員会、

後継者計画の監督といったようなものと、業績指標としてはＲＯＡの伸び幅

の関係をとっている。使っているデータは昨年度の約 870社ベースのアンケ

ート調査の結果だが、一定の相関関係はみられているということなので、即

効性があるというようなことでもないし、これをやったからというところで

もないが、相関という意味ではこういった形で分析させていただいている。 

 

 【青委員】資料４は、ＣＧＳ研究会として調査等により把握した客観的な現

状の認識を示したものではなく、上場会社へのアンケート結果をとりまとめ

たものであり、特に評価に係る部分は上場会社自身によるものなので、その

ことを明示すべきである。 

資料５の５頁に記載されている「社外取締役の質」を考える際には、個々の

社外取締役の質だけでなく、取締役会全体や社外取締役全体としての機能や

資質にも目を向けるべき。取締役会が適切な機能を果たすには、社外取締役

総体として適切な資質や能力を備えることや、十分な数の社外取締役を選任

することも必要である。 

資料３のクロス集計のように、企業の属性を踏まえて傾向をつかむのは有意

義である。今後、様々な事柄を検討していくに際し、ガバナンス向上に対す

る意識が高い会社か低い会社かを分けて分析していくことも有用と考える

が、その際には、社外取締役の数や、指名・報酬委員会活用状況などがその

判断要素として挙げられるのではないかと考えている。 
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 【佐久間委員】まず資料４の最初、全体の書き出しについて。先ほど三笘委

員をはじめほかの委員の方も言われていたように、指名委員会等設置会社が

特にということで最初に来ているのは極めて違和感がある。金融機関等、母

数が限られたところなので、指名委員会等設置会社だからというよりは、時

価総額が大きいからとか、まさに金融機関ではということならまだ意味があ

ると思うが、このあたりは検討されたほうがいいかと思う。 

次に資料５について。これも先ほど何人かの委員の方が言われた取締役会の

議長の議論だが、取締役会の議長には、取締役会という審議決定機関の何を

担うことを期待してこういう議論をするのか。それは司会というわけでは多

分ないはずである。当社でも、司会進行役は私がやっており、議長ではない。

この会でも、経産省の事務局の方が全体の司会をやって、座長が中身を最後

は決定するという仕組みだと思う。つまり、最後にもめたときにまとめると

いうことが議長として非常に重要だというふうに考えるのか、そのあたりが

もう一つはっきりしないので、ここの整理、方向性がはっきりしない。 

そして、執行と監督の分離と、取締役会議長を社長がするかしないかはあま

り関係がない。つまり、取締役会議長１人だけが社外で、残る全員が業務執

行取締役であれば、それは執行と監督が分離しているわけではないし、当然、

監査役設置会社であれば、全員が社外であれば別だが、そうならないので、

執行と監督は分離ができない。逆に、監査役がいる体制なら、分離ができる

とか、そういう議論にも発展する。 

もう１つ申し上げると、おそらく、アジェンダ設定は、監査役設置会社では

執行側がやらないととても難しいと思う。それは、ほとんど全ての会社がそ

うだと思うが、付議基準があって、全ての案件をふるいに落として、拾い上

げるという作業は、執行側しかできないからである。指名委員会等設置会社

で、基本的に具体的な案件は全部委任をして、取締役会では基本的な方針だ

けを議論するということであれば、今回は販売戦略についてといったアジェ

ンダ設定は社外の方でもできると思うが、監査役設置会社でアジェンダ設定

が議長の役目だとすれば、それはかなり難しい。それは現行ＣＧＳガイドラ

インの内容にも多少反映されているのだろうと思うので、何を期待するかと

いうところ。逆に、この議論はそんなに重要なのかとも思う。議長というの

は、議長の能力のある人がやるのが一番いいということでもあるので、ここ

は必ずしも整理する必要があるのかどうか。 

それから、資料５の多様性について。確かに、取締役会の多様性、女性、外

国人ということで整理するとこういうことになるが、これは当然社会のミラ

ーなので、今回対象になった会社についても、そもそも従業員の中の女性比

率や管理職の女性比率を超えるのは基本的にはなかなか難しい。だから、こ



13 

こで言われるように、取締役会という上部構造が問題だとしても、本当は社

会全体のところがやはり問題なのであり、そこを議論しないまま、上のとこ

ろだけ議論をしても解決の糸口にはならないのではないかという気がする。 

 

 【大杉委員】まず、年度末に発表するという資料４の文章について、どのよ

うな性格の文章なのかがいま一つ私には納得できない。実際にアンケート調

査をして、企業にも協力していただいたので、この時期に出すことはいいこ

とだと思うのだが、先ほど来から出ているご意見を聞いていると、なるべく

客観的な出し方をしたほうがよい。出してしまえば、それを主観的に解釈し

て、そこから教訓等を導こうとする人が登場することは避けられないわけだ

が、客観的な出し方とか、注記が必要ではないかというご意見があったのは

割と理解できる。年度が変わるときの中間報告という性格づけと考えるほう

がいいのかなと思う。 

先ほどご意見があったが、前回のこの研究会で出た相関関係分析は、ＣＧＳ

ガイドラインのフォローアップ結果という名前をつけることはできないし、

因果関係ではないという重大な留保が必要なのだが、これをフォローアップ

に入れることもあり得る。ただ、強く望むということではなくて、受け手に

どういうものとして認識してもらうかを踏まえつつ、文書の性格について意

識しながらまとめていただきたい。 

次に、資料５について。ターゲットという言葉にはおそらく２つの意味があ

る。上場会社のうち、コーポレートガバナンスを改善する必要性が高い企業

群はどのような層なのかという話と、我々が文書を発表したときに読んでく

れるのがどのような層なのかという話である。両者が一致するとありがたい

のだが、おそらく一致はしないので、どちらの意味でターゲットという言葉

を使っているのか、また、今後使うべきなのかは、整理しておいたほうがい

いように思う。 

そして、ターゲットをどこに設定するかは我々の今後の議論の中身にかかわ

る。現状は過渡期であって、急激に変化しているところであり、おそらく全

体としてはいい方向に向かっているように思う。ガバナンス改革をやってよ

かったという話を、上場会社の関係者から伺うことは結構ある。まだ変化の

途上で、速く変化している会社と、どちらかというと後発組が混ざっている

という認識に立つと、結局、ベスプラを作るときにも妥協的にならざるを得

ないと思われる。例えば、諮問委員会のメンバー構成で、社外取締役を過半

数にすべきであるという結構厳しい議論と、そこは内外同数でもいいが、そ

のときは議長を社外にしてくれとか、あるいは、ここでいう社外役員という

のは社外取だけではなくて、社外監査役も含むべきという議論は、ある意味、
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形から中身を追求していくという、コーポレートガバナンスのよくあるパタ

ーンからすると、妥協的なものなのだろう。過渡期において、妥協的なもの

も含めることで、いわば落伍者を出さないという発想もありうる。そのあた

りを議論しながら、中身を合わせていくということではないかと思う。 

次に、先ほどご意見が出た「議長」について。司会という意味なのか、会議

の主宰者で、アジェンダ設定とか、最後に一任をもらうような、会議の中心

人物という意味なのか。イギリスで、議長は社外取締役でなければいけない

と強く言われるのは、その人が中身を決めるべきだからというよりは、放っ

ておくと社長だけでどんどん議事進行してしまって、社外の人が追いつかな

い、あるいは都合の悪いところは表に出さずに、異議をとどめさせないよう

な議事進行に対する警戒心があるからだとすると、司会は社内取締役、ある

いは元社内だけれども現在は第一線から退いている、代表権のない会長的な

人、あるいは顧問の一歩手前のような方のほうがふさわしいように思える。

社長が司会をやらないほうがいいというのは、マストというよりは、１つの

工夫としてあり得ると思う。議長という言葉の使い方等を丁寧に説明してい

く必要があるような感じを受けた。 

次に、コーポレートガバナンス上の取組は、お金があまりかからないものと

すごくお金がかかるものとがある。外部のコンサル等を雇うとどうしても高

くなる。典型的には報酬関係とか取締役会評価の外部評価というものであり、

これは小規模会社にお勧めするものではないと個人的には思っている。ただ、

取締役会評価でも、事務局がアンケートを作成するという比較的コストの低

いやり方が今かなり普及しつつあるし、コストをかけずに、あまり大きくな

いところでもできるようなところもあると思う。経産省のガイドラインは、

金融庁さんのほうでやっておられるガバナンス・コードよりは、もう少し具

体的なやり方を提案する文章という位置づけだと思うので、こういうやり方

を取り上げるのも大事ではないかと思った。 

次に、資料５の最終ページにある法的論点解釈指針は、今、法務省でやって

いる会社法改正と一応すり合わせておく必要があろうかと思ったので、経産

省だけで進めるというのではなく、法務省との意思疎通をお願いしたい。 

最後に、個人的な意見を申し上げる。オーナー系企業は形式的なコーポレー

トガバナンスの各種取組は必須ではないという議論がある。例えば、アメリ

カの上場市場だと、通常は３つの委員会を置いて、全員社外者で、独立して

いなければいけないが、支配株主がいる会社は監査委員会だけは必置だが、

指名委員会、報酬委員会は要らないというルールがあったりもする。個人的

には、オーナー会社でも取締役会評価、実効性評価と、とりわけ後継者計画

のようなところは結構大事なのではないかという仮説を持っている。それぞ
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れの会社で自社に合った、あまり背伸びしない取組をするということと、自

社が気づいていないが本当は大きなリスクだということを気づいてもらえ

るということをうまく両立させる必要がある。ターゲティングの議論につい

て言うと、大きな会社こそ頑張りましょうというと、小さな会社は頑張らな

くていいという印象を与えてしまうという話が最初のあたりで出てきたと

思うが、そのあたりの書き方について、うまく工夫していただければと思っ

ている。 

 

 【神作委員】前回申し上げたことの繰り返しになる点が多いかと思うが、資

料４の３ページについて。ＣＧＳガイドラインのフォローアップ結果②の社

外取締役関連の２つ目の白丸に、「経営に関する知見や高い見識をもった人

材等の招聘が大きな課題」である旨の指摘がある。その下の白丸には、「社

長・ＣＥＯの影響力は依然大きいことが確認された」と記載されている。経

営陣の影響力が大きい社外取締役であるとすれば、いくら高い見識をもった

人であっても、経営陣の影響力のもとでは社外取締役としての機能を十分に

発揮できないということになりかねないと思う。したがって、上から３つ目

の丸がとても大きな課題であると思う。ところが、上から３つ目の白丸は、

「社長・ＣＥＯの影響力は依然大きいことが確認された」とだけ書いてあっ

て、課題としての認識が希薄であるように思われる。なぜ、２つ目の白丸と

同様に、課題である旨を明示しないのか、お伺いしたい。 

今の点にもかかるけれども、次の項目である後継者計画・経営陣の人事は業

務執行にかかわる面もあるので、社外取締役と後継者計画・経営陣の人事を

分けて整理されているのは大変適切であると思う。しかし、一番根本になる

のは、経営陣をウォッチする役割の人たちすなわち実効的に監視できるよう

な人たちをどのように選任するかだと思う。 

私は、社外取締役会関連の上から３つ目の点は大きな課題として認識すると

ともに、今後のフォローアップの見直しの中では、グローバルに活動されて

いる上場企業については、少なくとも社外取締役の選任のあり方についてさ

らに一歩踏み込んだ工夫とか提言ができないかどうかを検討していくこと

が重要であると思う。 

 

 【太田委員】前回私が発言した、社外者による議長についてのご意見も多々

あったので、再度繰り返しになるかもしれないが、思うところを何点か述べ

たいと思う。 

１点目は、議長を誰が行うのがいいのかについてである。単なる司会なのか、

同数のときの裁定者なのか、あるいはそれ以外の機能なのか、多くの論点が
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あり、それぞれごもっともな見解だと思う。そのことを承知の上で申し上げ

れば、ここ数年、マネジメント型のガバナンスからややモニタリング型のガ

バナンスに、色々な制度の整備も含めて大きく変わってきた。この流れの中

で一番大きなキーワードは、取締役会の活性化ということではないかと思わ

れるが、これに関連して、何点か切り口があると思う。１つは社外取締役を

どのようにアクティブに活用させるのかであり、そもそも数をどう増やすの

かという論点は、相当程度進んできたという結果が今回のフォローアップの

中でもデータとして出てきている。もう１つは、その活用の仕方の中で、任

意・法定の指名委員会・報酬委員会、監査委員会、あるいは監査役会の場に

おいて、社内者と社外者の情報の非対称性は抜け切れないところ、社内者に

追いつく程度までというのはなかなか難しいものの、社外者に対する情報提

供の努力は放棄してはならない。その延長線上で、議長について、アジェン

ダセッティングというワーディングがあるが、例えば、取締役会の開催頻度、

議題の内容等々を諸外国と比べれば、要する時間に大きく差があることはデ

ータをみても明らかであるが、より戦略的なテーマに絞る取締役会の運営は、

議長を社外者に委任することで一層活性化するのでないかという趣旨で申

し上げたところである。そうでないというところは、そうする必要は別にな

い。ガバナンスが市場価値を決めるとは私は全く思わないけれども、大場委

員も言われたように、市場が物を決めていくということになるのではないか

なと思った次第である。 

２点目は、資料５の７ページに、社外取締役の在任期間というペーパーがあ

る。最初拝見したデータでは、社外取締役に物理的な定年制を設けるかのよ

うなメモがあったように思うが、これは全くの愚策だと思う。社外取締役が

起用される理由は、質にばらつきがあるかもしれないけれども、やはり他社

における経営経験とか、専門的な知識が当然あるからということなので、こ

こに物理的な年限を設けるというのは、国の提言の内容というか、検討の材

料にすらならないと思う。むしろ、それよりも必要なのは、一定の就任年限

である。いつまでも新しい提案なり、見方、切り口を提案できるとは限らず、

慣れというものが出てくる。別の言葉でいえば独立性ということかもしれな

いが、就任年限の一定の年限を設けることは意味があるかもしれない。新し

い人にかわれば、前向きな意味で新しい知恵が出てくるということである。 

もう一つ考えているのは、兼職兼任する会社数の制限を設けるべきではない

かということである。５社も６社も就任していると、かけられる時間に相当

制約が出てくると思うので、そういった提案をしていくことに意味があるよ

うに思う。 

最後に３点目だが、12ページに、指名委員会・報酬委員会の構成に触れてい
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るペーパーがある。賛成の意見から申し上げると、見直しに関する論点（案）

のところについてだが、社外監査役を有効に活用することがこの国ではなか

なかまだできていないと思う。従って、社外役員であるという観点から、指

名委員会や報酬委員会で企業の役員としての社外監査役を登用することは

より企業経営の内容を高めるのではないかということで、ぜひ提言をする方

向でお願いしたい。 

この切り口からいうと、特に指名委員会についてだが、12ページの「現行Ｃ

ＧＳガイドラインの内容（概略）」の黒丸の３点目で、「社外者としては、社

外取締役を基本としつつ、社外監査役」を含むというのはいいのだが、「役

員でない外部有識者」、いわゆるコンサルとか専門家の社外者も含めるとい

うのは理由がよくわからない。現行のガイドラインを作られた方も沢山おら

れるのだが改めてみると非常に違和感がある。指名委員会もそうなのだが、

責任感のないところに権限を与えてはいけないと思うし、逆にいえば、権限

は責任の度合いに応じてある。指名委員会が一定の機能等々を果たしていく

という観点からすれば、役員でない外部有識者の起用ということはいかがな

ものかと思う。翻っていえば、指名委員会であれ、報酬委員会であれ、やは

り適切な説明責任が伴うということを改めて明記すべきではないかなと思

った次第である。 

 

 【武井委員】資料５について２点申し上げる。まず 12 ページで、今太田委

員がお話をされたところの社外者委員の話である。先ほども少しお話したが、

社外監査役が委員になることをこの文脈では否定すべきではないと思って

いる。社外監査役には、会社法上情報収集権があり、同じく情報収集権があ

る指名委員会等設置会社の監査委員や、監査等委員設置会社の監査等委員が

指名委員会に入ってはいけないという話は毛頭ないわけで、それと同様であ

る。巷の指名諮問委員会の事例でも、社外監査役の方を含めてコラボしてや

ったというところに意味があった、監査役の方に指名委員会に参加していた

だいて大変良かったという事例が現にある。社外監査役の方を委員として否

定するのはおかしいのではないかという点である。 

２点目は、議長のところである。現場でみていて、取締役会の議論がどうや

って活性化するためには、議論のファシリテーターになる方が必要だろうと

思う。そのファシリテーターの人を取締役会議長と呼ぶかどうかは議長の位

置づけ次第。ファシリテーターがなぜ重要かというと、「社外役員の方が言

うことが、社内者からするとよくわからない」とか、社外者の方にとっても、

自分の言ったことが全然響いた感じではなく、お互い噛み合っていないとき

がある。そういったときに、議論が活性化するためには、社外役員の方がミ
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クロのことを発言したときに、現場をよく知る社内者からすると「そんなこ

とはできない」と思って一刀両断で終わってしまいがちなところを、「社外

のかたはこういうことを言っているのだ」とマクロに膨らませて活かすとい

う役割をする方が、ファシリテーターとして取締役会の場にいると、社外者

が言われたことが社内でも活きるという好循環になるのだと思う。そういう

意味で、取締役会内の議論をファシリテートする人が別途いることが、社外

取締役の方の活性化という点で大切だと思う。 

 

 【神田座長】資料４について、本日のご意見を踏まえて、完成をさせて公表

させていただく。資料５の方は本日議論いただいた中に非常に重要な点がた

くさんあって、これらについては今後議論をまとめていただくので、また次

回ご議論をいただいて、次回のときにつなげたいと思う。 

また、太田委員から、任意の委員会における社外者の範囲について、どうし

てこういうことを書いたのかというご質問があったが、かかわった者として、

一言申し上げる。企業で何か不祥事が起きたときに、特別委員会とか第三者

委員会が設けられるが、昨今の実務では役員は社外であってもこれらの委員

には入らず、完全に外部者だけである。もちろん論理的にそれがいいのかと

いう問題はあるが。そして、任意の指名委員会・報酬委員会はあくまで任意

だから、会社法上、何の権限もない。そういうときに、社外の役員だけがい

いのか、例えば外部の有識者、専門家も加えたほうがいいのかという議論は

ありうる。さすがに 100％外部者というのはあまりないと思うが。 

金融機関の例でいうと、任意でリスク管理委員会を置くことが多く、それは

普通は社内取締役、社外取締役を含めて構成されるが、完全に外部の人で構

成される場合もある。結局、任意の指名委員会とか報酬委員会が何をすべき

かということを議論しなくてはいけないだろう。色々な委員会を任意で置く

場合に、どういう最適な組み合わせがあるのか、前回十分議論できず、積み

残しになっていた。おそらくその文脈になっていると思うので、大いに議論

いただきたいと思うし、ここでさらに深めていただければたいと思う。 
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