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クロス集計結果の全体的な傾向
項目 傾向

機関設計別 指名委員会等設置会社は、他の機関設計の会社に比べ、全体として取組が進んでいる
（特に以下の点）。ただし、サンプル数が少ない（回答企業42社）ことや、指名委員会
等設置会社となっている企業には特定の業種や大規模な企業が多く、この傾向が機関設
計によるものではない可能性もあること等に留意が必要。

・取締役会の活性化（審議実質化の工夫）
・社外取締役（活躍のための工夫、活躍の評価）
・後継者計画（選定プロセスの透明性、プランの策定、内容の充実）
・指名委員会、報酬委員会（頻度、経営経験者の起用、議長が社外取締役）
・経営陣幹部について中長期インセンティブの導入
・取締役会実効性評価の手法の充実

監査等委員会設置会社は、平均的には、監査役設置会社と大きな差が見られなかった。

上場市場別 東証第一部上場企業では、第二部に比べ、全体として取組が進んでいる（特に以下の
点）。 ※JPX400の企業は、その傾向がより強い。
・取締役会の活性化（付議事項の見直し、審議実質化の工夫）
・指名委員会、報酬委員会（設置率、頻度）
・経営陣幹部について中長期インセンティブの導入

時価総額別 時価総額上位20%の企業は、下位20%の企業に比べ、全体として取組が進んでいる（特
に以下の点）。
・取締役会の活性化（付議事項の見直し、審議実質化の工夫）
・社外取締役（活躍のための工夫）
・後継者計画（選定プロセスの透明性、プラン策定、内容の充実）
・指名委員会、報酬委員会（設置率、頻度）
・経営陣幹部について中長期インセンティブの導入
・取締役会実効性評価の手法の充実
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クロス集計 属性別の傾向（機関設計別①）

項目
指名委員会等設置会社の傾向
（他の二者との比較）

監査等委員会設置会社の傾向
（監査役設置会社との比較）

取締役会関連 ・個別の業務執行の決定を最小限にしている
企業が多く、今後の方向性は現状維持とす
る企業が多い。

・取締役会の議長として、社長・CEOが少な
く、代表権のない会長、社外取締役が多い

・取締役会において実質的な議論をする時間
を確保するための取組が充実している。

・取締役会１回あたりの平均的な所要時間が
長い。

いずれも、目立った差はみられず

社外取締役関連 ・社外取締役が期待する役割を十分果たして
いるとする企業が多い。

・社外取締役が活躍するための工夫が全般的
に充実している。

・社外取締役の候補者を紹介している者とし
て、外部アドバイザー、現役社外取締役が
多い。

・社外取締役を探す際の課題として、多様性
を有する候補者を見つけることを挙げる企
業が多い。

・在任期間の上限を定めている企業が多い。

いずれも、目立った差はみられず

主要な結果（下線部分）につき、P７のグラフ参照
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クロス集計 属性別の傾向（機関設計別②）

項目
指名委員会等設置会社の傾向
（他の二者との比較）

監査等委員会設置会社の傾向
（監査役設置会社との比較）

後継者計画・経
営陣の人事

・次期社長・ＣＥＯの選定プロセスに関し、
単一の候補者を選定している企業は少なく、
複数の候補者を選定している企業が多い。
プロセスが未定の企業は少ない。

・サクセッションプランが文書の形で存在す
る企業が多い。

・サクセッションプランに含まれている事項
が多く、その内容が充実している。

・サクセッションプランの作成目的として、
より資質・能力の高い社長・CEOを選ぶこ
とや、後継者の計画的な育成を行うためと
いう回答が多い。

・サクセッションプランが存在していない理
由について、「後継者については社長・C
EO等経営陣の意向が尊重されるため」が少
なく、「準備中」が多い。

目立った差はみられず。

プロセス未定の企業が若干多い
目立った差はみられず

目立った差はみられず

より資質・能力の高い社長・CEO
を選ぶためという回答は少ない。
社長・CEOの事故等の緊急事態へ
の対応とする回答が多い。
目立った差はみられず
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クロス集計 属性別の傾向（機関設計別③）

項目
指名委員会等設置会社の傾向
（他の二者と比べ）

監査等委員会設置会社の傾向
（監査役設置会社との比較）

指名委員会、
報酬委員会

・設置目的に目立った差はみられず
・指名委員会、報酬委員会の役割として該当
する事項が全体的に多い。

・指名委員会における指名候補者の選定基準、
報酬委員会における報酬の算定基準・報酬
決定プロセスについての議論が、取締役会
に報告されている企業が多い。

・指名委員会、報酬委員会とも、開催頻度が
高い。

・委員構成として、社外取締役（他社の経営
陣幹部経験者）が多い。社内取締役（社
長・CEO・副社長）、社外取締役（会計・
税務専門家）は少ない。

・指名委員会の議長の属性として、社外取締
役（他社の経営陣幹部経験者）が多く、社
内取締役（社長・CEO・副社長）は少ない。
報酬委員会も同様だが、差は大きくない。

・社長・CEOが指名委員会、報酬委員会の委
員にはなっておらず、通常は出席していな
いという回答が多い。

目立った差はみられず
多い項目も少ない項目もあるが、
全体として目立った差はみられ
ず
目立った差はみられず

目立った差はみられず

社外取締役（法律専門家）、社
外取締役（会計・税務専門家）
が多い。社内取締役（社長・
CEO・副社長）は若干少ない。
社外取締役（他社の経営陣幹部
経験者）が多いが差は若干。社
内取締役（社長・CEO・副社長）
は若干多い。報酬委員会も同様
だが、差は大きくない。
目立った差はみられず

主要な結果（下線部分）につき、P８のグラフ参照
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クロス集計 属性別の傾向（機関設計別④）

項目
指名委員会等設置会社の傾向
（他の二者と比べ）

監査等委員会設置会社の傾向
（監査役設置会社との比較）

報酬・業績評価 ・経営陣幹部について中長期インセンティブ
報酬を導入している企業が多い。

・中長期業績連動の金銭報酬を導入している
企業が多い。

・導入のきっかけとして、CGコード対応を挙
げた企業は少ない。特にきっかけはない
（社内検討の結果）、税制改正、報酬委員
会等からの指摘・助言という回答が若干多
い。

・取締役会の実効性評価の手法として、取締
役へのアンケート、取締役への個別インタ
ビュー等を行っている企業が多い。

いずれも、目立った差はみられず

その他 ・経営陣幹部等の人事に関する基準が存在し、
社外取締役に共有されている傾向が強い。

・CGSガイドラインの活用状況について、社
内で検討したが制度や運用の変更には繋
がっていないという回答が多い。

同様の傾向だが、差は少ない

目立った差はみられず
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1) 監査役設置会社(690社)

2) 監査等委員会設置会社(196社)

3) 指名委員会等設置会社(42社)

社外者と社内者のつなぎ役となる、非執行の社内
取締役を選定している

筆頭独立社外取締役を設定している

独立社外者のみの会合を開催している

取締役会以外の自由闊達な議論の場を設けている

社外取締役の交代のタイミングをずらすことで、
在任期間の比較的長い社外取締役を常に確保

できるようにしている

社外取締役が経営会議等の執行側の会議に出席で
きるようにしている

監査役、内部監査部門等と情報交換や連携をでき
るようにしている

外部専門家の助言を得る体制を整えている

社外取締役の活動を補佐する専任のサポートス
タッフを設置している

事業拠点の視察を行っている

特に工夫していない

その他

 指名委員会等設置会社は、他の機関設計の会社に比べ、社外取締役が活躍するための工夫が
全般的に充実している。
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P３に関連

問24. 社外取締役が活躍するための工夫として、実施している事項をご教示ください。
（複数選択可。 「その他」の場合は括弧内に具体的に記入）

問3. 機関設計をご教示ください。（１つ選択）

クロス集計 属性別の傾向（機関設計別⑤）
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1) 監査役設置会社(263社)

2) 監査等委員会設置会社(58社)

3) 指名委員会等設置会社(42社)

 指名委員会等設置会社は、他の機関設計の会社に比べ、指名委員会、報酬委員会の委員に
社外取締役（他社の経営陣幹部経験者）を起用している傾向がある。一方、社内取締役（社
長・CEO・副社長）、社外取締役（会計・税務専門家）は少ない。
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P５に関連

問44. 指名委員会や報酬委員会（任意の委員会を含む）の構成についてご教示ください。
（指名委員会・報酬委員会それぞれについて、該当する欄に実数を記入（いない場合は”0”を記入）

問3. 機関設計をご教示ください。（１つ選択）

クロス集計 属性別の傾向（機関設計別⑥）
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社内取締役(社長・CEO・副社長)

社内取締役(事業部門の責任者)

社内取締役（上記以外：財務担当、
経営企画担当、法務担当等）

社外取締役(他社の経営陣幹部経験者)

社内取締役(会長・副会長)

社外取締役(法律専門家)

社外取締役(会計・税務専門家)

社外取締役(行政経験者)

社外取締役（その他）

社内監査役

社外監査役

その他

外部有識者

報酬委員会指名委員会
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クロス集計 属性別の傾向（上場市場別①）

項目
東証第一部上場会社の傾向
（東証第二部上場会社との比較）

JPX400の企業
の傾向

取締役会関連 ・取締役会の議長として、社長・CEOが少なく、会長（代表
権あり・なし）が多い。

・取締役会において実質的な議論をする時間を確保するた
めの取組としてなされている事項が、全般的に充実して
いる。

・付議基準について、付議項目の削減等、見直しを行って
いる企業が多い。

いずれも、東証第
一部よりその傾向
が強い

社外取締役 ・社外取締役が期待する役割を十分果たしているとする企
業が多い。

・社外取締役が活躍するための工夫が全般的に充実してい
る。

・社外取締役を探す際の課題として、経営に関する知見や
高い見識を有する候補者を見つけることを挙げる企業が
多い。

東証第一部よりそ
の傾向が強い

東証第一部よりそ
の傾向が強い

後継者計画・経
営陣の人事

・サクセッションプランが文書の形で存在する企業が若干
多い。

・サクセッションプランに含まれている事項が多い。

いずれも、東証第
一部よりその傾向
が強い
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クロス集計 属性別の傾向（上場市場別②）

項目
東証第一部上場会社の傾向
（東証第二部上場会社との比較）

JPX400の企業
の傾向

指名委員会、
報酬委員会

・指名委員会の設置目的として、指名プロセスの安定性を
高めるため、指名についての独立性・客観性と説明責任
を強化するためという回答が多い。報酬委員会について
は、目立った差はない。

・議論の対象となる役職の範囲は全般的に充実しているが、
特に、
（指名委員会）執行役・執行役員、監査役が多い
（報酬委員会）執行役・執行役員 が多い
ただし、いずれも「主要子会社の社長・CEO」は少ない。

・指名委員会、報酬委員会とも、開催頻度が高い。
・構成について、指名委員会、報酬委員会とも、
社内取締役（会長・副会長）、社外取締役（他社の経営
陣幹部経験者）が多く、社内取締役（社長・CEO・副社
長）、社内取締役（財務、経営企画、法務担当等）が
少ない。

・設置していない理由として、「社外者の関与・助言が必
要と感じていないため」が少なく、「指名委員会、報酬
委員会の活用以外の方法で公正かつ透明な指名、報酬の
手続きを確保しているため」が多い。

東証第一部とあま
り変わらない。

東証第一部よりそ
の傾向が強い。

いずれも、
左記の傾向が
より強い。
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クロス集計 属性別の傾向（上場市場別③）

項目
東証第一部上場会社の傾向
（東証第二部上場会社との比較）

JPX400の企業
の傾向

報酬・業績評価 ・経営陣幹部について中長期インセンティブを導入してい
る企業が多い。

・導入したきっかけとして、コーポレートガバナンス・
コードへの対応という回答が多い。

左記の傾向がより
強い。
東証第一部とあま
り変わらない。

その他 ・経営陣幹部等の人事に関する基準が存在し、社外取締役
に共有されている傾向が強い。

左記の傾向が
より強い。

主要な結果（下線部分）につき、P12のグラフ参照



 東証第一部上場会社は、東証第二部上場会社に比べ、中長期インセンティブを導入していない
企業が少ない＝導入している企業が多い。

 JPX400の企業に限れば、さらにその割合は高くなる。
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P１１に関連

クロス集計 属性別の傾向（上場市場別④）
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2) 第二部(130社) 1) 第一部(801社) 1) JPX400(233社)

株式報酬（譲渡制限付株式（リストリクテッドストック）、パ
フォーマンスシェア等）

株式報酬（株式交付信託）

株式報酬型ストックオプション
（行使価格が１円程度のストックオプション。いわゆる１円ス

トックオプション）

税制適格ストックオプション（行使価額が発行時の市場株価付近
のストックオプション）

中長期業績連動の金銭報酬

行使価格が発行時の市場株価を大幅に（目安として10～20%以
上）上回るストップオプション

導入していない

その他

問50. 経営陣幹部の報酬に関して、中長期インセンティブ報酬の導入状況をご教示ください。
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クロス集計 属性別の傾向（時価総額別①）
項目 時価総額上位２０％にある企業の傾向（下位２０％との比較）

取締役会関連 ・取締役会議長として社長・CEOは少なく、会長（代表権あり／なし）
が多い。

・取締役会において実質的な議論をする時間を確保するための取組が、
全般的に充実している。

・付議基準の引き上げ等の見直しを行っている企業が多い。
・取締役会の実効性評価の手法が全般的に充実している。

社外取締役関連 ・社外取締役候補者を紹介している者として、外部アドバイザー、社外
取締役、会長・副会長が多い。

・社外取締役が活躍するための工夫が全般的に充実している。
・社外取締役が期待する役割を果たしているかについて、「十分に果た
している」が多く、「概ね果たしている」が少ない。

後継者計画・経営陣の
人事

・次期社長・CEOの選定プロセスについて、特に決まっていない会社は
少ない。現社長・CEO等が単一の候補者を選定し、取締役会で審議・
決定する企業は少ない。現社長・CEO等が複数の候補者を選定し、指
名委員会で審議もしくは決定する企業が多い。

・サクセッションプランが文書として存在している会社が多い。

主要な結果（下線部分）につき、P15のグラフ参照
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クロス集計 属性別の傾向（時価総額別②）
項目 時価総額上位２０％にある企業の傾向（下位２０％との比較）

後継者計画・経営陣の
人事
【続き】

・取締役会から委任された指名委員会等で審議するというものが多く、
サクセッションプランを取締役会で監督していないという回答は若干
少ない。

・サクセッションプランが存在していない理由について、「後継者に
ついては社長・CEO等経営陣の意向が尊重されるため」が少なく、準
備中とする企業が若干多い。

指名委員会、
報酬委員会

・指名委員会、報酬委員会ともに、設置率が大幅に高い。
・指名委員会、報酬委員会の議論対象となる役職が多い。とりわけ執行
役・執行役員が多い。

・指名委員会、報酬委員会とも、開催頻度が高い。
・構成として、社内取締役（会長・副会長）が多い。社外取締役につい
ては、経営経験者、行政経験者が多く、法律、会計、税務の専門家が
少ない。また、社内取締役（社長・CEO）はわずかに多い。

・指名委員会・報酬委員会のそれぞれについて、設置していない理由
として「社外者の関与・助言が必要と感じていないため」が少なく、
「指名委員会、報酬委員会の活用以外の方法で公正かつ透明な指名、
報酬の手続きを確保しているため」が多い。

報酬・業績評価
・経営陣幹部について中長期インセンティブを導入している企業が多
い。

その他 ・経営陣幹部等の人事の基準が、比較的社外取締役に共有されている。



 時価総額上位２０％の企業は、下位２０％の企業に比べ、取締役会の実効性評価の手法が
充実している。
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P１３に関連

クロス集計 属性別の傾向（時価総額別③）

問59. 取締役会の実効性分析・評価の手法をご教示ください。

86%

56%

28%

15%

16%

17%

3%

1%

26%

75%

52%

11%

7%

8%

6%

14%

2%

8%

57%

31%

11%

6%

8%

4%

30%

2%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

上位20% その他 下位20%

監査役へのアンケート

取締役への個別インタビュー

監査役への個別インタビュー

社外役員による集団討議

取締役へのアンケート

外部の第三者による評価

実施していない

その他

わからない
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（参考）クロス集計 オーナー系企業①

項目 傾向

全体的な傾向 ・社長・CEOに権限が集中したトップダウン型の経営スタイルをとる
会社の割合が多い。

・コーポレートガバナンス強化の取組にはやや消極的。

社外取締役関連 ・社外取締役候補者を社長・CEOが選ぶというところがやや多い。

指名委員会、報酬委員会
関係

指名・報酬プロセスの透明性がやや低い。特に、以下の傾向がみら
れる。
・指名・報酬委員会の設置率が低い。
・審議対象となる役職の範囲が狭い。
・社長・CEOが委員であり、審議内容にかかわらず出席していると
いう会社が多い。

後継者計画・経営陣の人
事

・次期社長・CE Oの選定の基準が特に決まっていない会社がやや多い。
・サクセッションプランが策定されている場合、全てのオーナー系
企業においてそれが社長・CEOに共有されている。一方、社内取締
役や指名委員会等の委員に共有されている会社は少ない。

その他 ・経営陣幹部等の人事に関する基準が存在し、社外取締役に共有さ
れているという会社は少ない。

※オーナー系企業：CEOまたは創業者と同じ姓（名字）を持つ
株主の保有比率が10%以上である企業（データの出所は
「S&P Capital IQ」）

※

主要な結果（下線部分）につき、P17のグラフ参照



 オーナー系企業では、そうでない企業に比べ、トップダウン型の経営スタイルをとる会社の割合が
多い。
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P１６に関連

問24. 6 業務執行において社長・CEOが果たす主な役割は、現状では次のAまたはBのいずれに近いですか。（１つ選択）

（参考）クロス集計 属性別の傾向（オーナー系企業②）

42%

37%

16%

5%

0%

15%

35%
33%

16%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1) オーナー系(57社)

2) 非オーナー系(875社)

や
や
A
に
近
い

A
に
近
い

や
や
B
に
近
い

B
に
近
い

B
に
近
い

社長・CEO（その指揮命
令を受けるCFO等を含
む）に権限が集まってお
り、トップダウンで
経営力を発揮する

各事業部門長等に多くの権限が委
譲されており、社長・CEOは各事業
部門長等経営陣間の意見調整を
行った上で社内の合意形成を図る
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（参考）クロス集計 個別の設問同士の関係
項目 傾向

社外取締役関係 社外取締役の比率が高い企業には、以下の傾向がみられる。
・取締役会における個別の業務執行の決定を最小限にしている企
業が多い。

・取締役会の平均的な所要時間が長い。
・指名委員会、報酬委員会の設置率が高い。

指名委員会、報酬委員会
関係

○指名委員会又は報酬委員会を設置している企業には、以下の傾向
がみられる。
・経営陣幹部の報酬の具体的な算定方法を定めている割合が高
い。

・社長・CEO、会長等の経営陣幹部が、社長・CEOや社内・社外取
締役の再任に影響力を持つことがやや少ない。

○指名委員会がある企業には、以下の傾向がみられる。
・次期社長・CEOの候補者を複数選任している企業がやや多い。
・次期社長・CEO選定のプロセスが決まっていないという企業はや
や少ない。

・サクセッションプランが文書として存在している企業がやや多
い。

○報酬委員会がある企業は、経営陣幹部について中長期インセン
ティブ報酬を導入している割合が高い。

主要な結果（下線部分）につき、P19のグラフ参照



 報酬委員会を設置している企業では、経営陣幹部の報酬の具体的な算定方法を定めている割
合が高い。
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P１８に関連

（参考）委員会の設置と報酬の算定方法の関係

問56． 経営陣幹部等の人事について、以下の基準の有無、および社外取締役への共有状況をご教示ください。
F.経営陣幹部の報酬の具体的な算定方法（支給基準）

69%

13%

18%

基準があり、社外取締役に共有されている

基準はあるが、社外取締役に共有されていない

基準がない

報酬委員会を設置している会社

30%

25%

45%

基準があり、社外取締役に共有されている

基準はあるが、社外取締役に共有されていない

基準がない

報酬委員会を設置していない会社

約82％ 約55％


