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改正会社法の概要（その1）
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れば、3月決算の会社が同年3月末日時点で社外取

はじめに

締役を選任していない場合、同年6月に開催される

「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律

定時株主総会において同条に基づく説明が求められ

第90号。以下「改正法」という。
）及び「会社法の

ることとなる。その場合、当該定時株主総会の議案

一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等

として社外取締役の選任が提案されているときであ

に関する法律」（同年法律第91号）が、2014年6

っても、「相当でない理由」を説明しなければなら

月27日に公布された。改正法の施行日は、現在の

ないことに注意が必要である（もっとも、その内容

ところ、2015年4月又は5月となる見込みである。

は、社外取締役の選任が提案されていることを踏ま

本稿では、改正法の内容のうち、まず企業統治に関

え、比較的簡潔なもので足りると思われる）。

するものについて、概要を説明する。

（2）「相当でない理由」の内容

2

 外取締役を置いていない場合の
社
理由の開示

（1）規律の内容

「相当でない理由」として、具体的にどのような

内容を説明し、又は開示すれば十分かどうかについ
ては、
基本的には解釈に委ねられている。もっとも、
法務省令では、事業報告や株主総会参考書類におけ

今回の会社法改正に関する法制審議会会社法制部

る「相当でない理由」の記載に関して、個々の株式

会での検討においては、社外取締役による監督機能

会社の各事業年度等における事情に応じてしなけれ

の充実をどのように図るかという点が大きな検討課

ばならない旨や、社外監査役が2名以上あることの

題となった。その中でも、最も議論となったのは、

みをもって「相当でない理由」とすることはできな

一定の会社（特に上場会社）に対して社外取締役の

い旨が明文で規定されることが予定されている。ま

選任を義務付けるべきかどうかという点であった。

た、改正法に係る国会審議では、単に社外取締役を

改正法では、事業年度の末日において、監査役会

置かない理由を説明するだけでは「相当でない」理

設置会社（公開会社かつ大会社に限る。
）であって、

由としては不十分で、社外取締役を置くことがかえ

株式につき有価証券報告書を提出しなければならな

ってその会社にマイナスの影響を及ぼすというよう

いもの（典型的には上場会社）が社外取締役を置い

な事情の説明が必要であるという説明が当局からさ

ていない場合には、取締役は、当該事業年度に関す

れている。さらに、
「社外監査役が2名おり、社外

る定時株主総会において、社外取締役を置くことが

者による監査、
監督が十分である」
という説明や、
「現

相当でない理由（以下「相当でない理由」という。
）

状では社外取締役に適任者が見当たらない」という

を説明しなければならないものとされた（ 327条

ことのみの説明では、「相当でない理由」として不

の2）。これは、会社法が、直接的に社外取締役の

十分であるとする見解もあり、
注意する必要がある。

選任を義務付けることはしなかったものの、社外取

「相当でない理由」
の開示内容・説明内容について、

締役を置いていない場合には理由開示を求めるとい

万が一不十分であると事後的に判断された場合、取

う、いわゆるcomply or explainの規律を採用した

締役の選任議案に係る株主総会決議への影響も懸念

ということができる。また、改正法の施行に伴う法

される（決議取消事由となるおそれが否定できな

務省令の改正により、「相当でない理由」が事業報

い）
。実務的には、
「相当でない理由」について、十

告及び株主総会参考書類（社外取締役を設置しない

分な内容といえるか慎重に検討しなければならない

こととなる取締役選任議案を提出する場合）での開

と思われる。

示事項とされることが予定されている。そのため、
327条の2に基づく「相当でない理由」の説明は、
実際には、定時株主総会において事業報告を読み上
げる際に該当箇所に言及する形で行うという運用が
想定され得る。
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監査等委員会設置会社制度

（1）制度導入の背景

改正法では、新たな機関設計として、監査等委員

同条については経過措置が設けられていない。そ

会設置会社制度が導入された。今回の改正において

のため、改正法が2015年4月又は5月に施行され

は、前述のとおり、取締役会、特に社外取締役によ
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る監督機能の充実をどのように図るかということが

そのような中、監査等委員会設置会社制度は、社

大きな検討課題となったが、監査役会設置会社にと

外取締役を中心とする監査等委員会に監査権限を持

っては、社外監査役を最低2名選任することが義務

たせるとともに、一定の監督権限を持たせることに

付けられている（335条3項）中で、さらに社外取

より、社外取締役による監督を充実させようとする

締役を選任することの重複感・負担感があると指摘

観点から、新たな機関設計として設けられた。監査

されていた。他方、指名委員会等設置会社（改正前

役会設置会社からすれば、監査役会設置会社が監査

の委員会設置会社）に移行した会社の数は非常に少

等委員会設置会社に移行することにより、社外取締

なく、その一因として、指名委員会・報酬委員会の

役と社外監査役の機能重複を解消・回避することが

設置に対する抵抗感が強いことが挙げられていた。

できることとなる。

【図】 監査等委員会設置会社のイメージ図
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（2）監査等委員会の構成、権限等

社外 社内

監査等委員会による監督

委員会の事前の承認を受けた場合には、取締役の任

監査等委員会は、監査等委員である取締役3人以

務懈怠の推定規定（423条3項）が適用されないこ

上で構成され、その過半数は社外取締役でなければ

ととされている（同条4項）。この点も、監査等委

ならない（ 331条6項）。監査等委員である取締役

員会設置会社に移行するインセンティブの一つとな

は、それ以外の取締役とは区別して選任され（329

り得よう。

条2項）、任期も2年とされている（ 332条3項、4
項。監査等委員以外の取締役の任期は1年）。監査
等委員である取締役の報酬も、それ以外の取締役と
は区別して定められる（361条2項）
。このように、

（3）監査等委員会設置会社における取締役
会の権限

監査等委員会設置会社では、定款の定めにより、

監査等委員である取締役の地位に関する規律は、監

重要な業務執行の決定の一部（指名委員会等設置会

査役に係る規律に近い。

社において執行役に委任することができないものと

他方、監査等委員会及び各監査等委員の権限、運

されている事項を除く。）を取締役に委任すること

営等については、基本的には、指名委員会等設置会

を取締役会決議により定めることができる（ 399

社の監査委員会及び各監査委員の権限、運営等に係

条の13第6項）。これは、監査役会設置会社におい

る規律と同様の規律が定められている（ 399条の

て取締役会の決定事項が多いという指摘がされる

2以下参照）。監査等委員会による監査の実施手法

中、監査等委員会設置会社の取締役会が監督機能に

についても、監査委員会の監査と同様、内部統制シ

より注力するために、業務執行の決定に係る機能を

ステムを利用することが想定されている。

一部縮小する（いわゆるモニタリング・モデルに近

監査委員会や監査役会にはない監査等委員会に特

い形とする）ことを、定款自治により認めようとす

有の権限として、監査等委員会が選定する監査等委

るものである。実務的には、監査役会設置会社が監

員は、株主総会において、監査等委員である取締役

査等委員会設置会社に移行するとともに、取締役会

以外の取締役（例えば、代表取締役）の選解任等及

の決定事項の取締役への委任に係る定款変更を同時

び報酬等について監査等委員会の意見を述べること

に行うことにより、取締役会決議事項を減少させ、

が で き る こ と と さ れ て い る（ 342条 の2第4項、

経営上の重要事項に係る判断・決定の迅速化を図る

361条6項）。株主総会における意見陳述権を通じ

ことができる（取締役会は、経営陣の監督や、特に

て、監査等委員会が指名委員会や報酬委員会に準ず

重要な業務執行の決定により注力することができ

る機能を有することにより、監査等委員（特に監査

る）こととなる。

等委員である社外取締役）が十分な監督機能を発揮
することが期待されているといえる。

なお、監査等委員会設置会社において取締役の過
半数が社外取締役である場合も、同様に、取締役会

また、監査等委員会に特有の、もう一つの権限と

決議により、重要な業務執行の決定の一部を取締役

して、監査等委員ではない取締役が会社との間で利

に委任することを定めることができる（ 399条の

益相反取引を行うに際し、当該取引について監査等

13第5項）
。

テクニカルセンター

会計情報

Vol. 457 / 2014. 9

© 2014. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu LLC

3

【表】 監査役会設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社の比較
監査役会設置会社

監査等委員会設置会社

指名委員会等設置会社

監査を行う機関とその
構成員

監査役会
監査役

監査等委員会
監査等委員（取締役）

監査委員会
監査委員（取締役）

社外者の割合

半数以上（335条3項）

過半数（331条6項）

過半数（400条3項）

常勤者の要否

要（390条3項）

不要

不要

選任方法

株主総会で、取締役とは区
別して選任
（329条1項）

株主総会で、監査等委員で 株 主 総 会 で 取 締 役 を 選 任
ない取締役とは区別して選 （329条1項）、取締役会で
任（329条2項）
監査委員を選定（ 400条
2項）

任期

4年（336条1項）
非 公 開 会 社 は10年 以 内
（同条2項）

2年（ 332条1項 本 文、4
項）

1年（332条6項、1項）

報酬

定款又は株主総会決議によ
り定める。個人別の報酬が
定められていない場合は、
枠の範囲内で監査役の協議
に よ り 定 め る（ 387条1
項、2項）

定款又は株主総会決議によ
り、監査等委員でない取締
役とは区別して定める。個
人別の報酬が定められてい
ないときは、枠の範囲内で
監査等委員である取締役の
協議により定める（ 361
条1項から3項まで）

報酬委員会が決定（ 404
条3項）

議案等に法令違反等が
ある場合の株主総会に
対する報告義務

○（384条）

○（399条の5）

×

株主総会における他の
取締役の選任等・報酬
等に関する意見陳述権

×

○（342条の2第4項、
361
条6項）

×

利益相反取引を承認し
た場合の任務懈怠の推
定規定の適用除外

×（推定される）

○（423条4項）

×（推定される）

4

社外取締役及び社外監査役の要件

（1）独立性の観点からの要件厳格化

に子会社の社外監査役に親会社の役員又は従業員が
就任している事例は少なくないと思われ、そのよう
な会社においては、対応が必要となる。

社外取締役による経営陣の監督の実効性を考えた

とき、改正前会社法の定める社外取締役の要件は、 （2）過去要件の見直し
特に独立性の観点から厳格化すべきではないかとの
他方、改正法では、社外役員の要件のうち、過去
指摘がされていた。改正法の下では、社外取締役の

要件についての見直しも行われた。これは、社外役

社外性の要件として、①親会社の取締役、執行役又

員による監督機能を考えたとき、株式会社の従業員

は使用人でないこと、②兄弟会社の業務執行取締役

等であった者でも、その後一定期間当該会社又はそ

等（業務執行取締役、執行役又は使用人）でないこ

の子会社との関係が存しなければ、監督機能は十分

と、③取締役、執行役又は重要な使用人の配偶者又

果たすことができ、改正前会社法のように、過去に

は二親等以内の親族でないこと、④親会社等（自然

一度でもそのような関係があれば社外性が失われる

人である者に限る）
、その配偶者又は二親等以内の

というのは規律として硬直的であるとの問題意識に

親族でないことが追加されている（2条15号参照）
。

基づくものである。社外取締役について具体的にい

これらの要件については、いわゆる過去要件が付さ

えば、就任前10年間当該株式会社又はその子会社

れていないため、たとえば、親会社の従業員であっ

の業務執行取締役等でなかったことという要件を満

た者が子会社取締役に就任する場合でも、就任の際

たせば、更にそれ以前に当該株式会社又はその子会

に親会社を退職したときは、社外取締役の要件を満

社の業務執行取締役等であったとしても、社外取締

たし得る。

役となり得ることとされている（2条15号イ参照）。

これらの規律に関しては、社外監査役についても、
ほぼ同様の改正がされている（ 2条16号参照）。特

4
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子会社の非業務執行役員であった者にあっては、当

他方、
会計監査人の報酬については、
監査役（会）は、

該非業務執行役員への就任前10年間当該株式会社

従前どおり同意権を有する。結果的に、これらの議

等の業務執行取締役等であったことがないことを要

案に係る監査役会及び監査等委員会の権限は、指名

することとされている（同号ロ参照）。これらと同

委員会等設置会社の監査委員会の権限（404条2項

様の規律が、社外監査役についても設けられている

2号参照）と同様のものに統一されたこととなる。
さらに、改正法の施行に伴う法務省令の改正によ

（2条16号イ・ロ参照）。

り、監査役（会）による当該議案の決定や報酬への

（3）経過措置

同意の理由を、事業報告又は監査報告において開示

社外役員の要件については経過措置が設けられて

することが予定されている。開示の具体的内容につ

おり、改正法の施行の際現に社外役員を置いている

いては、法務省令の規定を見た上で検討する必要が

会社においては、改正法の施行後最初に終了する事

あるが、これらの規律を通じて、会計監査人の選任

業年度に関する定時株主総会の終結の時まではなお

等や報酬決定に関する意思決定の透明性が高まるこ

従前の例による（附則4条）
。たとえば、改正法が

とが期待される。

2015年4月1日から施行されたと仮定して、同日
時点で社外監査役Aがいる株式会社S（ 3月決算）
を想定した場合、2015年6月の定時株主総会終結

7 内部統制システムに係る開示の充実

時をもって当該社外監査役Aが退任し、当該株主総

改正法自体には規定は設けられていないが、改正

会の決議によりBが就任したとき、Bが社外監査役

法の施行に伴う法務省令の改正により、株式会社の

であるための要件については、2016年6月の定時

業務の適正を確保するために必要な体制（いわゆる

株主総会終結時までは、改正前会社法が適用される

内部統制システム）について、監査を支える体制や

（たとえば、BがSの親会社Pの取締役であったとし

監査役による使用人からの情報収集に関する体制に

ても、2016年6月の定時株主総会終結時まではB

係る規定が充実・具体化されることが予定されてい

はSの社外監査役となり得る）
。

る。それに加え、内部統制システムの運用状況の概
要を事業報告における開示内容に新たに加えること

5

責任限定契約の締結範囲の拡大

が予定されている。
法制審議会会社法制部会における議論からすれ

改正法では、改正前会社法の下では責任限定契約

ば、金融商品取引法上の内部統制で求められるよう

を結ぶことができた役員について、社外役員の要件

な評価ではなく、会社が具体的にどのような内部統

厳格化に伴って責任限定契約を結べなくなるという

制システムを置いているのかという、純粋客観的な

のは責任限定契約の制度趣旨に照らし適切ではない

情報が想定されているようである。ただし、事業報

との問題意識を踏まえ、会社が責任限定契約を結ぶ

告における「内部統制システムの運用状況の概要」

ことのできる役員の範囲が見直された。その結果、

として、どのような内容を開示することになるのか

非業務執行取締役（例えば、親会社取締役を社内・

については、今後公表される法務省令の規定内容を

非業務取締役とする場合が典型的である）及び全監

見た上で検討する必要がある。

査役について、責任限定契約の締結をすることがで
以

きることとされた（427条1項）
。

上

特に監査役との責任限定契約について、この改正
の影響を受け得る会社は非常に多いであろう。改正
法が施行された直後の定時株主総会で責任限定契約
を結ぶことができるよう定款変更をすることが考え
られることから、来年の定時株主総会に向け検討を
進めることが大切であると思われる。

6

株主総会に提出する会計監査人の選解任等に関す
る議案の内容は、監査役（監査役会設置会社にあっ
ては、監査役会）が決定することとなる（344条）
。
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