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 Company Secretary（カンパニー・セクレタリー）概要 

＜ Company Secretary とは＞ 

       “administrative servant of the board” 

       “board advisor” 

 

 

英国会社法（The Company Act 2006）および英国コーポレート・ガバナンス・コードに定められた英国
会社法上の役職 

英国コーポレート・ガバナンス・コード補助原則では、カンパニー・セクレタリーの責務を、「取締役会議長の指
示のもと、取締役会内部・委員会内部において、また、経営陣と非業務執行取締役との間で情報がスムー
ズに流れるようにすることや、就任ガイダンスの円滑化を図ること、要請に応じて専門知識の研鑽を補佐する
こと」と定めている 

 

 OECDコーポレート・ガバナンス原則（2004）抜粋：取締役会メンバーは、その意思決定を支えるために適時に適切な情報を必要としている。取締役会
の非執行のメンバーは、一般的に、会社内にいる幹部経営陣と同等の情報アクセスを有してはいない。取締役会の非執行のメンバーの会社に対する貢献
は、非執行のメンバーに、例えば、カンパニー・セクレタリーや内部監査人といった、会社内にいる主要な幹部経営陣にアクセスすることや、会社の費用により
独立した外部の助言を頼ることを認めることにより、向上させられるものである 

 一般的に、英国や欧州では”Company Secretary”、米国やカナダでは”Corporate Secretary”の呼称が用いられる 

 日本のコーポレート・ガバナンス・コードでは、「原則4-12（取締役会における審議の活性化）」、「原則4-13（情報入手と支援体制）」などが、カンパニ
ー・セクレタリーの発想を引き継いでいると考えられるものの、英国CGCやOECDガバナンス原則のようなカンパニー・セクレタリーへの直接の言及は無い 

出典： Report of the All Party Parliamentary Corporate Governance Group APPCGG 
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 欧米各国におけるカンパニー・セクレタリーの関連団体 

英国： 

  ICSA：Institute of Chartered Secretaries and Administrators 

   https://www.icsa.org.uk/ 

 

米国： 

  Society for Corporate Governance 
 （旧Society of Corporate Secretaries and Governance Professionals） 

  http://www.societycorpgov.org/home 

 

 カナダ： 

  GPC：Governance Professionals of Canada 

   http://www.cscs.org/ 

 

 

 

 

欧米各国において、コーポレート・ガバナンス実務、取締役会・委員会の運営、ガバナンス・コミュニケーション等
のプロフェッショナルとして、「カンパニー・セクレタリー」の職業領域・責務が確立されている 
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 カンパニー・セクレタリーの役割 

What is a corporate secretary?  
 

A Corporate Secretary’s duties may include: 
• Implementing the decisions of the board of directors 
• Acting as adviser to the company directors 
• Handle company share transactions - issuing new shares, arranging dividend payments and observing all legal requirements 
• Liaising with auditors, lawyers, tax advisers, bankers and shareholders on board governance issues 
• Attending and take minutes of directors’ and members’ meetings 
• Ensure compliance obligations under relevant laws and the requirements of regulatory authorities are met (e.g., stock exchange) 

 

Most Corporate Secretaries are responsible for the following: 
• Board and committee meetings 
• Minutes of meetings 
• Annual meeting of shareholders - including proxy statement 
• Corporate records 
• Subsidiary management 
• Stock transfers and dividends 
• Securities market listings and compliance with listing standards 
• Compliance with federal and provincial board governance laws 
• Governance liaison for officers and directors 
• Shareholder engagement on governance issues 

 出典：Governance Professionals of Canada 

要旨： 

 取締役会・委員会の意思決定、企画運営サポート（アドバイザー）、取締役会・委員会の議事録管理（アドミニストレーター） 

 資本政策・株式取引関連（新株発行、配当支払、あらゆる法律要件の遵守） 

 コーポレートガバナンス問題に関する社外専門家（会計監査人、弁護士、金融機関、税理士等）との情報交換 

 コーポレートガバナンス問題に関する取締役（社外取締役）、執行役との情報交換 

 株主との対話（ガバナンスコミュニケーションの窓口：Shareholder Engagement） 
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 カンパニー・セクレタリーの主要業務（日本企業の所管部門との相関） 

カンパニー・セクレタリーの主要業務 英国企業・米国企業等 
日本企業 

（代表的な所管部門） 

・取締役会、委員会の意思決定、企画運営サ
ポート（アドバイザー） 

・取締役会、委員会の運営管理・議事録管理
（アドミニストレーター） 

カンパニー・セクレタリーが 
一元的に対応 

 
（米国: Corporate Secretary） 

・経営会議（アドバイザー機能） 
・法務部、経営企画部 
（アドミニストレーター機能） 

・資本政策・株式取引関連（新株発行、配当
支払、あらゆる法律要件の遵守） 

・財務部 

・コーポレートガバナンス問題に関する社外専門
家（会計監査人、弁護士、金融機関、税理
士等）との情報交換 

・法務部、財務部、総務部 

・コーポレートガバナンス問題に関する取締役
（社外取締役）、執行役との情報交換 

・法務部、総務部、秘書室 

・株主との対話（ガバナンスコミュニケーションの
窓口：Shareholder Engagement） 

・IR部、総務部、法務部 

対応部署が多岐にわたる 
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