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CGS研究会における⼈事を通じた監督機能強化に関する意⾒

 中⻑期的な企業価値向上を図るために取締役会の監督機能・モニタリング機能を強化
する上で、CEOの選解任及び後継者計画の重要性を指摘する意⾒が⼤勢。

 特に、そのために指名委員会の活⽤を推奨する意⾒が多かった。
【CGS研究会における主な意⾒】
●冨⼭委員： 監督機能の鍵は圧倒的に⼈事権に尽きる。会社のフォーマットに

かかわらず、指名委員会がどれだけ⼒を持っているかということに
全て収斂する（第4回） 。

●⽯⽥委員： 平時から議論する場所を⽤意し、有事の際に備えたトレーニング
ができるという点で、指名や報酬について、法定か任意かを問わ
ず、委員会を設置する⽅が望ましい（第5回） 。

●⼤宮委員： 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（第4回）。

●伊藤委員： 指名委員会は任意の委員会であってもやりようによってはかなり
機能する。もっとも、⼀定の条件を満たさないと機能しないところ
があり、現実を踏まえた具体論が必要。また、ガバナンスの仕組
みの整備だけでは難しく、実践論の話も必要。（第1回） 。

コーポレートガバナンス・コード

補充原則4‐1③
「取締役会は、会社の⽬指すところ（経
営理念等）や具体的な経営戦略を踏ま
え、最⾼経営責任者等の後継者の計画
（プランニング）について適切に監督を
⾏うべきである。」

補充原則4‐3①
「取締役会は、経営陣幹部の選任や解任
について、会社の業績等の評価を踏ま
え、公正かつ透明性の⾼い⼿続に従い、
適切に実⾏すべきである。」

指名
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CGS研究会における推奨案（指名委員会の活⽤）

 委員の意⾒を踏まえ、CGS研究会として、社⻑・CEOの選解任及び後継者計画に関し
て、法定⼜は任意の指名委員会を活⽤することを推奨（※）してはどうか。

＜指名に関する取締役会の独⽴性・客観性と説明責任を強化するための⽅策＞

① 取締役会の構成員の相当数（例えば過半数）を社外
取締役とする⽅法（取締役会⾃体の独⽴性の向上）

② 取締役会の下に法定⼜は任意の委員会を設ける⽅法

③ 委員会を設けずに、社外取締役に対する取締役会で
の審議前の説明の充実や、個別の意⾒交換の実施な
どの⽅法

○ 取締役会⾃体の独⽴性が⾼く、外部から分かりや
すい。

○ 取締役会を監督に特化することを志向する場合と
整合的。

△ 伝統的な⽇本の会社にとってハードルが⾼い。

○ ⼗分な説明と意⾒交換を⾏う場合、任意の委員会
を設置する場合と遜⾊ない実質の充実が可能。

△ 外部から分かりにくく、実質が伴っていても評価
されにくい可能性。

△ 制度化されていないため安定性に⽋ける可能性。

○ 制度化されていることで外部から分かりやすい。
○ 取締役会での個別の業務執⾏の決定も重視する場

合（社内者中⼼の取締役会）と整合的。
△ 制度の設計や運⽤次第で⾮⼒になる可能性。

※あくまで選択肢の有⼒候補として勧めるものであり、全ての上場企業に要請するものではない。以下同じ。

指名
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CGS研究会における推奨案（報酬委員会も併せて活⽤）

 CGS研究会において、社⻑・CEOの選解任（その前提となる評価）に関して、指名委
員会だけではなく、報酬委員会も併せて活⽤することが有効であるとの意⾒があった。

 そこで、社⻑・CEOの選解任の実効性向上のために、指名委員会とともに、法定⼜は任
意の報酬委員会も併せて活⽤することを推奨してはどうか。

【CGS研究会における主な意⾒】
●伊藤委員： 指名委員会と報酬委員会は、かなり密接に関連していて、とりわけCEOの評価については指名委員会と報酬委員会の

役割は相当程度重なる。ある会社の例として、CEOが、CEOと社外のメンバーで構成される報酬委員会の場で、1年
間の⾏動アジェンダを説明し、1年後に⾃⼰評価もした上で、1年前にCEOが⾔ったことをどれだけ実⾏したのか、つまり
有⾔実⾏度というのを社外の委員が評価して、それでランク付けして評価することをしている例がある。（第2回）

●川村委員： 社⻑の評価に関して、報酬委員会を⼀緒に使うのは⾮常に効き⽬がある。1年で業績が下がったが、しかしまだ辞めさせ
るかどうかわからない、もう少し頑張ってもらいたいというときには、報酬委員会を使って、その報酬の⽅で社⻑を査定して
いく。変動報酬の⽅で意思を取締役会として表⽰すれば、相当にいろいろな意味でその⼈間の選解任に対する、将来
の解任に対するある種の予備的な判定をしたというような格好にもなるし、あるいは逆にもう少し頑張れということを意思
表⽰したということにもなる。 （第2回）

●冨⼭委員： 監査等委員会設置会社で、強い指名・報酬諮問委員会を置くことが⼀つの選択肢になるのではないか。（第2回）

指名 報酬
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（参考）指名・報酬委員会の活⽤による効果

 委員会は、社⻑・CEOにとって敵対的な制度ではなく、平時においては、経営者が正当
に評価されることにより、迅速果断な意思決定を後押しする効果が期待できる。

 ⼈事に関する不透明な影響⼒の排除にも資すると考えられる。

【事務局による企業ヒアリングの結果】
● クビや報酬が減る恐怖があるが、そういう緊張感の中にいる

のが⾃分のためにも良い。⾃分の判断に⾃信を持てる
（CEOの声）。

【CGS研究会における主な意⾒】
●冨⼭委員： 内に向かってのCEOの権限を強めるとともに、

いざとなったらクビを取る仕組みの緊張感がダ
イナミズムとして必要である（第1回）。
顧問・相談役の影響⼒の源泉は⼈事権。
現社⻑と指名委員会なりがちゃんと⼀緒に
なって議論すれば⾃然と呪縛は説かれていく
（第4回） 。

出所：第3回CGS研究会 資⽣堂発表資料より抜粋

指名 報酬

【CGS研究会における企業ヒアリングの結果】
●資⽣堂
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（参考）指名・報酬委員会に関する現状

 コーポレートガバナンス・コードでも、例⽰として、指名・報酬などに関する任意の諮問委
員会の設置について⾔及されている。

 近時、企業における指名・報酬委員会の設置事例が⼤幅に増加している。

（参考）コーポレートガバナンス・コード

原則4‐10 任意の仕組みの活⽤
「上場会社は、会社法が定める会社の機関設計のうち会
社の特性に応じて最も適切な形態を採⽤するに当たり、
必要に応じて任意の仕組みを活⽤することにより、統治
機能の更なる充実を図るべきである。」

補充原則4‐10①
「上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置
会社であって、独⽴社外取締役が取締役会の過半数に達
していない場合には、経営陣幹部・取締役の指名・報酬
などに係る取締役会の機能の独⽴性・客観性と説明責任
を強化するため、例えば、取締役会の下に独⽴社外取締
役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置するこ
となどにより、指名・報酬などの特に重要な事項に関す
る検討に当たり独⽴社外取締役の適切な関与・助⾔を得
るべきである。」

【事務局による企業ヒアリングの結果】
● 監査等委員会設置会社に移⾏するときに、投資家から、

指名・報酬のガバナンスが効いていないのではないかとの指
摘があったことから、セットで任意の指名・報酬委員会を導
⼊することにした。

● 社⻑の専権事項であったが、外から⾒たときに選任理由を
明確にしないといけないと考えて、委員会を設置した。

● 創業者が、⾃⾝の後継者をどうするか、⾃分がいなくなった
後の会社の体制をどうするかという観点から、指名・報酬委
員会の設置を発案して設置した。

指名 報酬
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委員会に関する実務指針

 委員会は、（法定の委員会に関して法定された事項を除き）その柔軟性・⾃由度が
⾼いメリットがある⼀⽅、設計・運⽤次第では⾮⼒にもなり得る。

 そこで、委員会を設置することを推奨するのに合わせて、委員会の設計・運⽤等につい
て、参考となる実務指針を⽰すことが有効ではないか。

設計の⾃由度が⾼く、柔軟な運⽤が可能。

他⽅、
● 設計・運⽤次第で⾮⼒にもなり得る。
● 外部から実態が分かりにくい。

【事務局による企業ヒアリングの結果】
● 今年から指名委員会を設置した。今はゼロベースで

運⽤等を検討しているため、何か指針などがあればあ
りがたい。

委員会の設計・運⽤に関して、例えば以下
の事項を決めることが⼀般的。

● 委員会の構成
● 諮問対象者の範囲
● 諮問事項の内容
● 取締役会との関係
● スケジュール（開催頻度・時間）
● 事務局 等

委員会に関して、例えば左上に記載の各事項に
ついて、実務の参考になる指針を⽰すことが有効
ではないか。

そこで

指名 報酬
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CGS研究会における推奨案（委員会の構成）

 CGS研究会でヒアリングした企業はいずれも社外者が過半数。アンケート結果においても
社外者が過半数である企業が6割強。

 委員会の構成として、社外者が少なくとも過半数であることを推奨してはどうか。

＜委員会の構成（社内・社外⽐率）の選択肢＞

① 社外者のみ

② 社外者が過半数

③ 社外・社内が半数ずつ

④ 社内者が過半数

⑤ 社内者のみ

取締役会の独⽴性・客観性と説明責任の強化という委員会を設置する趣旨
と整合的に説明しやすい。

社外者が意⾒しやすい環境は整えられる。
委員⻑を社外者とするなどの⼯夫により、社外者が過半数の場合と実質的に
遜⾊ない設計にするようにすることが考えられる。

社外者の数を⼗分に確保できていない場合には、委員⻑を社外者とするなどの
⼯夫をした上で、まず社内者中⼼で委員会を設置することも考えられる。
もっとも、社外者の数を⼗分に確保された段階では、委員会の設置趣旨に照ら
して、構成⽐率を⾒直すことも必要。

指名 報酬

※社外者：社外取締役、社外監査役、外部有識者等を指す。
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（参考）CGS研究会における企業ヒアリングの結果（委員会の構成）

 CGS研究会においてヒアリングを実施した企業はいずれも、指名・報酬委員会の委員の
少なくとも過半数を社外取締役としている。

＜CGS研究会での企業ヒアリング＞

指名委員会 報酬委員会

⽇⽴製作所
（法定）

会⻑、独⽴社外取締役3名
委員⻑：独⽴社外取締役

社⻑、独⽴社外取締役3名
委員⻑：独⽴社外取締役

三菱電機
（法定）

社内取締役1名、独⽴社外取締役4名
委員⻑：独⽴社外取締役

社内取締役2名、独⽴社外取締役3名
委員⻑：社内取締役

アステラス製薬
（任意）

社⻑、副社⻑、独⽴社外取締役3名 （社外監査役1名がオブザーバー参加）
委員⻑：独⽴社外取締役

資⽣堂
（任意）

社内取締役2名、独⽴社外取締役4名（全員）
委員⻑：独⽴社外取締役

社内取締役2名、独⽴社外取締役4名（全員）、
外部有識者1名
委員⻑：独⽴社外取締役

評価部会（共通の下部機関）：独⽴社外取締役4名（全員）、社外監査役3名（全員）

三菱重⼯業
（任意）

CEO、独⽴社外取締役5名（全員）
委員⻑：社内取締役
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CGS研究会における推奨案（委員会の構成）

 委員に期待される役割に照らして、経営の監督を⾏う社外取締役を選任することを推
奨してはどうか。

 なお、社外者⽐率を⾼める観点から、社外監査役を活⽤することも考えられる。

＜委員会の構成（社外）の選択肢＞

① 社外取締役

② 社外監査役

③ 外部有識者（専⾨家） ○ 効率性の観点から設置している場合には、効率的な議論に資する役割を期待
して、外部有識者を委員あるいはオブザーバとすることが考えられる。

△ もっとも、委員会で多数決による決議を⾏う場合には、取締役会との関係にも
よるが、会社の役員でない者が議決権を持つ理由を整理しておく必要がある。

○ 任意の委員会の場合、社外監査役を委員にすることは許容される。特に、⼗
分な数の社外取締役が存在しない場合、社外者⽐率を⾼める観点から、委
員にすることに合理性がある。

△ 他⽅、⼗分な数の社外取締役が存在する場合、社外取締役ではなく、あえて
社外監査役を委員とすることについて、理由を整理しておく必要がある（例えば、
報酬委員会において社外監査役の法務・会計等の専⾨的知識を期待する
等）。

○ 委員に期待される役割に照らして、経営の監督を独⽴した⽴場から⾏う（独
⽴）社外取締役が最も適任。

○ CGコードにおいても、独⽴社外取締役の役割・責務として、「経営陣幹部の選
解任その他の取締役会の重要な意思決定を通じ、経営の監督を⾏うこと」が
期待されている（原則4-7 ）。

指名 報酬
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CGS研究会における推奨案（委員会の構成）

 社⻑・CEOの選解任や報酬を諮問対象とする委員会に、社⻑・CEOが含まれる場合、
必要に応じて社⻑・CEOのいない場で議論できるような⼯夫を推奨してはどうか。

【事務局による企業ヒアリングの結果】
●指名委員会の委員は社外取締役と社外監査役のみで構成し、社

⻑はオブザーバー。
●投票権を持つのは誰かという観点で、社外のみを委員としている。社

内の情報が必要であれば、委員がそれを要求して社内から提供さ
せ、必要があれば社⻑を呼んで話を聞いているので、問題ない。

＜委員会の構成（社内）の選択肢＞

① 社⻑・CEO

② 業務執⾏取締役

③ ⾮業務執⾏取締役

④ 社内監査役

次期社⻑・CEOの選任・後継者計画について、最も責任を持つのは現社⻑・CEO。
他⽅、⾃⾝の評価（再任・解任、報酬）に関連する審議の際には、その場にいると
⼗分な議論ができない可能性。

①現社⻑・CEOは委員にしない（オブザーバに留める、必要に応じて呼ぶなど）。
②委員とするが、⾃⾝の評価に関連する審議の場を別に設定する、あるいは退席させる

ことができるようにする。

指名 報酬

【CGS研究会での企業ヒアリングの結果】
●【三菱電機】取締役会⻑・執⾏役社⻑ともに指名委員

会、報酬委員会のメンバーではない。もっとも、⼈事担当の
社内取締役が委員となり、他社の⽔準や、当社の業績、
各事業の責任者の個⼈の成果ないし結果についてしっかり
と情報提供し、問題なく運⽤できている。

●【資⽣堂】CEOの評価に関して、社外取締役と社外監査
役だけで構成する評価部会を指名委員会と報酬委員会
の共通の下部組織として設置。
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委員会の構成（委員の組み合わせ）に応じた考え⽅の整理

 ⼀般的に、任意の委員会を設置する場合、委員の組み合わせのパターンによって、それ
ぞれ特徴があるのではないか。それぞれの考え⽅を整理することが有効ではないか。

＜委員の組み合わせ⽅（例）＞

① 社外取締役（全員）のみ

② 社外取締役（全員）
＋社外監査役（全員）

③ 社⻑・CEO
＋社外取締役（⼀部）

指名 報酬

④ 外部有識者のみ

○ 社内の役員が委員として適当でない場合に有効。
○ 会社役員しか含まれないため会社法との関係でアカウンタビリティが明確。
○ 社外取締役・社外監査役の中で全員が委員になることで会社法上の権限・責

任との関で社外監査役での責任・権限の整理が容易。
△ 社内からの情報⼊を確保する必要。
△ 参加⼈数が多くなるため⾮効率な側⾯。

○ 外部有識者から社内で得られない知⾒を⼊⼿できる。
○ 会社役員全てにおいて委員になることが適当でない場合に有効。
△ 会社役員以外の者について、アカウンタビリティの問題の整理が必要。

○ 社⻑・CEOのコミットメントが確保できる。
△ 社⻑・CEO⾃⾝に関連する議題の審議の差異には⼯夫が必要。
△ ⼀部の社外役員のみが委員となる場合、委員である社外役員と委員でない社

外役員との関係（会社法上の責任との関係）を整理しておく必要。
（特に監査等委員会設置会社の場合、監査等委員会の意⾒陳述権との関係）
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CGS研究会における推奨案（委員⻑）

 委員会の議⻑（委員⻑）を置くか否か、置くとした場合に社内と社外のいずれにするか
について、以下のような観点から検討することを推奨してはどうか。

委員会の運営に際して必要となる役割
●委員会の議事を進⾏する役割
●委員会の答申内容を取締役会へ説明する役割
●委員会の事務局と協議する役割
●（委員会の構成によっては）可否同数の場合に決定する役割 等

＜委員会の議⻑（委員⻑）の要否＞

左記の役割を担う者をそれぞれ
選定してもよいが、委員⻑を置
き、委員⻑に任せる⽅が委員会
の設計として分かりやすいので
はないか。

＜委員会の議⻑（委員⻑）の属性＞

① 社外者

○ 会社の事情に精通した者による円滑な運営や、社内との連携が期待できる。
△ 社内者中⼼の構成の場合、委員⻑も社内だと外部から評価されない可能性。

② 社内者

○ 独⽴性・客観性と説明責任の強化の観点からは整合的。
○ 社内者・社外者が半数ずつの場合に、社外者を委員⻑とする⼯夫もある。
△ 委員⻑としての負担が⼤きく、それを担うことのできる社外者がいないと難しい。

指名 報酬
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（参考）事務局による企業ヒアリングの結果（委員会の構成）

 事務局による企業ヒアリングにおいても、社外者中⼼の構成としている例が多数。

＜事務局による企業ヒアリングの結果＞
– 指名委員会の委員は社外取締役と社外監査役のみで構成し、社⻑はオブザーバー。報酬委員会のメンバー

は、代表取締役、社外監査役、社外監査役で構成（それぞれ同数）。社外監査役を⼊れたのは、弁護⼠・
会計⼠であるため、役員報酬の法務・会計・税務の知⾒を活かすため。

– 指名・報酬委員会のメンバーは、社⻑＋社外取締役2名。後継者を決めたり報酬を決めたりするのは社⻑の
⼤切な業務だと考えているため、社⻑を委員とした。

– 監査等委員会設置会社に移⾏したのを機に、監査等委員である社外取締役は、負担が⼤きいため、指名・
報酬委員会の委員を兼任させないことにした。

– 会⻑、社⻑と社外取締役2名、社外監査役1名の計5名で構成。委員⻑は、透明性や説明責任の強化のた
めに、社⻑から社外取締役に変えた。

– 指名諮問委員会の構成員は、社外取締役が半数以上になるようにしており、現在は社内取締役1名、社外
取締役2名である。

指名 報酬
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CGS研究会における推奨案（指針策定への委員会の関与）

 指名委員会において、個別の指名候補者の指名に加え、その前提となる指名⽅針の
策定に関与することを推奨してはどうか。また、解任基準を設けることも推奨してはどうか。

 報酬委員会においても、報酬⽅針の策定に関与することを推奨してはどうか。

【CGS研究会における主な意⾒】
●岩井委員： CEOが有すべき資質について指名委員会がガイドラインを作

る使命がある。CEO候補者が有すべき資質や候補者につい
てロングリスト・ショートリストをそれぞれ⽤意することが必要。
（第5回）

●御代川委員：⽇本ではコンプライアンスの問題でトップが退任することはある
が、周りから社⻑の解職基準を作りにくい。また、基準を作っ
た際に、不可抗⼒で変わってしまうことがないように留意する
必要がある。（第5回）

●川村委員： CEOの解任に関して、取締役全員が、社内も社外もなく、
２派に分かれて論陣を張るべき。議論の前提として、決議要
件（過半数、2/3、全会⼀致など）は予め明確にしておく。
（第3回資料3）

【会社の業績等の評価を⾏った結果、社⻑・CEOに問
題があると認められる場合に、実際に社⻑・CEOを解任
しやすくする運⽤上の⼯夫】（企業アンケート結果）

 連続減益などの基準に該当した際に、社⻑交代の
審議をするための指名委員会が発動するよう規程
で定めている。

 就任時にコミットメントを確認するとともに、指名委
員会の役割としてトップの⼈事を議論することを明
確に位置づけている。

 社外委員をメンバーとする社⻑業績評価委員会を
設置し、社⻑の業務執⾏について審議している。

 社⻑の解任基準を設けている。（複数社）

指名 報酬
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指名委員会の審議対象者の範囲：社外取締役の選解任

 社外取締役や⾮業務執⾏取締役は、社⻑・CEOを含む経営陣の業務執⾏の監督を
実効的に⾏うため、経営陣からの独⽴性が確保されている必要がある。

 そこで、社外取締役・⾮業務執⾏取締役の選解任も指名委員会への諮問対象に含め
ることを推奨してはどうか。

＜参考：指名委員会等設置会社の指名委員会と取締役の選解任＞
指名委員会等設置会社において、指名委員会が取締役の選解任に係る株主総会議案の内容を決定。

経営陣からの独⽴性が確保されてい
ないと、監督機能を実効的に果たせ
ないおそれがある

指名

社⻑・CEO

社外取締役
⾮業務執⾏取締役

指名委員会

選解任に
深く関与

選解任に
深く関与

【CGS研究会における主な意⾒】
（パフォーマンスの悪い社外取締役・変な社外取締役を
どうやって辞めさせるかという質問に対して）

●川村委員： 指名委員会を中⼼に議論して要すれ
ば新陳代謝をはかるべき、と考える。

●御代川委員：指名委員会において再任候補者とし
て指名しないことを協議する。
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報酬委員会の審議対象者の範囲：社外取締役の報酬

 指名の話と同様に、経営陣からの独⽴性を確保する観点から、社外取締役・⾮業務執
⾏取締役の報酬について、その⽅針策定と個別額の決定を報酬委員会への諮問対象
に含めることを推奨してはどうか。

経営陣からの独⽴性が確保されてい
ないと、監督機能を実効的に果たせ
ないおそれがある

社⻑・CEO

社外取締役
⾮業務執⾏取締役

報酬委員会

報酬決定に
深く関与

報酬決定に
深く関与

＜参考：指名委員会等設置会社の報酬委員会と取締役の報酬＞
指名委員会等設置会社において、報酬委員会が取締役の個⼈別の報酬額と、その決定に関する⽅針を定める。

報酬
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指名委員会の審議対象者の範囲： CEO以外の経営陣の選解任

 社⻑・CEO以外の経営陣の選解任について、指名委員会はどのように関与するか。社
外者中⼼の委員会で、個別の選解任までは期待しないことでよいか。

社⻑・CEO

CEO以外の経営陣
（業務執⾏取締役、
執⾏役、執⾏役員）

指名委員会

選解任に
深く関与

⼈事権 どのように
関与すれば
よいか？

＜参考：指名委員会等設置会社の指名委員会と執⾏役の選解任＞
指名委員会等設置会社において、執⾏役の選解任は指名委員会の権限ではなく、取締役会の権限。

① 個別の選解任まで⾏う

③ 何も関与しない（社⻑・CEOに完全に委ねる）

② 社⻑・CEOに、候補者の選定⽅針や各候補者の選定理
由等の説明を求める

○ 候補者選任の透明性・客観性が⾼い。
△ 社外者にとって、具体的な候補者に関する判断材料

が不⾜し、判断が難しい（期待できない）可能性。

○ 社⻑・CEOに権限を集中させる上で有効な可能性。
△ 社⻑・CEOの独善化を招く可能性。

○ 社⻑・CEOに経営陣に対する⼈事権を残しつつ、説
明責任を果たさせることで透明性・客観性を確保。

○ 社外取締役が決めるという抵抗感の払拭。

関与：⼤

⼩

指名

【CGS研究会における主な意⾒】
●御代川委員：社外取締役から、執⾏役員の指名

に関して、提案内容に⾄ったプロセス
の確認や各候補者選定の判断理
由を求める質問・発⾔が多い。
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報酬委員会の審議対象者の範囲：CEO以外の経営陣の報酬

 社⻑・CEO以外の経営陣の報酬について、報酬委員会はどのように関与するか。社外
者中⼼の委員会でも、指名と異なり、個別の報酬額の決定まで期待できるか。

社⻑・CEO

CEO以外の経営陣
（業務執⾏取締役、
執⾏役、執⾏役員）

報酬委員会

報酬決定に
深く関与

⼈事権 どのように
関与すれば
よいか？

① 個別の報酬額の決定まで⾏う

③ 何も関与しない（社⻑・CEOに完全に委ねる）

② 社⻑・CEOに、報酬⽅針や個別の報酬額の決定理由等
の説明を求める

○ 報酬決定の透明性・客観性が⾼い。
○ 報酬⽅針・基準があれば、定量的に評価できる部分も

多く、（指名と⽐して）社外者でも判断しやすい。

○ 社⻑・CEOに権限を集中させる上で有効な可能性。
△ 社⻑・CEOの独善化を招く可能性。

○ 社⻑・CEOに経営陣に対する⼈事権を残しつつ、説
明責任を果たさせることで透明性・客観性を確保。

○ 社外取締役が決めるという抵抗感の払拭。

関与：⼤

⼩

報酬

＜参考：指名委員会等設置会社の報酬委員会と執⾏役の報酬＞
指名委員会等設置会社において、報酬委員会が執⾏役の個⼈別の報酬額と、その決定に関する⽅針を定める。
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CGS研究会における推奨案（委員会と取締役会との関係）

 諮問事項の場合、委員会において様々な審議・決定を⾏ったとしても、最終的な決定
主体はあくまで取締役会。

 取締役会で委員会の答申内容を踏まえた議論・決定ができるよう、委員会での審議内
容を取締役会に詳細に報告することを推奨してはどうか。

取締役会

委員会

諮問

答申

社⻑・CEOの選解任・
後継者計画は、いずれ
の機関設計においても
諮問にとどまる。

指名 報酬

（委員会への諮問に留まる場合）
決定主体はあくまで取締役会

取締役会で委員会の答申内容を踏まえた議論・
決定ができるよう、委員会での審議内容につい
て、基準やプロセスを含めて詳細に取締役会に
報告することが重要ではないか。

・取締役会で議論しなくてよいわけではない。
・取締役会が委員会の答申内容と異なる決定を
⾏うこともあり得る。

他⽅、
・委員会の答申内容を踏まえた議論・決定が⾏
われることが委員会を設置した趣旨に適う。

諮問であれば、社外者中
⼼の委員会が最終決定す
るわけではない。

【CGS研究会における主な意⾒】
●川村委員： CEOの解任は、取締役会全体としての重要な役割で、

社外取締役のみの役割ではない。また、社外取締役が
不適切な提案を指名委員会経由取締役会に上程し
た場合には社内取締役がCEOとともに説明し、取締役
会にて⼤いに議論を戦わせるべき。（第3回資料3）



２．指名⽅針の策定について
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社⻑・CEOの選解任・後継者計画の指名⽅針策定の視点

 ⽅針策定するに際して、候補者の有すべき資質に関する実質的な内容と、それを⾒抜く
ためのプロセスに関する内容の両⾯から検討することが考えられる。

 実質的な内容について、どういった視点があるか。

指名

【CGS研究会における主な意⾒】
＜実質⾯＞

●武井委員： ⼀つは実質の部分があって、ここは会社の事業によっていろいろ違うが、⼤体いろいろな⽅がおっしゃるのは、例えば、社
内調整⼒を伴った決断⼒や、変化への対応⼒であったり、⼀番の必要条件でインテグリティー、⾼潔性など、いろいろな
要素が並ぶと思う。

出所：第2回CGS研究会 ⽇⽴製作所発表資料より抜粋

【CGS研究会における企業ヒアリングの結果】
●⽇⽴製作所
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社⻑・CEOの選解任・後継者計画の指名⽅針策定の視点

 候補者から具体的に選出するプロセスについて、どういった視点があるか。

指名

【CGS研究会における主な意⾒】
＜プロセス⾯＞

●武井委員： 実質⾯以上に⼤事なのは、その資質をどういう⼿続で⾒抜くのか、どのように審査するのかという⾒抜き⽅のプロセス。単
に最後、指名委員会にかければ何でもかんでもプロセスが間に合うのではなくて、どういった形で資質を⾒抜くような社内
プロセスを経るかというところも重要な実務的視点である。（第5回）

●⼩林委員： 執⾏役以上あたりからの意⾒なりアンケートのようなものも併⽤するのも⼀つのやり⽅だと思う。また、私の経験だと、⼤体
5⼈、10⼈、20⼈といった規模で⾯接をして、こちらサイドは５⼈でチェックすると、意⾒は不思議なほど同じになる。これ
は何回か経験した覚えがある。やはりそういう意味で、直接会って話を聞くのがいい。まさに川村委員が⾔われたように、
役員会でのプレゼンテーションで⼈間の部分もチェックするというのはかなり有効ではないか。（第5回）
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社⻑・CEOの選解任・後継者計画の指名⽅針策定の視点

 次期社⻑・CEOの選任を検討する際に、複数の候補者を⽰すことを推奨してはどうか。

【CGS研究会における主な意⾒】
●後藤委員： 複数の候補者を選定してきて、誰にするかという議論をする⽅がきちんと審議できるように思うが、⼀⼈の候補者しか提

⽰されないと、それを誰がオーソライズしたかは別にして、事実上は社⻑が連れてきたというところに変わりがないように思わ
れる。（第5回）

●川村委員： 3⼈の候補者をCEOが出して、その3⼈を取締役会の場に案件の説明で出てくるようにして、取締役会の中でもいろいろ
な議論をして、彼はここはマルだ、ここはバツだ、ここは三⾓だという⽐較を取締役がその中でできるように、ある程度の⼯
夫をしながら、１年間かけてやった。（第5回）

指名

出所：第2回CGS研究会 ⽇⽴製作所発表資料より抜粋

●⽇⽴製作所
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取締役の指名⽅針策定の視点

出所：第3回CGS研究会 資⽣堂発表資料より抜粋

 取締役の指名に関しては、取締役会に求める役割と、その実現のための構成（多様
性）を指名⽅針の策定の際に検討することを推奨してはどうか。

＜取締役会に必要な能⼒を⼀覧表にして検討している例＞

【事務局による企業ヒアリングの結果】
● 取締役に求められる要件として、執⾏全体を統括

する⼒、⼈を育てる⼒などいくつか定性的な内容を
定めて、それらの要件のマッピングを⾏い、検討して
いる。

指名

【CGS研究会における企業ヒアリングの結果】
●資⽣堂



３．報酬⽅針の策定について
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社⻑・CEOその他経営陣の報酬⽅針策定の視点

 報酬⽅針を策定するに際して、どういった視点があるか。
 各社の状況に応じて、業績連動報酬や株式報酬の導⼊について、検討するよう推奨し

てはどうか。

【CGS研究会における主な意⾒】

●御代川委員：業績連動報酬を多くして、固定報酬は低くしていか
ないといけない。（第5回）

●⽯⽥委員： 業績連動報酬と株式報酬について、⼀般論として
は素晴らしいが、個別の企業においてはその導⼊促
進が適当でない場合もありうるから、あまりに⼀般論
化しすぎないように留意する必要がある。（第5
回）

●川村委員： ⽇本のCEOその他の固定報酬は少し多過ぎると
思っている。会社ごとに⽐率などは⼤いに変わってくる
が、変動部分がだんだん増えていくという格好に移っ
ていくと思う。（第5回）

（参考）コーポレートガバナンス・コード

原則4‐2 取締役会の役割・責務（2）
「･･･経営陣の報酬については、中⻑期的な会社の業
績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発
揮に資するようなインセンティブ付けを⾏うべきであ
る。」

補充原則4‐2①
「経営陣の報酬は、持続的な成⻑に向けた健全なイン
センティブの⼀つとして機能するよう、中⻑期的な業
績と連動する報酬の割合や、現⾦報酬と⾃社株報酬と
の割合を適切に設定すべきである。」

報酬
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（参考）社⻑・CEOその他経営陣の報酬⽅針策定の視点

出所：三菱電機株式会社 「コーポレートガバナンス報告書」（最終更新⽇2016年6⽉29⽇）より抜粋

【CGS研究会における企業ヒアリングの結果】
●三菱電機：コーポレートガバナンス報告書で開⽰している執⾏役の報酬⽅針の例
当社は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、以下の⽅針を決定しています。
(1) 基本⽅針
（略）
ウ．執⾏役の報酬制度は、経営⽅針の実現及び業績向上へのインセンティブを重視し、⼀定⾦額報酬と退任
時の退任慰労⾦に加えて、業績連動報酬を⽀給することとし、以下を基本⽅針とする。

(ア) 中⻑期的な業績の向上と企業価値の増⼤への貢献意識を⾼めるものであること
(イ) 会社業績との連動性が⾼く、かつ透明性・客観性が⾼いものであること
(ウ) 株主との利益の共有や株主重視の経営意識を⾼めることを主眼としたものであること
エ．社外からの客観的視点及び役員報酬制度に関する専⾨的知⾒を導⼊するため、外部の報酬コンサルタン
トを起⽤し、その⽀援を受け、グローバルに事業展開する⽇本国内の主要企業の報酬に関する外部デー
タ、国内経済環境、業界動向及び経営状況等を考慮し、報酬⽔準及び報酬制度等について検討する。

(2) 役員報酬体系及び報酬等の決定に関する⽅針
（略）
イ．執⾏役の報酬
(ア) ⼀定⾦額報酬については、執⾏役の職務の内容及び当社の状況等を勘案し、相当と思われる額とする。
(イ) 業績連動報酬については、連結業績及び各執⾏役の担当事業の業績等を勘案して決定し、株主と執⾏役
の利益を⼀致させ、より株主重視の経営意識を⾼めるとともに、中⻑期的な視点での業績向上のインセン
ティブを⾼めるため、その50％を株式報酬とする。なお、株式報酬として取得した当社株式は、原則退任
後１年が経過するまで継続保有することとする。

(ウ) 退任慰労⾦については、報酬⽉額及び在任年数等に基づき定めることとする。

報酬
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（参考）社⻑・CEOその他経営陣の報酬⽅針策定の視点

【CGS研究会における企業ヒアリングの結果】
●資⽣堂

出所：第3回CGS研究会 資⽣堂発表資料より抜粋

報酬
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業績連動報酬・⾃社株報酬の政策的意義
 業績連動報酬や⾃社株報酬は、業績や株価の変動に応じて経営者が得られる経済

的メリットが変化するため、中⻑期的な企業価値向上への動機付けとなる。
 ⾃社株報酬については、それに加え、⾃社株を保有することにより、経営者と投資家の

価値共有に資するというメリットもある。

政策的意義 具体例
業績連動報酬 中⻑期的な企業価値の向上への

動機付けとなる。
・ 利益連動の⾦銭報酬
・ 株価連動の⾦銭報酬

⾃社株報酬 経営者と投資家の価値共有に資す
る（特に現物株を役員が保有する
場合、投資家に理解されやすい）。

・ 業績連動の付いた株式報酬
・ 譲渡制限付株式
・ ストックオプション
・ 信託型の株式報酬

報酬



役員報酬に関する政府⽅針
 ⽇本再興戦略(改訂2015)において、経営陣に中⻑期の企業価値創造を引き出すた

めのインセンティブとして、株式報酬・業績連動報酬の活⽤を進める⽅針が打ち出され
た。

 これを踏まえ、株式報酬の付与について会社法上の整理を⾏うとともに、平成28年度
税制改正において譲渡制限付株式の損⾦算⼊を認める等の対応を⾏ったところ。

【（３）新たに講ずべき具体的施策 ⅰ）「攻めの経営」の促進 ①コーポレートガバナンスの強化】
 経営陣に中長期の企業価値創造を引き出すためのインセンティブの付与

「・・・経営陣に中長期の企業価値創造を引き出すためのインセンティブを付与することができるよう金銭でなく
株式による報酬、業績に連動した報酬等の柔軟な活用を可能とするための仕組みの整備等を図る。」
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「⽇本再興戦略」改訂2015

 役員に付与する株式報酬について、法解釈を明確化し、株式報酬導⼊の⼿続を整理した。
 特定譲渡制限付株式（いわゆるリストリクテッド・ストック）を事前確定届出給与の対象
とし、損⾦算⼊が認めることとした。

業績連動給与業績連動給与

株式報酬株式報酬

 利益連動給与について、対象となる指標（ROE等）の追加・明確化を⾏った。

これまでの政策対応

報酬
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業績連動報酬や⾃社株報酬の更なる導⼊促進の必要性
 コーポレートガバナンスコードで「中⻑期的な業績と連動する報酬の割合や、現⾦報酬と

⾃社株報酬の割合を適切に設定すべき」とされたことを受け、多くの企業がインセンティブ
報酬の導⼊を本格的に検討し始めている状況。

 我が国企業の「稼ぐ⼒」の向上に向け、⽇本再興戦略（2015年改定）で掲げられた
経営陣への中⻑期インセンティブの付与を実現するためには、業績連動報酬や⾃社株
報酬の導⼊について税制⾯も含めた更なる政策対応を講じるとともに、企業・投資家の
取組が継続されることが必要。

 経済産業省では、来年度税制改正要望として、役員報酬税制の⾒直しを要望中
（譲渡制限付株式の対象となる株式の範囲を⾃社や完全親会社の株式以外にも拡
⼤する、複数年度の業績や株価に連動する報酬を損⾦算⼊の対象とするなど）。

譲渡制限付株式 ：１４社 （2016年11⽉現在までに導⼊を公表した企業数）
株式報酬信託 ：２２３社 （2016年6⽉末時点）
ストックオプション ：６２８社 （2016年6⽉末時点。うち６割超が株式報酬型）

譲渡制限付株式は本年度から制度運⽤が開始となっており、まだ導⼊実績は少ないが、株式報酬
信託、ストックオプションは従来から利⽤可能であり、導⼊件数も多い。

我が国における株式報酬の導⼊状況等

報酬
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（参考）海外における多様な報酬制度の例
 海外では、年次賞与と中⻑期の株式報酬を組み合わせているケースが多い。同業他社

との⽐較や、⾮財務指標等、多様な設計を⽤いており、報酬委員会による定性評価等
も反映し得る仕組みとなっている。

社名 報酬種別 概要 指標・評価項⽬
APPLE
（⽶）

年次賞与 ビジネスプランや製品構成を踏まえて⽬標値を設定。 総売上⾼
営業利益

複数年株式
報酬（RＳ）

⼀定年度ごとに、時価総額上位企業（Ｓ＆Ｐ５００）
との業績の⽐較に応じ、譲渡制限株式を付与。

相対ＴＳＲ

P&G（⽶） 年次賞与 ２１のビジネスユニットごとの７つの部⾨指標と、全社指標
の組み合わせで評価を実施。
なお、報酬については、⾦銭に代えて、ＲＳＵやストックオ
プションで受け取ることも可能。

部⾨指標（売上⾼成⻑率、利益成⻑率、フリーキャッ
シュフロー⽣産性等の７指標）
全社業績（売上⾼成⻑率、コアＥＰＳ成⻑率）

複数年株式報酬（PS）4つの指標のそれぞれに⽬標を定め、実績と照らして総合
的に達成率を評価。また、売上⾼は競合他社（peer 
group）と⽐較した順位による。

（相対）売上⾼成⻑率
税前利益成⻑率
⼀株あたり利益成⻑率
調整後フリーキャッシュフロー

BP（英） 年次賞与 安全性・価値創出の2つの軸で、合計9つの要素を勘案し
て評価。財務指標にとどまらず、事故件数や特定の部⾨に
おける延期など多彩な指標を採⽤している。尚、年次賞与
の1/3は強制的に繰り延べられ、株式で交付される。

事故件数（貯蔵容器等からの内容物漏洩、その中で
特に重要なもの、⼀定単位時間における従業員等の
死傷に関わるもの）
上流部⾨における予期せぬ延期 等

複数年株式報酬（Ｐ
Ｓ）

３年間の業績指標に基づき付与株数を決定、付与後は
３年間の保持期間を設定。

相対ＴＳＲ、営業キャッシュフロー、戦略的事項（⽯
油備蓄の増加率等）

Unilever
（英）

年次賞与 パフォーマンスの閾値、⽬標値、上限値を定め、複数の指
標に照らして達成度を総合的に評価。年次賞与について
は、報酬委員会による個⼈業績評価（リーダーシップ、多
様性等定性的要素の複合評価）も含まれる。

対前年⽐コア営業利益成⻑率
潜在売上⾼成⻑率 等

複数年株式報酬（PS） 潜在売上⾼成⻑率
コア営業利益成⻑率
累積営業キャッシュフロー
TSR

※４社とも、報酬委員会が個々の役員の定性的評価等により報酬額の修正を行う権限を有している。

報酬



（参考）各報酬の税制上の扱いについて
 インセンティブ報酬については、税制上、損⾦算⼊の取扱いに差が⽣じている状況。
 類型間での整合性を確保することで、企業がより使いやすい制度としていくことが必要。

報酬の種類 報酬の内容 交付資産 損⾦算⼊可否（現状）
定額給与 定期的に定額の給与を給付 ⾦銭 可能
賞与 事前に定めた⾦額の賞与を給付 ⾦銭 事前に届け出た額ならば可能（成果

に応じて額が変わる場合は不可）

退職給与 退職慰労⾦の給付、⼜は、株式交付信託等を退職
時に給付

⾦銭・株式・
新株予約権

可能

リストリクテッド・ストック
(RS)

⼀定期間の譲渡制限が付された株式を役員に付与 株式 可能

ストックオプション(SO) 譲渡制限付の新株予約権を付与。 新株予約権 可能
パフォーマンス・シェア
(PS)

中⻑期の業績⽬標の達成度合いに応じて、株式を役
員に付与

株式 不可

株式交付信託 報酬相当額を信託に拠出し、信託が当該資⾦を原資
に市場等から株式を取得した上で、⼀定期間経過後
に役員に株式を付与。

株式 不可

パフォーマンスキャッシュ 中⻑期の業績⽬標の達成度合いに応じて、現⾦を役
員に付与。

⾦銭 不可（単年業績への連動で、開⽰などの
⼿続を踏めば可能）

ファントム・ストック 中⻑期の業績⽬標の達成度合いに応じて、株価相当
の現⾦を役員に付与。

⾦銭 不可
46
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利益連動給与に関する税制上の要件
 税制上、利益連動給与の損⾦算⼊を認める要件として、その算定⽅法の適正性確保

に関する事項が定められている。
 具体的には、開⽰による透明性確保や、外部者の⼊った委員会での決定などが求めら

れている。報酬委員会の活⽤などの検討に際し、⼀つの考慮要素となるのではないか。

利益連動給与の算定⽅法に関する適正性の確保策① 算定⽅法が有価証券報告書に記載された指標に基づく客観的なものであること
② 確定額を限度とすること
③ 他の業務執⾏役員と同様の算定⽅法を⽤いること
④ 算定⽅法を有価証券報告書等で開⽰していること

⑤ 算定⽅法を適切
な⽅法で決定し
ていること

⇒指名委員会等設置会社の場合
・法定の報酬委員会（業務執⾏役員等が委員であるものを除く）による決定

⇒監査等委員会設置会社の場合（下記いずれかの⽅法）
・株主総会の決議による決定
・任意の報酬委員会（３⼈以上の外部委員から構成）への諮問を経た上での取締役会の決議による決定
・取締役会の決議による決定（監査等委員である取締役の過半数の賛成が必要）

⇒監査役会設置会社の場合（下記いずれかの⽅法）
・株主総会の決議による決定
・任意の報酬委員会（３⼈以上の外部委員から構成）への諮問を経た上での取締役会の決議による決定
・取締役会の決議による決定（監査役の過半数の適正書⾯の提出が必要、監査役に業務執⾏役員等が
含まれる場合を除く）

利益連動給与の算定⽅法に関する要件（損⾦算⼊が認められる要件）

（備考）上記の各要件が法⼈税法、法⼈税法施⾏令において定められている。

報酬



参考：指名・報酬に関連する論点例
（前回資料より再掲）
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（参考）【前回資料より再掲】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。

– （社⻑・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。

 社⻑・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。

– 社⻑・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。

– 社⻑・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
– 社⻑・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。

指名
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（参考）【前回資料より再掲】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。

– 社⻑・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。

報酬
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（参考）【前回資料より再掲】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。

 議⻑（委員⻑）について
– 委員⻑は、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。

– 議⻑（委員⻑）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
– 社⻑・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。




