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日本再興戦略における位置づけ

社外取締役の確保に向けた会社法改正

｢生産性向上により企業収益を拡大し、それを
賃金上昇や再投資、株主還元等につなげる
ためにも、グローバル企業を中心に資本コス
トを意識してコーポレートガバナンスを強化し、
持続的な企業価値向上につなげることが重
要である。｣ （「日本再興戦略」改訂2014－未
来への挑戦－（平成26年６月24日 ）より抜
粋）

日本版スチュワードシップ・コードの策定

コーポレートガバナンス・コードの策定

「・・・・事業再編や事業組換を促進し、経営資
源や労働移動の円滑化を支援する。特に、
「攻め」の企業経営に向けた経営者の思い
切った判断をこれまで以上に強力に促すため、
株主などのステークホルダーからの経営改善
の働きかけを呼び込む仕組みを導入す
る・・・・｣（日本再興戦略 -JAPAN is BACK-
（平成25年６月14日）より抜粋）

日本再興戦略 ‐JAPAN is BACK‐ （平成25年６月14日）

｢日本再興戦略」改訂2014－未来への挑戦－（平成26年６月24日）
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社外取締役の確保に向けた会社法改正

 一定の会社（※）において社外取締役が存しない場合には、社外取締役を置くことが相当でな
い理由を定時株主総会で説明しなければならない。

※ 事業年度の末日において監査役会設置会社（公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。）であって金融商品取

引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければなら

ないもの

Comply or Explainルールの導入

 いわゆるComply or Explainルールの導入、監査等委員会設置会社制度の創設など、社外取締
役の確保に向けた改正会社法が本年6月に成立し、来年5月に施行予定。

監査等委員会設置会社制度の創設

 新たな機関設計として、監査等委員会設置会社が選択可能となる。

 監査等委員会設置会社においては、過半数が社外取締役で構成される監査等委員会を設置し
なければならない。

 （監査役会設置会社においては、社外監査役に加えて社外取締役も選任することに負担感が
あるとの指摘もあったが、）監査等委員会設置会社においては、監査役の選任は不要となる。
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日本版スチュワードシップ・コードの策定

１．スチュワードシップ責任に関する方針の策定及び公表
２．利益相反に関する方針の策定及び公表
３．投資先企業の状況の的確な把握
４．投資先企業との対話を通じた認識の共有と、問題の改善
５．議決権行使と行使結果の公表に関する方針の策定
６．顧客・受益者に対する定期的な報告
７．適切な判断を行うための実力の具備

１．スチュワードシップ責任に関する方針の策定及び公表
２．利益相反に関する方針の策定及び公表
３．投資先企業の状況の的確な把握
４．投資先企業との対話を通じた認識の共有と、問題の改善
５．議決権行使と行使結果の公表に関する方針の策定
６．顧客・受益者に対する定期的な報告
７．適切な判断を行うための実力の具備

 機関投資家が適切にスチュワードシップ責任（※）を果たすための原則を策定することを目的と
して、金融庁において昨年８月に「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」を
設置し、本年２月に取りまとめ。７つの原則の規定。

※機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な対話などを通じて、当該企業の企
業価値の向上や持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任

 金融庁において、日本版スチュワードシップ・コードの「受入れ表明」をした機関投資家のリスト
を公表。平成26年11月末現在の受入れ先は175社。

７つの原則の概要

3



コーポレートガバナンス・コードの策定に向けた検討

【基本原則１】

上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその
権利を適切に行使することができる環境の整備を行うべきである。

また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。

少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や
実質的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮を行うべき
である。

【基本原則２】

上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引
先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーによるリソースの提供や貢献
の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めるべきで
ある。

取締役会・経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動倫理を尊
重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮すべきである。

【基本原則３】

上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクや
ガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令に基づく開示を適切に行うとともに、法
令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。

その際、取締役会は、開示・提供される情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基
盤となることも踏まえ、そうした情報（とりわけ非財務情報）が、正確で利用者にとって分かり
やすく、情報として有用性の高いものとなるようにすべきである。

 東証と金融庁を共同事務局とする「コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議」
（座長 池尾和人 慶應義塾大学経済学部教授）を設置。本年12月12日に有識者会議が「基本
的な考え方」を取りまとめ。Comply or Explainルールのもとで、独立社外取締役を少なくとも2名
以上選任すべきであることも盛り込まれる。

 これを受け、東証がコードを来年の株主総会のシーズンに間に合うように策定し、Comply or 
Explainルール（原則を実施するか、実施しない場合にはその理由を説明するルール）を上場規
則に明記する予定。

有識者会議が示したコードの基本原則案

【基本原則４】

上場会社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中
長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効率等の改善を図るべく、
(1) 企業戦略等の大きな方向性を示すこと
(2) 経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと
(3) 独立した客観的な立場から、経営陣（執行役及びいわゆる執行役員を含む）・取締役に対す

る実効性の高い監督を行うこと
をはじめとする役割・責務を適切に果たすべきである。

こうした役割・責務は、監査役会設置会社（その役割・責務の一部は監査役及び監査役会が担う
こととなる）、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社など、いずれの機関設計を採用す
る場合にも、等しく適切に果たされるべきである。

【基本原則５】

上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以
外においても、株主との間で建設的な対話を行うべきである。

経営陣幹部・取締役（社外取締役を含む）は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関
心・懸念に正当な関心を払うとともに、自らの経営方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しそ
の理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解と、
そうした理解を踏まえた適切な対応に努めるべきである。
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「攻め」のガバナンス体制の確保に向けた検討

 企業価値を向上させるため、適切なリスクテイクを後押しする｢攻め｣のガバナンス体制を強化
することが重要。

 会社法の改正、コーポレートガバナンス・コード策定の検討が進み、新たなルールが設けられ
る中、ルールを形式的に守るだけではなく、企業実務において前向きに生かすことが重要。

 「攻め」のガバナンス体制の強化に向けた実務上・法制上の論点を検討するため、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（座長 神田秀樹 東京大学大学院法学政治
学研究科教授）を本年１２月より開催。来年６月を目途に取りまとめ予定。

主要論点（案）

１．取締役会の役割
２．適切な役員報酬の在り方
３．保険等による適切な責任軽減
４．社外取締役の役割と責任の明確化
５．社外取締役を構成員とする委員会の活用
６．社外取締役の選任を踏まえた監査役の在り方
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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主要論点（案）

①取締役会の役割

適切なリスクテイクを後押しし、プラスを伸ばす「攻め」の体制を確保する観点

から、取締役会の役割をどう考えるか。

具体的には、

○ 取締役会には監督と意思決定の大きく二つの役割があるが、それらを今後どのような
バランスで担っていくべきと考えるか。

○ 取締役会の監督、社外取締役の導入、内部統制システムの構築が定着してきて
いることも踏まえれば、企業における適切な取締役会の上程事項の在り方も再考
する必要があるのではないか。

○ 監査役会設置会社においては、「重要な業務執行の決定」は各取締役に委任す
ることができないが、その適切な範囲についてどう考えるか。

※昭和56年改正商法により設けられた規律。内部統制システムの体制整備に関する規律が設けられた後も、委任できる範囲
について、条文上の変更はなし。

委員会設置会社 監査役会設置会社 （参考）監査等委員会設置会社

重要な業務執行の決定の委任の
可否

可能 不可（※）

原則不可

以下のいずれかの場合には委任することが
可能
・取締役の過半数が社外取締役である場合
・定款で定めた場合

【（参考）重要な業務執行の決定の委任の可否の概要】
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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主要論点（案）

②適切な役員報酬の在り方
報酬は、経営者等に対してインセンティブを付与する機能を有していることを踏まえ、経営者

の果敢な意思決定や社外取締役の活用を更に後押しする観点から、役員報酬をどのように
設計するか。

具体的には、

○ 現在、実務において普及しているストック・オプションをどのように評価するか。

○ 会社法において、取締役の報酬を株主総会の決議で定めなければならないとされているのは「お手盛り」防止のた

めであると解されている中で、望ましい報酬の決定手続及び報酬開示の在り方についてどう考えるか。

○ 「業績」や「株価」に連動する変動型の経営者報酬の活用についてどう考えるか。我が国企業において、こうした変

動型の報酬を活用する場合における課題は何か。

○ 海外で普及している新しいエクイティ型の報酬（Performance Share、Restricted Stock等）をどのように評価するか。

○ 社外取締役の適切な報酬の在り方についてどう考えるか。

○ 変動型の報酬制度の導入に当たっての制度的課題は何か。

委員会設置会社 監査役会設置会社 （参考）監査等委員会設置会社

報酬の
決定

・報酬委員会が個
人別の報酬を決定

・株主総会の決議
（全員の総額の決定で
よいと解されている。）

・株主総会の決議
（監査等委員が総会において報酬
についての意見陳述ができる。）

報酬の
方針の
決定

個人別の報酬決定
の方針が必要

不要 不要

総額：11,900

総額：43,552

総額：90,762

【（参考）日英米CEO報酬水準比較(2012年)】【（参考）取締役・執行役の報酬決定に関するルールの概要】

（タワーズワトソンHP掲載資料を基に作成）
（注）１．売上高等１兆円以上企業の中央値 （注）２．変動型報酬の内訳は「業績連動賞与」と「長期インセンティブ（株式報酬
等）」 （注）３．円換算レートは2012年平均TTM（１ドル＝79.82円、１ポンド＝126.49円）

（単位：万円）
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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主要論点（案）

③保険等による適切な責任軽減

経営者の果敢な意思決定を更に後押しし、内外から社外取締役として適切な人材を確
保する観点から、役員の適切な責任軽減の仕組みや手続についてどう考えるか。

具体的には、

○ 現行の責任軽減の仕組み（会社法４２５条及び４２６条）をどのように評価するか。

○ 会社役員賠償責任保険（D&O保険）の活用について各取締役の利益を適切に確保す
る観点から実務上留意すべき点がないか。

○ 海外においては、一定の場合、会社補償（役員が損害賠償責任を負った場合に、会社
が当該損害賠償責任額を補償すること）を認める明文の規定を置く国もあるところ、我が
国においてはどのように考えるか。

責任軽減に関する規定
対象となる
役員等

主観要件 株主総会決議
株主の意思

（株主総会決議以外）
監査役又は

監査委員の関与

全部免除
総株主の同意
（424条）

取締役
会計参与
監査役
執行役
会計監査人

－ － 総株主の同意 －

一部免除
（※）

株主総会の特別決議
（425条）

善意・無重過失

特別決議 －
取締役及び執行役の責任の免除
に関する議案の提出時等に監査
役又は監査委員の全員の同意

定款の規定に基づく
取締役会決議
（426条）

特別決議
（定款変更）

総株主の議決権の100分の3
以上の議決権を有する株主
の異議がないこと

責任限定契約
（427条）

社外取締役
会計参与
社外監査役
会計監査人

－
社外取締役を対象とする定款の
定めを置く議案の提出時に監査
役又は監査委員の全員の同意

※ 最低責任限度額（報酬等の額に、役員等の地位に応じた乗数（代表取締役・代表執行役は６、代表取締役・代表執行役以外の取締役・執行役は４、社外取締
役・会計参与・監査役・会計監査人は２）をかけた額））は免除できない。

【（参考）会社法上の責任軽減に関する規定の概要】
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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主要論点（案）

④社外取締役の役割と責任の明確化

コーポレートガバナンス・コードにより、Comply or Explainルールの下で、上場会社は独

立社外取締役を少なくとも２名以上選任すべきとされる方向で検討されているところ、こう

した社外取締役に期待される役割と責任についてどう考えるか。

具体的には、

○ ２名以上の独立社外取締役が選任された場合、具体的に、他の取締役と如何な
る連携の下に如何なる役割を担うことが期待されるのか。

○ 社外取締役に期待される役割や、内部統制システムによる監督も踏まえて、社
外取締役の監視義務の合理的な範囲についてどう考えるか。

○ MBO交渉における値決めなど、社外取締役に期待されていると考えられる行為
を行った場合に、当該行為が業務執行に該当し、法律上「社外」性を失うと解さ
れてしまうおそれのあるケースはないか。

最判昭和４８年５月２２日（昭和４６年（オ）第６７３号）（抜粋）
「株式会社の取締役会は会社の業務執行につき監査する地位にあるから、取締役会を構成する取締役は、会社に対し、取締役会に上程された事柄につ
いてだけ監視するにとどまらず、代表取締役の業務執行一般につき、これを監視し、必要があれば、取締役会を自ら招集し、あるいは招集することを求め、
取締役会を通じて業務執行が適正に行なわれるようにする職務を有するものと解すべきである。」

会社法第2条第15号
十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役（株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取

締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。）若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式
会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。

【（参考）取締役の監視義務に関する判例】

【（参考）業務執行と社外取締役の要件に関する会社法の規定】
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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主要論点（案）

⑤社外取締役を構成員とする委員会の活用

社外取締役を構成員とする任意の委員会の活用についてどう考えるか。

具体的には、

○ 指名や報酬に関する委員会など、社外取締役を構成員とする委員会を任意に設
置し活用する我が国のプラクティスにはどのようなものがあるか。

○ その他に、社外取締役を構成員とする委員会の活用として、どのようなものが
考えられるか。例えば、米国においては、いわゆる訴訟委員会が設けられる場合
があるが、我が国でのかかる委員会の活用についてどう考えるか。

（東証上場会社 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ白書2013をもとに作成）
（注）2012年9月時点での東証上場企業2,275社のうち、監査役設置会社（2,226社）で任意の委員会の設置に関する
記載のある企業の数を集計。

【（参考）任意の指名委員会・報酬委員会の設置状況の概要】
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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主要論点（案）

⑥社外取締役の選任を踏まえた監査役の在り方

社外取締役には「攻め」の経営を後押しする役割が期待されるところ、社外取締

役が選任されたことを踏まえて、監査役の在り方についてどう考えるべきか。

具体的には、

○ 監査役に期待すべき役割、社外取締役との連携や役割分担、内部統制システム

を通じた監督との関係などについてどう考えるか。
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（東京証券取引所「東証上場会社における社外取締役の選任状況＜確報＞（2014年7月25日）
をもとに作成）

・平成１９年に、日本監査役協会が、監査役が会社の内部統制システム
に関して監査を行うにあたっての基準と行動の指針を定めた「内部統制
システムに係る監査の実施基準」を策定。

・内部統制システム監査の対象・基本方針や監査における実務上の重要
な着眼点などが示されている。

＜実施基準の概要＞
・内部統制システム監査の対象、基本方針
・内部統制決議及び事業報告に関する監査
・内部統制システムの構築・運用の状況に関する監査
・内部統制システムの不備への対応等

・法令等遵守体制、損失危険管理体制、情報保存管理体制に関する監
査、効率性確保体制、企業集団内部統制に関する監査、財務報告内部
統制に関する監査に関する重要な着眼点等
・監査役監査の実効性確保体制の監査

【（参考）内部統制システムに係る監査の実施基準の概要】【（参考）東証一部における社外取締役の選任状況】

11


