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III. 国内調査 

1. 調査の目的 

2015 年 5 月より改正会社法施行、2015 年 6 月よりコーポレートガバナンス・コードが

適用され、2016 年 11 月をもって各社の決算期ごとに開始したコーポレートガバナンス・

コードへの対応状況に関する開示（コーポレートガバナンスに関する報告書）が一巡した。 

東京証券取引所は、東証上場企業のうちコーポレートガバナンス・コードの全 73 原則が

コンプライ・オア・エクスプレインの対象となる市場第一部・市場第二部企業の 2,530 社

(2016 年 12 月 31 日現在)の同コードへの対応状況について開示している。このうち、全 73

原則をコンプライ（実施）している企業は 504 社と全体の 19.9%に及ぶ。さらに、一部原

則をエクスプレイン（説明）している企業でも、90%以上の原則をコンプライ（実施）して

いる企業は 1,639 社と 64.8%に及ぶ。つまり、適用初年度（もしくは 2 年目）において、73

あるコーポレートガバナンス・コードの各原則のうち、全てもしくは 90%以上をコンプラ

イしている企業の割合は、市場第一部・市場第二部合計で 84.7%存在するという結果となっ

た。 

 

出所：東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況（2016 年 12 月末

時点」 
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コーポレートガバナンス・コードは、プリンシプル・アプローチ（原則主義）のため、具

体的にどのような取組みを実施するとコンプライといえるのかは各社の判断に委ねられて

いる。このため、適用当初に大半の原則についてコンプライするというような形式的な対応

が目立つのは、導入が先行した英国やドイツでも観察されたとの研究がある。従って日本企

業のこのような状況は、このような背景をよく知る海外を含む投資家は、コーポレートガバ

ナンス・コードにコンプライしていると言いながら実態は大きな変化がないと見做される

可能性がある。そのため、日本企業に対する投資魅力を高めていくためには、あるべきコー

ポレートガバナンスの構築に向けて継続的に取組んでいくことが極めて重要である。 

 

そこで、本調査においては、表面的なコンプライ・オア・エクスプレインの状況を把握す

るのではなく、具体的にどのような取組みを実施しているかという個別の事例を収集し研

究することを目的としてアンケート調査を実施した。本報告書には副次的な成果物として

統計的処理ができた部分も含め、結果を簡潔に整理して掲載する。 

2. 調査の方法 

日本企業のコーポレートガバナンスに関する取組みの実態を調査すべく、東京証券取引

所市場第一部及び市場第二部の上場企業 2,502 社（2016 年 6 月 30 日時点）を対象に、8 月

25 日～9 月 30 日にかけて、アンケート調査を実施した。 

この調査対象の範囲選定に際しては、2015 年 6 月より適用されているコーポレートガバ

ナンス・コード全 73 原則がコンプライ・オア・エクスプレインの対象となる市場第一部・

市場第二部企業とした。 

この調査対象企業のうち、874 社から有効な回答を頂戴し（有効回答率 34.9％）、回答

より各設問の回答状況を集計している。 

 

 

なお、多くの質問に真摯にご回答いただきました企業の皆さまには心より御礼を申し上

げます。 
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3. 全般的調査結果 

 

Point 

 コーポレートガバナンス・コードの導入により、多くの企業がまずは形式的な対応

から着手しており、実態はこれからの検討事項としている様子がうかがえる 

 一方で、多くの企業がコーポレートガバナンス・コードの導入により、真剣に悩み・

社内で検討し、取り組んでおり、企業側の意識は全般的に従来よりも高まっている 

 

 本調査結果をみると、社外取締役の導入、指名・報酬に社外取締役を関与させる仕組み

（例：任意の諮問委員会の設置）など、会社法やコーポレートガバナンス・コードに対応す

るため、各企業は「形」からまず整備したことがうかがえる。一方で、その「形」がどのよ

うな役割を果たしているのか、また、機能させるためにどこに重点を置いているのか、議論

をする十分な時間的余裕はあるか、という「実態」はどうかという観点からみると、一部の

先進的な取組みをしている企業を除けば、今後の検討課題として議論しているところであ

る様子がうかがえる。 

 

この点、本調査の設問項目の最後に「ご意見・ご要望」と題し、コーポレートガバナンス・

コードへの対応や、制度・ルールに対する感想を自由記述とともに質問しており、企業側の

取組みに対する意識を垣間見ることができる。 

例えば、コーポレートガバナンス・コードに対応するにあたっては、8 割以上の企業が「大

いに悩んだ」「やや悩んだ」と回答している（Q78）。コーポレートガバナンス・コードが創

設されてから 1～2 年の短期間に、実際に各社がいかに取り組むかを検討したことがうかが

える。特に、法律と違い、コーポレートガバナンス・コードはプリンシプルベース（原則主

義）であることから、何をどこまで整備・運用すれば「コンプライ」といえるかは、各企業

が自身で検討・判断すべきことであり、それを評価するのは投資家をはじめとするステーク

ホルダーである。 

 また、コーポレートガバナンス・コードに記載されている 73 の原則は、特定の部署のみ

で対応できる項目ではなく、社内の複数の部門を横断して検討しなければならない項目も

あり、役員を含む経営層が理解したうえでリーダーシップを発揮することが不可欠である。

コーポレートガバナンス改革を実践する中で、うまくいかなかったこと（Q79）が「大いに

ある」「ややある」と回答した企業の理由として「経営層の理解が不十分」と回答している

ことからも、社内のコンセンサスを得ることの大変さが推察される。 

 

 形式だけではなく、実態を伴った改革を実行するには、経営者自身がコーポレートガバナ

ンスに取り組むことの意義、つまりガバナンスに取組みことが本当に企業価値の向上につ
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ながるのか、取締役会が企業価値の向上にどのように貢献・寄与しているのか、といったこ

とについて、腑に落ちないと難しい。上記 Q79 の自由記述欄で「企業規模等にかかわらず

画一的な対応を求めている」「コンプライすることを重視する風潮がある」といったご意見

は、その一例と思われる。 

 

 一方で、コーポレートガバナンス・コードが適用された後の 1 年間において、「取締役会

の権限を見直した」「取締役の意識が変わった」「議論が活発になった」「社外取締役の取締

役会に対する意識が飛躍的に高まった」との意見もあり、全体から見ると少ないものの、実

態を伴った改革の動きが着実に増えているということも本調査結果からうかがえる。 
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4. 項目別調査結果 

本アンケート調査の設問項目は、以下の構成となっている（全 80 問）。 

 業種・規模・株主構成 

 ガバナンスの形態 

 取締役の役割等 

 取締役会の議長 

 取締役会の開催頻度・時間・議論 

 重要な業務執行の決定 

 社長・CEO の後継者の計画等 

 投資家をはじめとするステークホルダーとの関係 

 指名・報酬委員会等の仕組み 

 経営陣幹部の報酬 

 監査役会・監査等委員会・監査委員会 

 内部通報制度 

 取締役会の審議の活性化 

 取締役会の実効性分析・評価 

 その他のコーポレートガバナンスの透明性を高める取組み 

 ご意見・ご要望等 

 

これらの項目のうち、各上場企業自身の方針が問われ、また日本企業がコーポレートガバナ

ンス・コードの適用を踏まえて対応したため実務的な運用に課題があると思われる項目と

して（１）取締役会の役割、（２）社外取締役の活用、（３）経営陣の指名・報酬、（４）相

談役・顧問のあり方の 4 項目を取り上げ、調査結果を分析することとする。取り上げなかっ

た項目も含め、アンケート調査の全設問に対する回答の集計結果については、付録２をご参

照されたい。 

 

なお、本アンケートの設問及び回答の選択肢は、経済産業省の意図に基づき作成したもので

あり、本委託事業の受託者である有限責任監査法人トーマツの見解等を示すものではない。 
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 取締役会の役割 

Point 

 取締役会の構成メンバーは業務執行を兼務している取締役の人数が多く、人的には

「経営の執行と監督」は分離していない傾向がある 

 取締役会は月 1 回の開催を基本としている企業が多く、取締役会の主たる役割とし

て「業務執行の意思決定の場」を重視しているものと推察される 

 取締役会で議論が不足している分野は、「社長・CEO の後継者計画・監督」と「中長

期経営戦略」 

 投資家・株主との対話で理解して欲しいと考える事項は「中長期の経営戦略の現状認

識と今後の対応」だが、取締役会での議論が不足していると考える企業が多い 

 取締役会の議題の見直しに向けて、多くの企業が付議基準や付議項目の見直しを実

施又は検討している 

 取締役会が実効性分析・評価を実施し、役割を果たせているか課題を抽出し共有して

いる企業は多いが、改善計画を立案し実行している企業は少ない 

取締役会の役割に応じて、その構成、運営、評価はそれぞれ異なる。 

構成メンバーからみると、改正会社法やコーポレートガバナンス・コードの適用により

社外取締役を導入・増員する企業は増えているが、依然、執行側中心（業務執行を兼務

している取締役の人数が多い）の会議体となっており、業務執行の意思決定の場として

の役割が中心であると考えている企業が多いことがうかがえる。 

ただ、役割そのものを再検討し、監督機能に配慮した構成を志向している企業もあり、

取締役会の議題の見直しにむけて、取締役への委任範囲等の見直し・議論を行う企業が

多数存在している結果となった。つまり、コーポレートガバナンス・コードが適用され

て 1 年超経過し、日本企業の取締役会を取り巻く状況が、従前と大きく変革しつつある

時期であるということがうかがえる。 

 

 

(ア)問題意識 

 

2015 年 5 月に施行された改正会社法により、企業はその企業統治形態（機関設計）と

して 3種類（監査役設置会社、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社）のいずれ

から選択することとされている。どの機関設計を採用するかにより、法律で定められてい

る取締役会の権限・責任は異なるが、重要なことはいずれを採用する場合でも、取締役会

がどのような役割を果たすべきなのか、各企業が自ら検討し、その役割を果たすための仕

組みを回すことである。 

コーポレートガバナンス・コード 基本原則 4では、上場会社の取締役会が果たすべき
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主要な役割・責務として、次の 3つの事項が示されている。 

（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 

 

また、2016 年 2 月に、スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コ

ードのフォローアップ会議より「会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け

た取締役会のあり方」（以下、「意見書」という）が公表された。意見書は「各企業におけ

る今後の取組みや投資家との対話に資するよう、これまでの上場会社によるコーポレー

トガバナンス・コードへの対応状況を踏まえ、コーポレートガバナンス・コードの諸原則

のうち、取締役会のあり方に関し、「形式」的な対応ではなく、「実効」的なコーポレート

ガバナンスを実現していく上で、現時点で重要と考えられる視点を示すもの」16である。

意見書が公表された背景には、改正会社法やコーポレートガバナンス・コードの適用開始

により、社外取締役の導入・増員が進み、取締役会の監督機能を一層発揮しようとする動

きを踏まえ、企業の取締役会の改革に関する議論が本格化していく状況にあり、議論する

うえで重要と考えられる視点が意見書では示されている。 

このような状況を踏まえると、各企業が取締役会の役割をあらためて検討する環境が

整備されていることが必要となる。そして、各企業の取締役会が実際にどのような役割・

機能を果たしているのか、実態を把握する必要性から質問項目を設計することとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
16 「会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた取締役会のあり方」（スチュ

ワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議 意見

書（２） 2016 年 2 月 18 日） 
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(イ) 問題意識を踏まえ、実態を把握するための質問(趣旨) 

各企業が自律的な取組みを進めるには、取締役会が役割・責務を果たすために、「如何

に取締役会を構成し、運営し、評価していくか」という取締役会の PDCA(Plan-Do-Check-

Action)サイクルが重要となる。コーポレートガバナンス・コードの各原則も、取締役会

の役割・責務という観点から、PDCA の各局面に並び替えると下記の図のように階層化

することができる。 

 

（出所：有限責任監査法人トーマツ作成） 

 

そこで、取締役会の役割を果たすための取組みの実態を把握するために、次の順に従

って、それに関連するアンケート結果の回答の分析を行った。 

① 取締役会の構成(Plan) 

② 取締役会の運営(Do) 

③ 取締役会の実効性分析・評価(Check) 

④ 取締役会の改善活動(Action) 

  



 

93 

 

(ウ) 実態調査結果 

 

① 取締役会の構成(Plan) 

 

取締役会の役割を踏まえた議論を行うために、いかなるメンバー構成としているか、と

いう観点から、以下の項目を検討した。 

 取締役の人数・社外取締役の比率 

 取締役の属性 

 取締役会の構成を決める際に重視している項目 

 

＜取締役の人数・社外取締役の比率＞ 

 

 

取締役の人数(Q8)については、「8 人以上 10 人以下」が最も多く回答企業の 43%、次

いで「5 人以上 7 人以下」が 23%という結果となった。取締役会という会議体で議論をす

るのに最適な人数という観点から、「10 人以下」としている企業が 67％を占めている一

方、「17 人以上」と回答した企業も 3%あった。なお、監査役設置会社の場合は、監査役

も取締役会に出席するため、取締役の人数と監査役の人数を合わせて取締役会の構成を

検討しているものと思われる。 

また、取締役会の構成における社外取締役の割合(Q10)については、社外取締役比率が

3 分の 1 以上（33％以上）であった企業は 36％、さらに 2 分の１以上（50％以上）であ

った企業は 9％と少ない結果となった。コーポレートガバナンス・コードでは、「業種・

規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合的に勘案して、自主的な判断に

より、少なくとも 3 分の１以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会

社は、・・（中略）・・、そのための取組み方針を開示すべきである」（原則 4-8 後段）と
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されているが、自主的な判断により 3 分の 1 以上としている企業は、まだ少数であるこ

とがうかがえる。このような回答結果から、経営の監督と執行の「人」の分離が十分にな

されていないことが示唆される。 
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＜取締役の属性＞ 

 

 

  ＜取締役会の構成を決める際に重視している項目＞ 

  

 

取締役会の構成について属性別に見てみると17(Q10)、社外取締役の属性として「他社

の経営陣幹部経験者」を選任している企業が、回答企業の 76%と最も多い結果となった。 

取締役会の構成を決める際に重視している項目は（Q11）、「事業領域の知識・経験」が

回答企業の 87%と最も多く、次いで「監督機能（社内/社外のバランス）」が 69％と多か

った。社外取締役比率が 3 分の１未満と回答した企業が 64%であった(Q10)ことを踏まえ

                                                   
17 Q10 については、取締役会の構成員として、選択肢に記載した各属性の人数（実数）を

記載いただいているが、集計に際してはその属性の取締役が「１人」以上存在する場合に

は、「1 社」としてカウントしている。 
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ると、大多数の企業の取締役会は業務執行を兼務している取締役を中心とした人員構成

となっているため、事業に関する議論に必要とされる有益な事業領域の知識・経験を重視

していることが推察される。 

 

そこで、社外取締役の人数によって、取締役会の構成を決める際に重視している項目

に差があるのか検証すべく、回答企業の属性別に詳細分析を実施した。 
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＜取締役会の構成を決める際に重視している項目(社外取締役の人数別)＞ 

  

結果としては、社外取締役が 3 人以上と回答した企業は、社外取締役が 1～2 人と回答し

た企業と比べ、「多様性（経歴・国籍・性別など）」や「監督機能（社内/社外のバランス）」

をより重視する傾向がうかがえる。一方、社外取締役が 1～2 人と回答した企業は、「事業

領域の知識・経験」を 91%が重視するとしており、社外取締役人数 3 人以上と回答した企

業の回答結果(80%)と比べるとその割合は高かった。このことから、社外取締役の人数が少

ない企業のほうが、「多様性（経歴・国籍・性別など）」や「監督機能」よりも「事業領域の

知識・経験」を重視している傾向にあることがうかがえる。 
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② 取締役会の運営(Do) 

 

 取締役会で議論すべき内容は、各企業が考える取締役会の役割に応じて異なるが、議論

すべき事項が議論できているのか、その議論に変化があるのか、という観点から、以下の

項目を検討した。 

 開催回数・平均所要時間 

 議論が不足していると考える分野 

 後継者計画の監督 

 中長期経営計画 

 議論の見直しの状況 

 見直しの方向性 

 執行側への権限委任に際し、検討すべき事項 

 

＜取締役会の開催回数・平均所要時間＞ 

 

取締役会の開催回数(Q24)については、「13 回～15 回」が回答企業の 36％と最も多く、

次いで「16 回～18 回」が 25％との結果となった。これは、多くの企業で、月次の取締役

会の開催を基本としつつ、臨時の取締役会を数回開催する、という方針を採用しているた

めと推察される。その背景として、取締役会が業務執行を兼務する取締役が多く、「重要

な業務執行の意思決定の場」と整理する場合には、意思決定のタイミングとしては最低で

も月次単位での開催が必須となることが推察される。 

取締役会 1 回あたりの平均的な所要時間(Q25)については、「1 時間以上 2 時間未満」と

回答した企業が 56％と半数以上を占めた。「1 時間未満」と回答した 15％も含めると、2

時間未満と回答した企業が 71％を占めることになる。 
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＜取締役会の議論内容(不足している議論)＞ 

取締役会で議論が不足していると考える分野(Q26)については、「社長・CEO の後継者

計画・監督」が回答企業の 47％と最も多く、次いで「中長期経営戦略」が 40％となった。 

  

「社長・CEO の後継者計画・監督」については、歴史的に経営トップの人事は、現経

営者の専決事項としている企業も多く、取締役会としての取組みが他の項目に比較して

遅れていることに対する問題意識が顕在化した結果と思われる。また著名な経営者が交

代する企業の事例などから注目されている項目であり、多くの企業が選択したものと思

われる。 

また、「中長期経営戦略」については、コーポレートガバナンス・コードに記載されて

いる取締役会の役割の１つ「企業戦略等の大きな方向性を示すこと」に該当する事項であ

るが、実態としては経営戦略に関する議論が十分にできていなかったと考える企業、ある

いは、経営環境の変化のスピードと複雑化の高まりやサスティナビリティへの配慮等に

より、戦略の重要性が高まっていると考える企業が多かったことが推察される。 

 

では、議論が不足している分野として「社長・CEO の後継者計画・監督」を選択した

企業は、現状、どのように後継者計画の監督をしているだろうか。これを検証するために、

同選択肢を選択した企業と、選択しなかった企業について、後継者計画の監督方法（Q29）

に違いがあるか、分析を実施した。 
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＜社長・CEO の後継者計画の監督方法＞ 

（同分野の議論が取締役会で不足している/いないと考える企業別） 

 

同分野の議論が「不足している」と選択した企業の場合、「取締役会から委任された指名

委員会（法定・任意）などで審議」が 23％と最も多く、次いで「取締役会で監督していな

い」が 22％という結果となった。 

一方、「不足している」を選択しなかった企業の場合、「取締役会から委任された指名委員

会（法定・任意）などで審議」が 26％と最も多く、次いで「取締役会で審議」が 25％とい

う結果となった。 

回答を比較すると、「指名委員会などで審議」という回答が共通して多かった一方で「取

締役会で審議」「取締役会で監督していない」という選択肢には大きな差が生じる結果とな

った。 
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取締役会での議論が不足している分野（Q26）として 2 番目に回答が多かった「中長期経

営戦略」については、投資家との対話で理解して欲しいと考える事項（Q33）では最も多い

回答となった。そこで、中長期経営戦略に関する議論が不足していると選択したか否かによ

って、投資家との対話で理解して欲しいと考える事項に違いがあるのか、比較を試みた。 

 

＜投資家との対話で理解して欲しい事項＞ 

（中長期経営戦略の議論が取締役会で不足している/いないと考える企業別）  

 

分析の結果、回答に大きな差はなく「中長期経営戦略」に関する議論が不足していると

選択しているか否かに関わらず（Q26）、「中長期の経営戦略に関する現状認識と今後の対

応」が投資家との対話で最も理解して欲しい事項であった。 

上場会社の取締役・監査役が、株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーと

の適切な協働を確保しつつ、会社や株主協働の利益のために行動する（コーポレートガバ

ナンス・コード原則 4-5）のであれば、投資家との対話で理解してほしいと考える事項

は、取締役会において社外取締役も交えて十分に議論すべきと考えられる。しかし、本回

答の結果に大きな差がでなかったことを踏まえると、取締役会の議題選定と、株主に対す

る受託者責任という視点が関連づけられていないことが推察される。 
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取締役会がその役割を果たすため、議論すべき事項を実際に議題としてとりあげ議論す

る時間を確保するためには、取締役会の重要な業務執行の範囲や取締役への委任の範囲の

見直しをすることが考えられる。コーポレートガバナンス・コードでも「取締役会は、取

締役会自身として何を判断・決定し、何を経営陣に委ねるのかに関連して、経営陣に対す

る委任の範囲を明確に定め、その概要を開示すべきである」（補充原則 4-1①）とされてお

り、経営陣への委任について検討することを求めている。 

 

＜取締役会の重要な業務執行の範囲や取締役への委任の範囲の見直しの状況＞ 

 

この点、コーポレートガバナンス・コード導入後の 1 年間で、委任の範囲の見直しの状

況(Q27)については、「見直しを実施し現在は議論していない」「見直しを実施し、現在も

引き続き議論をしている」といった見直しをすでに実施している企業が 39％、また見直

しを検討中の企業が、すでに見直しを実施した企業も含めて 50％存在する結果となった。 
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委任範囲の見直しの方向性(Q27-2)については、委任範囲を拡大する方向で検討してい

る企業が 59％という結果となった。逆に、委任範囲を縮小する方向で検討している企業

は最大でも 8%であった。 

 

＜委任範囲の見直しの方向性＞ 

 

 

＜見直しにより執行側に権限を委任する際に、検討すべき事項＞ 

 

 

見直しを検討している企業のその方向性について、「委任範囲の拡大（付議基準の引き

上げ）」を選択した企業が 196 社、次いで「委任範囲の拡大（付議項目の削減）」を選択し
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た企業が 184 社と多く、その一方または両方に回答した企業は 59％を占める結果となっ

た。回答結果からは、取締役会の構成が、執行側を中心としている企業が多かったことも

あり、まずは付議基準を引き上げることにより委任範囲を拡大するという現行の運営（経

営会議で議論した事項のうち重要なものを取締役会に上申する、というボトムアップ型

の議題選定）の延長線上で検討している企業が多いことが推察される。 

また、執行側に権限を委任するにあたっては（Q28）、検討すべきと思われる事項とし

て、執行側に任せても適時適切に報告される仕組みの構築といった「執行側の運営強化」

と回答した企業が 58％、また、取締役会の諮問機関(指名・報酬委員会など)の有効活用に

より、取締役会がより重要な全社的な議題に集中できるよう取締役会の時間を確保する

等による「取締役会の監督機能の強化」と回答した企業が 47％あり、工夫の方向性がい

くつか存在する結果となった。 
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③ 取締役会の実効性分析・評価(Check) 

 

  取締役会がその役割・責務を実際に果たすことができたのかを振り返って検討すること

で、課題を認識し、取締役会運営の改善に役立てることが可能となる。そのため、コーポレ

ートガバナンス・コードでも取締役会の実効性分析・評価(補充原則 4-11③)を求めているが、

東京証券取引所によると、エクスプレイン（説明）している企業が 44.7％と 73 原則のうち

2 番目に多い原則であり、PDCA サイクルを回せていない企業が多いことが推察される。 

 そこで、取締役会の実効性分析・評価を実施した企業について、運営の改善に役立ててい

るのかという観点から、以下の項目を検討した。 

 実効性分析・評価で抽出された課題 

 実効性分析・評価の結果の活用 

 

 

＜取締役会の実効性分析・評価で抽出された課題＞ 

 

取締役会の実効性分析・評価を実施した結果、抽出された課題（改善の余地がある項目）

は（Q68）、全体では「取締役会資料の見直し・充実」が回答企業の 28％と最も多く、次い

で「取締役会の議題の見直し」が 28％であった。議論を意義のあるものとするために、工

夫の方向性として、事務局側で行う方向性と、取締役会で取り上げる議題そのものを見直す

方向性の二つがみられた。 
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＜実効性分析・評価の結果の活用＞ 

 

  取締役会の実効性分析・評価を実施した結果の活用の状況については（Q69）、「課題を取

締役会で共有」していると回答した企業が 54％と最も多かったが、「改善計画を策定し実行」

していると回答した企業は 22%程度にとどまり、また、「評価結果を詳細に開示し、投資家

との対話に活用」と回答した企業は 5%という結果であった。 
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④ 取締役会の改善活動(Action) 

 

取締役会の実効性分析・評価で抽出・共有された課題について、実際に改善活動につなげ

ているのだろうか（Action）。そこで、抽出された課題として 2 番目に多かった「取締役会

の議題の見直し」を選んだ企業について、取締役会の議題の見直しの状況の分析を実施した。 

 

＜取締役会の議題の見直しの状況＞ 

(取締役会の実効性分析・評価で抽出された課題として「取締役会の議題の見直し」を選択

した企業別) 

 

 取締役会の実効性分析・評価の結果、抽出された課題として「取締役会の議題の見直し」

を選択した企業は、「過去 1 年間において見直しを実施した」と回答した企業が計 49％、

「見直しには至っていないが、議論している」が 22％と、7 割以上の企業が、見直しにむけ

て議論を開始しており、アクションにつなげている傾向がうかがえる。 
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 社外取締役のあり方 

Point 

 社外取締役の役割として重視する項目は「経営の監督」と「経営陣の助言」 

 期待役割を果たす資質として「経営経験」や「専門的な知見」を重視した人選が行わ

れている 

 企業側は社外取締役に対して満足しているが、その判断軸は外部からは把握するこ

とは難しい 

社外取締役に期待する役割としては、「経営の監督」と「経営陣への助言」の両面を重視

している企業が多く、その役割を果たす属性として「経営経験」と「専門的な知見」の両面

を重視した人選を行っている企業が多いことが調査結果からうかがえる。 

一方で、社外取締役がその期待役割を果たすためには、企業側が具体的にその役割を果た

すためにどのような判断軸で発言をしてほしいのか、を示すことが重要となる。 

 

 

(ア)問題意識 

 

 改正会社法やコーポレートガバナンス・コードの適用により、社外取締役を導入・増員す

る企業が増えている。東京証券取引所によると、2016 年に、独立社外取締役を２名以上選

任している上場会社（市場第一部）の比率は 79.7％（前年比＋31.3ポイント）、独立社外取

締役を選任する上場会社（市場第一部）の比率は 97.1％（前年比＋10.1ポイント）と 2015

年から 2016年にかけて社外取締役は急激に増加していることがうかがえる。 

 社外取締役にどのような役割・責務が求められているのか、会社法上は取締役の権限・責

務以上に、社外取締役としての役割・責務に関する記載はないが、コーポレートガバナンス・

コードにおいては、主に期待される役割として下記のように示された。 
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コーポレートガバナンス・コード原則 4-7 独立社外取締役の役割・責務 

 

各企業において実際に社外取締役はどのような役割を期待され、またその役割をどのよ

うに果たしているのだろうか。社外取締役を導入・増員した企業のなかには、その役割を十

分に検討せず、十分に活用できていない可能性も想定される。また、社外取締役として就任

した方も、どのような役割を求められており、役割を果たすために求められる活動のあり方

を十分に理解していない可能性も想定される。そこで、社外取締役の活用について実態を把

握するために次の質問について分析を行った。 

  

上場会社は、独立社外取締役には、特に以下の役割・責務を果たすことが期待されるこ

とに留意しつつ、その有効な活用を図るべきである。 

(i) 経営の方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促

し中長期的な企業価値の向上を図る、との観点からの助言を行うこと 

(ii) 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 

(iii) 会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監督すること 

(iv) 経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダ

ーの意見を取締役会に適切に反映させること 
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(イ) 問題意識を踏まえ、実態を把握するための質問(趣旨) 

 

社外取締役の活用の実態を把握するため、以下の項目について実態を調査する。 

① 社外取締役に期待する役割 

② 社外取締役の属性 

③ 社外取締役候補者の紹介者 

④ 社外取締役は役割を発揮しているか 

⑤ 社外取締役の発言に対する要望する 

 

 

 なお、本アンケート調査は、企業側の視点から社外取締役に対する実態についてご回答い

ただいているものである。そのため、社外取締役側の視点での回答ではないことに留意が必

要である。 
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（ウ）実態調査結果 

 

① 社外取締役に期待する役割 

 

社外取締役の役割について（Q13）、「経営の監督」「経営陣への助言」は非常に重視して

いると回答する企業が全般的に多かった。一方、「利益相反の監督」「少数株主の意見の取締

役会への反映」「株主以外のステークホルダーの意見の取締役会への反映」については、重

視している傾向はあるものの、上記 2 項目に比べるとその程度は低い結果となった。 

  

② 社外取締役の属性 

 

 社外取締役を新たに選任する際に求める経験・知見については（Q15）、「他社の経営陣幹

部の経験」が回答企業の 78％と最も多かった。「他社の経営陣幹部の経験」「国際的なビジ
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ネスの経験」「新規事業の創出経験」など経営の経験を重視する傾向とともに、「財務・会計

に関する知見」「法務に関する知見」「公職を担った経験」など、専門的な知見を重視する回

答も相応に多く、経営の経験と専門的な知見の両面を重視していることがうかがえる。 

 

 この点、社外取締役の人数を 1～2 人と回答した企業と、3 人以上と回答した企業との間

では、社外取締役に対する期待役割が異なり、その選任する人選（属性）が異なるのではな

いかとの仮説に基づき、社外取締役の属性の差を分析してみた。 

 

＜社外取締役の属性＞（社外取締役人数別） 

  

社外取締役に期待する役割は、個々の企業によって考え方が異なるため、その役割に応じ

て社外取締役の属性も異なるが、回答結果からは現状の日本企業において他社の経営陣幹

部経験者を社外取締役に選任している企業が、社外取締役の人数にかかわらず最も多い結

果となった。しかし、その割合は社外取締役 3 人以上の企業が 87％に対し、１～2 名の企

業は 69％と差が生じている。この結果について視点を変えると、他社の経営陣幹部経験者

を社外取締役に選任していない企業は、社外取締役の人数が１～2 名の企業は 31％存在す

るが、3 名以上の企業は 13％しか存在しない、という結果となり、社外取締役 3 名以上の

企業の方が、社外取締役の役割を果たす属性として他社の経営陣幹部経験者をより重視し

ている傾向が推察される。  
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③ 社外取締役候補者の紹介者 

 

社外取締役候補者の紹介先（Q18）については、「社長・CEO・副社長」と回答した企

業が 43％と最も多く、次いで「会長・副会長」が 25％と多かった。現行の社内役員のネ

ットワークが、現状では候補者探しの中心ルートとなっていることがうかがえる。一方で、

「社外取締役」との回答も 19％もあり、社外取締役が次の社外取締役候補者を紹介する

ことで、業務執行役員からの実質的な独立性を重視している企業も存在していることが

うかがえる。 

 

④ 社外取締役は役割を発揮しているか 

 

 社外取締役が企業の期待する役割を実際に果たせているのか（Q14）については、「十分

に果たしている」と回答した企業が 54％と最も多かった一方で、「十分に果たしている」と

回答しなかった企業も 5 割弱（46％）存在し、その満足度には差はある結果となった。 
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一方、株主等のステークホルダーの視点からすると、社外取締役がどのような働きをした

から期待役割を果たしていると評価したのか、つまり企業の社外取締役に対する満足度を

図る判断軸が何なのか重要となる。そのため、ステーくホルダーの信頼を高めるには、社外

取締役の貢献度を図る判断軸と、実際のその成果を積極的に情報開示することが期待され

る。 

 

⑤ 社外取締役の発言に対する要望 

 

社外取締役の発言についての要望については（Q16）、「客観的・独立的な立場からの発言」、

「経験や知見に基づいた発言」、「中長期的な企業価値を向上させることを意識した発言」の

３つが回答した企業の半数以上が求めているとの結果となった。 

社外取締役の就任を依頼する際に、例えば「このような観点からの発言を期待している」

といった社外取締役の発言として期待する判断軸を示すことで、企業側の期待と、社外取締

役側の行動との間のギャップを埋めることが考えられる。 

 

  

なお、社外取締役の役割の満足度（Q14）について、「十分に果たしている」と「概ね果

たしている」を選択した企業を、それぞれ母集団として社外取締役に要望する発言（Q16）

の結果を分析することで、「十分に」と「概ね」の差の検証を実施した。 

 

 

 

 

 

＜社外取締役に要望する発言＞(社外取締役の役割満足度別) 
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「中長期的な企業価値を向上させることを意識した発言をして欲しい」については、社外

取締役の期待役割について「十分」が 52％、「概ね」が 54％と大差ない。 

一方、「発言を増やしてほしい」「期待している役割に即して発言をしてほしい」「経験や

知見に基づく発言をしてほしい」「客観的・独立的な立場から発言をしてほしい」との回答

については、「概ね」果たしていると回答した企業が、「十分」果たしていると回答した企業

に対してそれぞれ 6～9%、回答割合が上回る結果となった。 

回答結果から、企業側の社外取締役に対する満足度を図る判断軸の例として、社外取締役

自身の経験や知見を意識した発言をしているか（例えば、M&A の議題のときに、他社で

M&A の経験がある社外取締役に発言をしてほしい）、客観的・独立的な立場から発言して

いるか（例えば、論理的な裏付けのある発言をしてほしい、もしくは出身企業の利害にとら

われずステークホルダーの利害のバランスを意識した発言をしてほしい）といった項目が

考えられる。 
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 経営陣の指名・報酬のあり方 

Point 

＜指名＞ 

 指名委員会等設置会社以外でも 3 割超の企業で任意の指名委員会を設置している 

 指名委員会（法定・任意）の委員の属性は、現経営者（社長・CEO）と社外取締役

（他社の経営経験者）といった経営経験者が中心である 

 指名委員会（法定・任意）の役割は、指名候補者の適格性の議論を殆どの企業で実施

しているが、選定基準等、指名に関する方針策定を役割として担っている企業は 4 割

程度 

 次期社長・CEO の候補者絞り込み方法は、指名委員会の有無にかかわらず現経営者

が単一の候補者を選出して議論している企業が最も多く、信任投票になっている 

 

＜報酬＞ 

 指名委員会等設置会社以外でも 4 割の企業が任意の報酬委員会を設置している（指

名よりも報酬委員会のほうが設置している企業数が多い） 

 報酬委員会（法定・任意）の委員の属性は、指名委員会と同様、現経営者と他社の経

営経験のある社外取締役が中心である 

 報酬委員会の役割は、6～7 割の企業が報酬方針を検討したうえで、具体的な報酬設

計や支払額について議論している 

 経営陣幹部の報酬を議論するときに、「適切なインセンティブの付与」を重視・留意

している企業は 5 割未満にとどまる 

 回答企業の約 8 割が業績連動報酬を導入しており、そのうちの大半の企業が短期的

な収益性指標を採用しており、中長期の指標を採用している企業は 1 割程度と少な

く、中長期の経営戦略と経営陣のインセンティブ指標がミスマッチの状態にある 

 

(ア)問題意識 

 

経営陣の指名や報酬の決定においては、取締役会メンバーの大半が社内取締役、つまり、

経営トップである社長の指揮下にあることを考慮すると、社長が決めたことについて、社

内取締役が意見を具申することは期待し難く、従来は事実上社長の専決事項であったと

も考えられる。経営者の頭の中だけで考えられてきたことは、その理由が説明されない限

り、時として外部のステークホルダーの視点からは、不透明であり客観性に欠ける、との

評価を受けがちである。そのため、企業価値を高めるとは限らない要素が経営陣の指名や

報酬の決定の場面で影響しているのではないか、という疑念を抱かせる可能性も否定で

きない。 
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そこで経営陣の指名や報酬などの特に重要な事項に関する検討にあたり、コーポレー

トガバナンス・コードでは、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るべきとし、その方

法の例示として、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の設置をあげ

ている（補充原則 4-10①）。 

 

そこで、経営陣の指名や報酬の検討にあたり、各企業がどの程度、委員会等の仕組みを

導入し、透明性を確保するためにどのような役割を担い、何を重視・留意しているのか、

といった実態を把握する質問項目について分析を行った。 

 

(イ) 問題意識を踏まえ、実態を把握するための質問(趣旨) 

  

＜指名＞ 

① 指名委員会（法定・任意）の設置状況 

② 指名委員会の構成メンバー 

③ 指名委員会の役割 

④ 問題のある社長・CEO の解任に関する運用上の工夫 

⑤ 次期社長・CEO の選定プロセス 

 

＜報酬＞ 

① 報酬委員会（法定・任意）の設置状況 

② 報酬委員会の構成メンバー 

③ 報酬委員会の役割 

④ 経営陣幹部の報酬を議論する際に留意する事項 

⑤ 業績連動報酬の指標 
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(ウ) 実態調査結果 

 

＜指名＞ 

① 指名委員会（法定・任意）の設置状況 

 

  

指名委員会（任意の指名委員会等も含む）の設置状況については（Q35）、回答企業の

36％が法定あるいは任意の指名委員会を設置しているとの結果であった。コーポレート

ガバナンス・コードでは、任意の諮問委員会の設置は独立性・客観性を強化する手法の例

示として紹介されているが、アンケート結果をみると、指名委員会等設置会社でなくても

3 割超の企業が任意の委員会を設置する方法を採用し、指名プロセスの公正性・客観性を

高めようとしていることがうかがえる。 
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② 指名委員会（法定・任意）の構成 

 

指名委員会が指名プロセスにおける公正性・客観性を強化するためには、委員会の構成

メンバーが経営陣から独立した社外取締役を主要な構成員とすることが考えられ、指名

委員会等設置会社の場合は、委員会の委員の過半数が社外取締役であることが法律上求

められている（会社法 400 条 3 項）。 

指名委員を属性別でみると、「社内取締役（社長・CEO・副社長）」が回答企業の 83%、

次いで「社外取締役（他社の経営陣幹部経験者）」が 75%と多い結果となった。指名の議

論に際しては、専門的な知見よりも、自社・他社の経営経験を重視されている傾向がうか

がえる。 

 

③ 指名委員会（法定・任意）の役割 
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指名委員会（法定・任意）の役割としては（Q36）、「指名候補者の適格性の議論・選定」

が回答企業として最も多い結果となった。この点、機関設計別に企業の回答をみると結果

に差がでており、「指名候補者の選定基準の策定」「独立役員の独立性基準の策定」「指名

候補者の選定プロセスの策定」といった、候補者の適格性を議論する前提としての方針

（基本的な考え方）については、指名委員会（法定）の場合は、役割であると回答してい

る企業が 7～9 割であるのに対し、指名委員会（任意）の場合は、役割であると回答して

いる企業は、2～4 割と概ね半減している。 

また、社長・CEO の社内登用の多い日本企業の場合は、候補者となる人材の育成が候

補者選定の前提となるが、「次世代の社長・CEO の育成状況の確認」を指名委員会の役割

として回答した企業は機関設計にかかわらず 40％程度にとどまる結果となった。 

 

 指名委員会で候補者の適格性の議論だけでなく、選定プロセスなど指名の方針につい

ても議論するためには、指名委員会の開催回数が多くなることが想定される。そこで、指

名委員会の開催回数に応じて、企業の指名委員会の役割に違いがあるのか分析した。 

 

＜指名委員会の役割＞(指名委員会の開催回数別)  

 

分析にあたり、「指名委員会を年に 1 回開催した企業」と「年 5 回以上開催した企業」

を比較したところ、年 5 回以上開催した企業の方が「指名候補者の適格性の議論選定」以

外の選択肢についても相対的に多く(2 倍強から 3 倍)選択している。ただし、「年に 1 回

開催した企業」においても、相対的に少数ではあるが方針（選定基準、選定プロセス等）
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を役割としていると回答している企業もある。これは、指名プロセスの整備の程度や調査

対象年度の選任プロセスの有無等の影響もあるからであると推察される。 

 

 

 

④ 社長・CEO に問題があると認められる場合に解任する運用上の工夫 
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会社の業績等の評価を行った結果、社長・CEO に問題があると認められる場合に、実

際に社長・CEO を解任しやすくする運用上の工夫の有無について（Q32）は、運用上の

工夫があると回答した企業が 6%存在した。その内容について、「指名委員会（任意の委員

会を含む）」の活用と記載した企業が一定数あった。 

そこで、運用上の工夫があると回答した企業とないと回答した企業で、指名委員会の役

割に違いがあるのか、分析を実施した。 

 

＜指名委員会の役割＞(社長・CEO 解任に関する運用上の工夫の有無別) 

 

分析の結果、運営上の工夫があると回答した企業は、指名委員会の役割として「指名候

補者の適格性の議論」以外にも、「選定基準の策定」「選定プロセスの策定」「次世代の社

長・CEO の育成状況の確認」等、工夫がない会社と比較して、幅広く議論していること

がうかがえる。 
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⑤次期社長・CEO の選定プロセスに関する候補者選出の方法 

 

 

次期社長・CEO の選定プロセスに関し、候補者の選出から絞り込む手法として、多く

の日本企業が、「現社長・CEO」が候補者を選定していることが想定される。そこで、候

補者が「単一」か「複数」か、また審議・決定する会議体について回答の選択肢から分析

を行った。 

結果としては、現社長・CEO が単一の候補者を選定している企業が 37%と最も多く、

現社長・CEO が選んだ候補者に対する信任投票になっていることが多いことうかがえる。

また、複数の候補者を選定している企業は 12%にとどまった。社外取締役が中心の委員

会において、候補者から絞り込みをするのであれば、複数の候補者が選出されたほうが、

次期社長・CEO に求められる資質等を検討するうえで、判断軸が明確になるものと思わ

れる。「特に決まっていない」と回答した企業も 29%と多い結果であった。 

 

 

ここで、指名委員会の構成として、社外取締役が過半数を占める状態であったとしても、

議長が社内（社長・会長）か社外（社外取締役など）かによって、候補者の絞り込みへの

影響を分析した。 
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＜次期社長・CEO の選定プロセス＞(指名委員会議長の属性別) 

 

 

 分析の結果、指名委員会の議長が社外者の方が複数候補から選択する割合が高く、また、

候補者から絞り込む方法が「わからない」という回答が、議長が社内（社長・CEO や会

長である場合）に比べて少ないという結果になった。 

この結果から、指名委員会の構成にかかわらず、議長が社外者である方が指名プロセス

の客観性・透明性が強化されることがうかがえる。ただし、いずれの場合でも、「特に決

まっていない」の割合は 20%強とその差は小さい結果であった。指名プロセスについて

は、改善の余地は少なくないと考えられる。 
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＜報酬＞ 

① 報酬委員会（法定・任意）の設置状況 

 

 

報酬委員会（任意の報酬委員会等も含む）の設置状況については（Q45）、回答企業の

40％が法定あるいは任意の報酬委員会を設置しているとの結果であった。コーポレート

ガバナンス・コードでは、任意の諮問委員会の設置は独立性・客観性を強化する手法の例

示として紹介されているが、アンケート結果をみると、指名委員会等設置会社でなくても

4 割の企業が任意の報酬委員会を設置する方法を採用し、報酬プロセスの公正性・客観性

を高めようとしていることがうかがえる。 
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② 報酬委員会の構成メンバー（属性） 

 

報酬委員会についても、指名と同様、公正性・客観性を強化するためには、委員会の構

成メンバーが経営陣から独立した社外取締役を主要な構成員とすることが考えられ、指

名委員会等設置会社の場合は、委員会の委員の過半数が社外取締役であることが法律上

求められている（会社法 400 条 3 項）。 

報酬委員を属性別でみると、「社内取締役（社長・CEO・副社長）」が回答企業の 77%、

次いで「社外取締役（他社の経営陣幹部経験者）」が 74%と多い結果となった。指名と同

様、報酬の議論に際しても、専門的な知見よりも、自社・他社の経営経験を重視されてい

る傾向がうかがえる。 
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③ 報酬委員会の役割 

 

報酬委員会がどのような役割を担っているのか、具体的には①報酬決定プロセスの妥

当性、②報酬方針の妥当性といった経営陣に対する報酬設計をする前提となる基本的な

考え方を検討したうえで、③報酬方針に従った報酬設計の妥当性、④報酬設計に基づいた

報酬支払額の妥当性、といった順序で検討されることが想定される。 

アンケート結果によると、「④報酬設計に基づいた報酬支払額の議論」が回答企業の

77%と最も多く、次いで、「報酬方針に基づいた報酬設計の議論」が 68%、「報酬方針の策

定・確認」が 66%と、報酬委員会を設置している企業の 6 割以上は、前提となる基本的

な考え方と、具体的な報酬設計・支払額の双方を議論している状況がうかがえる。このこ

とから、指名委員会の役割に比べると、報酬委員会の役割は企業によってばらつきが少な

いことがうかがえる。 

 

なお、報酬委員会の役割に応じた議論をどの程度実施しているのか、報酬委員会の開催

回数に応じて、企業の報酬委員会の役割に違いがあるのかを分析した。 
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＜報酬委員会の役割＞(報酬委員会の開催回数別) 

 

 

分析の結果、「報酬設計に基づいた報酬支払額の議論」については年 1 回開催の企業も

年 5 回以上開催の企業も大きな差が見られない。しかし、それ以外の選択肢については

年 5 回以上開催する企業は 7～9 割の企業が役割として認識しているのに対し、年 1 回開

催の企業は 4～6 割（概ね年 5 回以上開催する企業の 6 割程度）の企業しか回答していな

いことがうかがえる。 
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④ 経営陣幹部の報酬の議論をする際に重視・留意する事項 

 

取締役会または報酬委員会（法定・任意）が、経営陣幹部の報酬の議論をする際に重視

または留意する事項としては（Q57）、「企業の業績」が回答企業の 82%と最も多かった。

次いで多かったのが「適切なインセンティブの付与」であるが、回答企業の 46%と半分

以下になっている。 

コーポレートガバナンス・コードでは、「経営陣の報酬については、中長期的な業績や

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」（原則 4-2）と記載されており、経営陣から健全な企業家精神に基づ

く良質な経営判断を導くことができるよう、やる気を引き出す報酬設計を行うことを求

めている。しかし、上記のアンケート結果からは、報酬委員会の重視している事項として、

インセンティブ付けという視点を有している企業は半数未満であり、取締役会の役割の

１つである「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」という

趣旨が十分浸透していないことがうかがえる。 

業績連動報酬の設計の自由度を増すため、譲渡制限付き株式（リストリクテッド・スト

ック）や、業績連動報酬を導入しやすくする税制改正など制度面の環境整備が実施されて

いるところではあるが、報酬委員会の委員の意識が「経営陣による報酬のお手盛り防止」

という視点のみでは、経営陣から健全な企業家精神に基づく良質な経営判断を引き出す

ことは難しく改善の余地を残しているといえる。 
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なお、指名と同様、報酬委員会についても議長の属性（社内・社外）によって、経営陣

幹部の報酬の議論をする際に重視・留意する事項の関連性について、分析した。 

 

＜経営陣幹部の報酬の議論をする際に重視・留意する事項＞(報酬委員会議長の属性別) 

 

 

分析の結果、「わからない」を除くすべての選択肢について、議長が「社外・外部有識

者」であると回答した企業のほうが、重視・留意している回答割合が高いことがうかがえ

る。一方、議長が「社長」や「会長」と回答した企業については、特に「適切なインセン

ティブの付与」「同業他社の報酬水準との比較」の項目で議長が社外・外部有識者の場合

と比較すると低くなっている。 

これは、具体的な個人ごとの報酬設計は、社長や会長といった執行側が通常、その設計

案を策定したうえで、委員会や取締役会に上申していることから、議長が社内の場合は、

自身が策定しているので、問題意識が薄くなりがちであることが想定される。 
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⑤ 経営陣幹部の業績連動報酬の決定のための指標 

 

経営陣幹部の業績連動報酬の決定のための指標としては（Q55）、「短期の収益性指標」

と回答した企業が 61%と最も多かった。持続的な成長及び、中長期的な企業価値の向上

を目指し、中長期の経営戦略を議論すべきと考えている一方で、中期の経営指標を採用し

ている企業は少ない結果となった。実際の経営陣幹部の報酬については短期的な収益性

指標を採用している企業が 6 割となっており、経営陣幹部のインセンティブという意味

で、目先の（短期的な）損益を改善させるような経営判断を行うインセンティブ設計にな

っている可能性が想定される。 

 

そこで、報酬を議論する際に重視・留意する事項として「適切なインセンティブの付与」

を選択した企業と、選択しない企業とで、実際の業績連動報酬に関してどのような報酬設

計をしているのか、分析を実施した。なお、上記の質問では短期インセンティブや中期イ

ンセンティブを細分化しているが、分析に際してはこれらを「中期インセンティブ」「短

期インセンティブ」にグループ化している。 
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＜業績連動報酬決定のための指標＞(「適切なインセンティブの付与」選択の有無別) 

 

 

分析の結果、「適切なインセンティブの付与」を重視・留意していると回答した企業の方

が、業績連動報酬を導入している割合が高いことがうかがえるが、連動する指標としては、

短期インセンティブが 75%となっている反面、中期インセンティブは 20%に過ぎない。 

すなわち、「適切なインセンティブの付与」を意識している企業であっても、中期インセ

ンティブの指標を採用した業績連動報酬を設計することは難しく、経営陣の中長期的な企

業価値の向上につながるようなインセンティブには現状まだなっていない、という状況が

うかがえる。 
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 顧問・相談役 

Point 

 約 8 割の企業に「相談役・顧問」制度が存在し、「相談役・顧問」が現存する企業は

6 割あり、自社の役員又は役員経験者を「相談役・顧問」として企業と一定の関係を

保持し続けている 

 相談役・顧問の役割は各社各様だが、多いのは「役員経験者の立場からの現経営陣へ

の指示・指導」「財界活動や社会貢献活動」 

 現経営陣への不当な影響力の行使による弊害があるという疑念に対しては、説明責

任を果たすことが期待される 

 

調査により、多くの企業が相談役・顧問の制度を採用していることが判明した。相談役・

顧問の役割は、各社様々であり会社の歴史や狙い等によって異なるが、最も多い回答が「役

員経験者の立場からの現経営陣への指示・指導」であることを踏まえると、現経営陣への不

当な影響力を行使しているというネガティブな側面があるのではないかという疑念を外部

に抱かせる状況は存在している。そのため、各企業が、役員経験者に自社の顧問・相談役と

してどのような役割と責任を担ってもらいたいのかを検討し、具体的な期待役割について

説明することが、疑念を打ち消すためには必要と考えられる。 

すなわち、企業価値の向上に寄与しているからこそ顧問・相談役を設けているはずであり、

自主的に情報発信することがステークホルダーへの説明責任を果たすことになるからであ

る。 

 

(ア)問題意識 

 

 日本企業においては、退任した社長・CEOを含む経営陣幹部が、相談役・顧問等の名称

で会社と一定の関係を保持し続ける制度や慣行が存在する会社がある。しかし、相談役・

顧問は、取締役や執行役のように会社法上、権限や責任が定められた機関ではなく、その

役割や権限等は各社各様である。相談役・顧問の役割については、一律に良い・悪いとい

うものではないが、各社各様であるがゆえに、企業価値の向上にどのように寄与している

のか開示されていないため、外部からはその働きぶりや企業価値向上への貢献の状況を

認識できないという点で不透明さがあることは否定できない。また、相談役・顧問の実態

は、外部のみならず社内においても広く把握されていないケースもある。 

そこで、日本企業における相談役・顧問の実態を把握するための設問を設定したもので

ある。 
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(イ)問題意識を踏まえ、実態を把握するための質問(趣旨) 

 

自社の役員又は役員経験者で、現在「相談役・顧問」の制度が存在する企業は、回答企

業の 78%であり、「相談役・顧問」が現存すると回答した企業は 62%であった。多くの企業

が役員又は役員経験者を「相談役・顧問」として会社と一定の関係を保持し続ける慣行を

有していることがうかがえる。 

 

 

相談役・顧問が存在する企業における相談役・顧問の役割は、「役員経験者の立場から
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の現経営陣への指示・指導」（36%）、「業界団体や財界での活動など、事業に関連する活動

の実施」（35%）、「顧客との取引関係の維持・拡大」（27%）が上位の回答となったが、50%

以上の回答となった役割はないことから、相談役・顧問の役割が各社によって異なること

を表していると考えられる。 

最も回答が多かった「役員経験者の立場からの現経営陣への指示・指導」という役割に

ついては、現経営陣が経営判断を行ううえで、会社の事情をよく知る前経営者の意見を参

考としてうかがうような場合が想定されるが、時として相談役・顧問が現経営陣に対して

指示し、実質的に影響力を及ぼしているような場合も外部からは想定され得る。 

 一方、「業界団体や財界での活動など、事業に関連する活動の実施」「社会活動や審議会

委員など、公益的な活動の実施」といった財界活動・社会貢献活動は、ステークホルダー

との関係を重視した活動を役員経験者である相談役・顧問が担い、企業価値の向上に寄与

していると捉えることができるのかもしれないが、その実態は外部からは必ずしも明確

ではない。 

なお、「把握していない」という回答も一定数あり、社内のごく一部の者にしか相談役・

顧問がどのような役割を果たしているのか把握できていないという企業もあることが判

明した。 

 

＜顧問・相談役が果たしている役割＞ 

 

  


