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はじめに

多数実現されており、JPX日経インデックス400の算出

平成26年12月12日 金融庁及び㈱東京証券取引所を

名以上の確保を要請する有価証券上場規程の改訂、日

共同事務局とするコーポレートガバナンス・コードの策定

本版スチュワードシップ・コードの策定・公表、また改正

に関する有識者会議（第8回）が開催され、
「コーポレートガ

会社法案が可決・成立し平成27年5月1日より施行され

バナンス・コードの基本的な考え方（案）コーポレートガバ

る。そして、今回の解説テーマであるコーポレートガバ

ナンス・コード原案～会社の持続的な成長と中長期的な企

ナンス・コードの創設である。

業価値の向上のために～」
（以下、
「コード」という。」がとり

このような一連のガバナンス関連の改正が実施されて

まとめられた。その後、約1か月のパブリックコメントの募

いる背景には、外国人株式保有比率の上昇による海外

集期間を経て、平成27年3月5日の有識者会議（第9回）にお

投資家の影響がある。上場会社（全国４証券取引所）の株

いてコードの内容が確定され、平成27年6月1日から適用

式保有比率は、外国法人等の比率が上昇しており過去最

することとなった。また平成27年2月24日には、東京証券

高の30.8％＊2となっているほか、日本企業も近年多数

取引所が「コーポレートガバナンス・コードの策定に伴う上

のクロスボーダーM&Aを実施しており、海外投資家に

場制度の整備について」を公表し、所要の制度整備に関して

限らず、海外のステークホルダーの関与割合が増加して

パブリックコメントの募集が実施されているほか、平成27

いる。このような状況を踏まえ、日本企業においても海

年3月11日には、
「コーポレート・ガバナンスに関する報告

外に理解しやすいガバナンス構造が求められている。

開始、上場企業に独立役員である取締役を少なくとも1

書」の様式及び記載要領並びに「独立役員の確保に係る実
務上の留意事項」の改訂（案）が公表され、本コードの適用

目的

に向けた開示書類の様式も明らかとなった。本紙面は、有
識者会議で確定したコード原案に基づいた解説であり、5月

「 日 本 再 興 戦 略 」に お いては 、成 長 戦 略 と コ ー ポ

に予定されている東京証券取引所の上場規則化にあたり変

レート・ガバナンスの強化がセットとして発信されて

更される可能性があることに留意されたい。なお、本文中

おり、日本企業の「稼ぐ力」を取り戻す施策としてコー

の意見は筆者の私見である。＊1

ポレート・ガバナンスの強化が掲げられている。つま
りコーポレートガバナンス・コードは、政府の成長戦

背景

略の一環として策定されたものであり、このコードに

平成26年6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂

取り戻すための「攻めのガバナンス」を実現するもの

2014－未来への挑戦－」
（ 以下、
「 日本再興戦略」とい

である。この点、コードの序文７においても、
「 本コード

う。）を受けて、ガバナンス関連の政府の施策が矢継早に

（原案 ）では、会 社におけるリスクの回 避・抑制 や不

よって経営者を縛るものではなく、企業の稼ぐ力を

＊1 本文の内容は、2015（平成27）年3月19日現在の状況にもとづいている
＊2 平成25年度株式分布状況調査結果の概要（株式会社東京証券取引所、株式会社名古屋証券取引所、証券会員法人福岡証券取引所、証券会員法人札幌証券取引所）
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祥事の防止といった側面を過度に強調するのではな

ロー」であるのに対し、今回のコードは一律の規制で

く、むしろ健全な企業家精神の発揮を促し、会社の持

はなく報告書等で考え方を提示する「ソフトロー」で

続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ること

ある。企業統治の在り方について定めた改正会社法

に主眼を置いている」と記載されている。

に加え、コーポレート・ガバナンスの具体的内容はソ
フトローにより個々の企業の自己規律に委ねられる

な お、コ ード は 、会 社 法 や 金 融 商 品 取 引 法 と いっ

流れとなっている。

た 法 律 と は 異 なり 法 的 拘 束 力 を 有 する も ので は な
い。法令が最低限の規律を定めたものである「ハード
図表1

ハードローとソフトロー
（コード創設の背景）
ハードローとソフトロー（コード創設の背景）
ー 制度（ハードロー）対応 ー

ー ソフトロー対応 ー

最低限の規律を定めたもの

一律の規制ではなく、
報告書等で考え方を提示

会社法改正

日本版スチュワードシップ・コード

企業統治の
あり方

●機関投資家が、顧客・受益者と投資先
企業の双方を視野に入れ、責任を果
たすにあたり有用と考えられるもの

●監査等委員会設置会社
●社外役員の要件

親子会社の
規律

●「プリンシプルアプローチ（原則主
義）」そして「コンプライ・オア・エクス
プレイン」

その他

投資家と企業が
目的をもった
対話をするための
「車の両輪」

コーポレートガバナンス・コード
●上場会社の企業統治の基本的な考え
方を諸原則の形で取りまとめたもの

●多重代表訴訟
●特別支配株主の株式等売渡請求

●「プリンシプルアプローチ（原則主
義）」そして「コンプライ・オア・エクス
プレイン」

社の個別の状況を十分に尊重することが求められる。」

プリンシプルベース、コンプライ・
オア・エクスプレイン

と記載されている。

コードの適用対象企業・
適用開始時期

コードの特徴は、ルールベース（規則主義）
ではなく、
プリンシプルベース（原則主義）
であること、そして、
コン
プライ・オア・エクスプレイン（原則を実施するか、実施

コードは、東京証券取引所の公表資料によると、市場

しない場合には、その理由を説明するか）という手法を

第一部、
市場第二部、
マザーズ、
JASDAQの上場会社全社

採用している点にある。企業には「何をしたいのか」とい

（外国会社除く）に適用することとなった。ただし、
コー

う経営理念・経営戦略があり、その戦略を実現するため

ドを実施しない場合の理由の説明義務（エクスプレイ

の姿がガバナンスである。一方でコードは、日本の上場

ン）について、マザーズ・JASDAQの上場会社について

企業のあるべき姿をベストプラクティスとしてまとめ

は、対象をコードの「基本原則」に限定している。
この点、

たものである。よって、当社にとって最適なガバナンスの

本則市場以外の市場に上場する会社（つまりは新興市

姿が、コードと一致すれば「コンプライ」し、一致しなけ

場）に対する適用について、会社の規模や特性等を踏ま

れば自社のガバナンスについてなぜコードの内容と一

えた一定の考慮が必要になる可能性があることから、

致しないのか（自社にとっては、コードの記載内容に沿

新興市場上場会社において説明義務を緩和しているも

うよりも、より良いガバナンスであるのか）を説明する

のである。

ことになる。序文１２においても、
「全ての原則を一律に

またコードは、平成27年6月1日から適用開始され、
「コ

実施しなければならない訳ではないことには十分な留

ンプライ・オア・エクスプレイン」の「エクスプレイン」に

意が必要であり、会社側のみならず、株主等のステーク

ついては、コーポレート・ガバナンス報告書で説明する

ホルダーの側においても、当該手法の趣旨を理解し、会

ことを求めている。この点、通常、
コーポレート・ガバナ
2

ンス報告書は7月中を目途に提出されるが、初年度につ

る時間は依然として限られている。そのため、序文１５に

いては、各社準備ができ次第速やかに提出することと

おいても、
「上場会社が、
まずは上記の適用開始に向けて

し、6月総会の会社は遅くとも年内には全社提出しなけ

真摯な検討や準備作業を行った上で、なお完全な実施

ればならないこととされた。開示書類の提出時期につ

が難しい場合に、今後の取組み予定や実施時期の目途

いて初年度のみ提出期限が延長されたものの、上場企

を明確に説明（エクスプレイン）することにより、対応を

業のマネジメントにかかる体制整備に関する事項が多

行う可能性は排除されるべきではない。」としている。

く含まれるコードに対応するには企業にとって対応す
図表2

コーポレートガバナンス・コードと企業の対応関係

コーポレートガバナンス・コードと企業の対応関係
ー 個別企業の自律的対応 ー

ー ソフトロー ー

戦略
何がしたいのか

ベストプラクティス
大枠を原則として
取りまとめ
（プリンシプルベース）

実現する企業統治の姿
そのために、
どのような
姿であるべきか

コーポレートガバナンス
・コード
日本の上場企業のあるべき
企業統治の具体的姿

Comply or Explain
「原則を実施するか、
実施しない場合はその理由を説明するか」

コードの構成

ガバナンスの全体像と基本原則5つの関係

図表3

ガバナンスの全体像と基本原則5つの関係
第1章 株主の権利・
平等性の確保

コードは、序文、基本原則５つ、各基本原則に対応する
地域社会

形で原則が合計３０、補充原則３８から成り立っている。基

従業員

取引先

第2章 株主以外のステークホルダー
との適切な協働

本原則５つを、企業とステークホルダーとの関係図に当

株主

説明責任

の権利・平等性について第1章、株主だけではない会社を

外部会計監査人

取り巻くステークホルダー（従業員、顧客、取引先、債権

債権者

第5章
株主との対話

第3章 適切な情報開示と
透明性の確保

てはめて整理した図が【図表３】である。上場企業の株主

顧客

株主としての権利行使
（議決権など）
上場会社
取締役会／監査役会
監督・監査

第4章 取締役会等
の責務

業務執行

者、地域社会など）のバランスに配慮した経営を行うこと
を記載した第2章、ステークホルダーに対して会社の状

押さえておきたい13のkeyword

況を報告する情報開示、そしてその情報に透明性を確保
することについて記載した第3章、第4章で上場会社の取
締役会等、会社のインナーガバナンスについて記載し、第

コードの記載内容については、
「●●に努めるべきで

5章で企業と株主とが持続的な成長と中長期的な企業価

ある」といった概念的なものから、
「 2名以上」といった

値の向上に資する対話をすることが記載されており、ガ

具体的な数値基準に落とし込まれたものまで様々であ

バナンスの全体像を網羅する体系となっている。

る。また会社法や金融商品取引法といった法律（ハード
ロー）との関係で求められている事項を、より情報開示
の内容を充実すべく要求している項目もある。そこで、
本紙面においては、特に日本企業において馴染みが薄
いと思われる項目を「13のキーワード」として取り上
げ、原則や補充原則と対応する形で解説することとす
3

③独立社外役員のみの会合【補充原則4-8①】

る。なお、あくまで想定される事項であり、統計的なデー
タに基づく分類ではないので、ご留意いただきたい。
（１）多くの日本企業がこれまで実施していないと想定さ

独立社外取締役は、取締役会における議論に積

れる事項

極的に貢献するとの観点から、例えば、独立社外者

①株主総会議案の反対票の原因分析【補充原則1-1①】

のみを構成員とする会合を定期的に開催するなど、
独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有
を図るべきである。

取締役会は、株主総会において可決には至ったも
のの相当数の反対票が投じられた会社提案議案が

取締役に占める独立社外取締役の割合等も踏まえ、

あったと認めるときは、反対の理由や反対票が多く
なった原因の分析を行い、株主との対話その他の対

取締役会において社内にはない広い判断軸をもつ独立

応の要否について検討を行うべきである。

社外取締役の発言が、取締役会における議論に貢献す
るためには、独立社外役員間のコミュニケーションの

「相当数の反対票」が何％なのかの定義はなく、各上場

充実を図り、認識を共有することが効果的である。なお、

企業が自ら理由とともに定義し、株主との対話その他の

その会合の構成員は独立社外取締役のみとすることや、

対応にいかに活用するかを検討することが求められて

これに独立社外監査役を加えることが考えられる。

いる。臨時報告書において、株主総会議案の賛成・反対票
④任意の委員会（指名・報酬その他）
【補充原則4-10①】

の割合については開示されているが、可決案件について
も相当数の反対票のあった議案については原因分析を
行い、会社の考え方に反対する株主に対して、自らの考

上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会

え方を説明することの要否を検討することになる。

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

②外部会計監査人の評価基準【補充原則3-2①】

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

監査役会は、少なくとも下記の対応を行うべきである。

委員会を設置することなどにより、指名・報酬などの

（ⅰ）外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査

特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外取締

人を適切に評価するための基準の策定

役の適切な関与・助言を得るべきである。

（ⅱ）外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有
しているか否かについての確認

指名委員会等設置会社においては、会社法において
監査役会は、自社の外部会計監査人として相応しい資

指名委員会、報酬委員会の設置が義務付けられており、

質を有している者とはいかなる者なのかの選定基準を

その構成員の過半数は社外取締役とされている。法に

定めるとともに、その役割を適切に果たしているのか

おいて指名委員会、報酬委員会の設置が義務付けられて

を評価するための基準を策定する。そして、実際にその

いない監査役会設置会社や監査等委員会設置会社にお

評価基準に基づいて、外部会計監査人がその役割を適切

いても、指名・報酬などの検討にあたり、任意の諮問委員

に果たしたのか、評価を実施することになる。

会を設置するなどにより、独立社外取締役の関与・助言

また、自社の外部会計監査人にいかなる独立性を

を得ることが求められている。

求めるのか、また業界知識や自社のビジネス展開のグ
⑤取締役会の評価【補充原則4-11③】

ローバル化も踏まえ、自社の監査を実施する上での必
要な専門性とはいかなるものか、を検討するとともに、
その有無を確認することが考えられる。

取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参
考にしつつ、取締役会全体の実効性について分析・
4

評価を行い、その結果の概要を開示すべきである。

株式の持ち合いを上場会社が実施しているような場合、
投資家からは政策保有によって会社にどれほどの効果があ

取締役会がその役割を果たしているのか、また取締役会

るのかが分かりにくい。政策保有株式の場合、短期的にその

の構成員である個々の取締役がそれぞれ期待される役割を

成果が現れるとは限らず、中長期的に保有することによる

果たしているのか、そのパフォーマンス評価を上場会社自身

経済合理性等を検証したうえで、保有のねらい等を説明す

が行い、その結果の概要を開示することが求められている。

ることが求められる。また、持ち合いの状態にあると議決権
行使に際しては利益相反の可能性が推測される（持ち合い

⑥取締役・監査役のトレーニング方針【原則4-14】

相手の会社提案議案について十分に吟味せずに賛成する）
ため、議決権行使が適切に実施されることを確保するため
の基準を策定したうえで開示することが求められている。

新任者をはじめとする取締役・監査役は、上場会社の重
要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責

⑧ESG（環境・社会・統治）
【補充原則2-3①】

務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深め
るとともに、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に
努めるべきである。このため、上場会社は、個々の取締役・

取締役会は、サステナビリティー（持続可能性）を

監査役に適合したトレーニングの機会の提供・斡旋やそ

巡る課題への対応は重要なリスク管理の一部であ

の費用の支援を行うべきであり、取締役会は、こうした対

ると認識し、適確に対処するとともに、近時、
こうし

応が適切にとられているか否かを確認すべきである。

た課題に対する要請・関心が大きく高まりつつある
ことを勘案し、これらの課題に積極的・能動的に取
り組むよう検討すべきである。

各役員が期待される役割・責務を果たすためには、継
続的なトレーニングが必要であり、その機会の提供や費
用の支援を上場会社は行うべきであることが求められ

企業をとりまくステークホルダーには、株主のみなら

ている。なお、
トレーニングの内容は取締役か監査役か

ず、地域社会や従業員等も存在し、企業が継続して事業

により期待される役割が異なり、
また新任役員か既存役

活動を実施していくためには、様々なステークホルダー

員かによって習得している知識の内容も異なるため、
ト

に配慮した経営を実施すべきである。特に近年において

レーニングの内容は異なることが考えられる。

は環境や社会に関する事項が注目され、サステナビリ
ティー報告書や統合レポートにおいて取り組み状況を

（２）多くの日本企業がこれまで実施しているが、

開示する企業も増えている。取締役会において、このよ

開示していないと想定される事項

うな課題に積極的・能動的に取り組むよう検討するこ

⑦政策保有株式【原則1-4】

とが求められている。

⑨最高経営責任者等の後継者計画【補充原則4-1③】

上場会社がいわゆる政策保有株式として上場株
式を保有する場合には、政策保有に関する方針を開
示すべきである。
また、毎年、取締役会で主要な政策

取締役会は、会社の目指すところ（経営理念等）や

保有についてそのリターンとリスクなどを踏まえ

具体的な経営戦略を踏まえ、最高経営責任者等の

た中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、

後継者の計画（プランニング）について適切に監督

これを反映した保有のねらい・合理性について具体

を行うべきである。

的な説明を行うべきである。
上場会社は、政策保有株式に係る議決権の行使

最高経営責任者は自らの後継者について、どのよう

について、適切な対応を確保するための基準を策

な人物像を期待するのか等の考えを有しているものと

定・開示すべきである。

思われるが、
プランニングを策定するとともに、取締役
会で適切に監督することが求められている。
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⑩独立性判断基準【原則4-9】

もコーポレート・ガバナンス報告書において記載項目と
なっているほか、役員報酬に対する考え方は有価証券報

取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基

告書の記載事項となっている。経営陣のインセンティブ

準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性を

の１つとして機能する報酬設定の考え方、及び導入の要

その実質面において担保することに主眼を置いた

否を検討することになる。

独立性判断基準を策定・開示すべきである。
また、取
⑬資本効率目標【原則5-2】

締役会は、取締役会における率直・活発で建設的な
検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役
の候補者として選定するよう努めるべきである。

経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、
収益計画や資本政策の基本的な方針を示すととも
に、収益力・資本効率等に関する目標を提示し、その

独立社外取締役は、会社から独立した立場にあることが、
その発言の基礎となる。よって、会社にとって、その独立性と

実現のために、経営資源の配分等に関し具体的に

はどのような要件を満たしている者なのか、金融商品取引

何を実行するのかについて、株主に分かりやすい言

所の独立役員の定義は抽象的（「主要な」
「多額の」
「最近にお

葉・論理で明確に説明を行うべきである。

いて」などの定義はない）
であり、各上場会社自身が考えて基
中期経営計画の策定・公表にあたって、売上高や営業

準を設けることを期待されているものと考えられる。

利益（率）等の収益力に関する目標だけではなく、ROE
（３）多くの日本企業がこれまで実施しており、
かつ開示し

など資本効率に関する目標を提示するとともに、実現

ていると想定される事項

にむけて、ROEを現場に落としこむための分解、そして

⑪女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保【原則2-4】

株主への説明が求められている。

上場会社は、社内に異なる経験・技能・属性を反

おわりに

映した多様な視点や価値観が存在することは、会社
の持続的な成長を確保する上での強みとなり得る、

適用対象となる上場企業にとっては、項目ごとに優先

との認識に立ち、社内における女性の活躍促進を

順位を決めて部門横断的にコンセンサスを図りつつ検

含む多様性の確保を推進すべきである。

討を進めることが必要である。また、
コードの記載項目
は第4章を中心にマネジメントに係る事項が多数記載

内閣府「女性の活用『見える化』サイト」において上場

されており、このような事項については、経営者や担当

会社に対するアンケートの回答結果が公表されており、

役員がコード適用に向けた方針を決定し、運用に際して

女性の役員・管理職への登用に関する目標を設定してい

自らコミットすることで、社内の関係部署に周知・浸透

る会社もある。その他、外国人などダイバーシティの推

させていく取り組みが求められている。
また、コードは各上場企業のガバナンスに対する考

進に関する考え方を検討することになる。

え方そのものが問われており、企業を取り巻くステーク
⑫インセンティブ報酬の検討【補充原則4-2①】

ホルダーに対してその考え方や取組みを情報開示する
ことで、良好な関係を構築することが期待されている。

経営陣の報酬は、持続的な成長に向けた健全な

そのため、
コードの内容について自社の考え方を理解し

インセンティブの一つとして機能するよう、中長期

ていただくためにも、自社のガバナンスについての考え

的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社

方を改めて整理し、自らの行動に活かせるよう、
コーポ

株報酬との割合を適切に設定すべきである。

レートガバナンス・コードと前向きに向き合うことが当
該コード導入の趣旨であると理解する。

インセンティブ報酬の導入の有無については、現在で
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