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コーポレートガバナンス・コードへの実務対応（１）
現状調査の実施
有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 山内達夫
公認会計士 下川祐貴子
1.

はじめに

平成２７年５月１３日に東京証券取引所は「コ
ーポレートガバナンス・コードの策定に伴う有
価証券上場規程等の一部改正について」を
公表し、有価証券上場規程の別添として「コ
ーポレートガバナンス・コード（以下、「本コー
ド」という。）」を確定するとともに、関連する上
場制度の整備が行われ、平成２７年６月１日
より適用されることとなった。1
本稿では、本コードの内容そのものについて
の解説ではなく、「実務をいかに推進していく
のか」というプロジェクトの進め方について複
数回にわたってご紹介する。なおプロジェクト
の進め方は様々な方法があり、各社の事情
に応じて検討することになるが、本稿が本コ
ードの適用対象となる上場会社の担当者が
プロジェクトを効果的に推進していくうえでの
参考となれば幸いである。本稿において意見
にわたる部分は、いずれも筆者の私見であり、
筆者の所属する法人の見解ではないことを
あらかじめお断りする。
2.

コード導入の背景

プロジェクトを推進するうえで、なぜ本コード
が導入されたのか、という背景を理解するこ
と、特に社長に理解してもらうことは社内の推
進力を高めるために非常に重要であるため、
冒頭に触れておくこととする。
平成２６年６月に閣議決定された「日本再興
戦略」を受けて、ガバナンス関連の政府の施

策が矢継早に多数実現されており、JPX 日経
インデックス 400 の算定開始、上場企業に独
立役員である取締役を少なくとも 1 名以上確
保すべく要請する有価証券上場規程の改訂、
日本版スチュワードシップ・コードの策定・公
表、また改正会社法が平成２７年５月１日より
施行されている。そして、今回のテーマである
コーポレートガバナンス・コードが平成２７年６
月１日より適用された。
このような一連のガバナンス関連の改正が実
施されている背景には、外国人株式保有比
率の上昇による海外投資家の影響がある。
上場会社（全国４証券取引所）の株式保有比
率は、外国法人等の比率が上昇しており過
去最高の 30.8％2 となっているほか、日本企
業も近年多数のクロスボーダーM&A を実施し
ており、海外投資家に限らず、海外のステー
クホルダーの関与割合が増加している。この
ような状況を踏まえ、日本企業においても海
外に理解しやすいガバナンス構造が求めら
れている。
これまでの日本のコーポレートガバナンスに
かかる法制度の歴史を鑑みると、金融機関
の破たんや、有価証券虚偽記載などの不祥
事事件に対応して制度が創設されていること
から、不祥事を防止する仕組みという感覚を
抱かれる人も多いであろう。しかし本コードで
いう「コーポレートガバナンス」は不祥事防止
のためのものではなく、政府の成長戦略とセ
ットでコーポレートガバナンスの強化が掲げら
れており、これを経営者が理解することは、
複数の部署に横断的に関わる本コードへの
取組みを推進するうえで重要である。
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3.

自律的な対応とは

業価値の向上のために、各社がいかなる取
組みをするのかを自身で考え、説明すること

本コード（原案）の序文には、「本コード（原案）
は、実効的なコーポレートガバナンスの実現
に資する主要な原則を取りまとめたものであ
り、これらが適切に実践されることは、それぞ
れの会社において持続的な成長と中長期的
な企業価値の向上のための自律的な対応が
図られることを通じて、会社、投資家、ひいて
は経済全体の発展にも寄与することとなるも
のと考えられる。」と記載されている。また、序
文８でも「本コード（原案）は、会社が、各原則
の趣旨・精神を踏まえ、自らのガバナンス上
の課題の有無を検討し、自律的に対応するこ
とを求めるものである」と記載されており、や
はり「自律的な対応」を適用対象となる上場
会社に求めている。
では、「自律的な対応」が意味するところは何
なのか？それは、企業が「何をしたいのか」と
いう企業理念や中長期の経営戦略があり、
その戦略を実現するための仕組みを構築す
ることである。本コードに対応するにあたって

である。
だからこそ、本コードは「プリンシプルベース・
アプローチ（原則主義）」、「コンプライ・オア・
エクスプレイン（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）」という手
法が採用されている。つまり、自社にとって最
適であると考えるガバナンスの仕組みが、本
コードと一致すれば「コンプライ」し、一致しな
ければ自社のガバナンスについてなぜコード
の内容と一致しないのか（自社にとっては、
本コードの記載内容どおり実 施するよりも、

より良 いガバナンスであるのか）を説明する
ことになる（【図表１】参照）。
よって、各社がこれから本コードに対応してい
くにあたっては、不祥事防止やコンプライアン
スのような「他者に律せられるから○○しなけ
ればならない」という発想ではなく、「自ら律す
るために、○○と考え△△のように取組む」と
いった発想の転換が必要であろう。

重要なことは、持続的な成長と中長期的な企

【図表１】

（出所：筆者作成）
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4.

企業の意識調査アンケート

(2) コードの担当部署

有限責任監査法人トーマツでは、平成２７年

本コードは、取締役会の役割・責務、インセン

１月より本コードの解説セミナー、及び本コー

ティブ報酬、最高経営責任者等の後継者の

ドに対応する上での実務推進セミナーの２種

計画（プランニング）などマネジメントに直接

3

類のセミナー を全国で開催した。２つのセミ

関わる項目のほか、株主との対話、外部会

ナーで延べ約２,０００名の方々にご参加いた

計監査人、株主総会対応、いわゆる政策保

だき、本コードに対する企業の注目の高さが

有株式など、非常に広範囲に亘って記載され

伺える。

ており、企業が対応するに際してはプロジェク

また、セミナーにご参加いただいた方に、本コ

トを取りまとめる責任担当部署を設けたうえ

ードへの現状の対応状況や、主要項目につ

で、項目ごとに関連する複数の部署と協働し

いてコンプライ・オア・エクスプレインの方針、

て対応していくことが想定される。

適用初年度の開示時期等についてアンケー

この点、コーポレートガバナンス・コードの策

トを実施し、集計分析結果を「コーポレートガ

定に関する有識者会議の事務局である金融

バナンス・コードの企業意識調査レポート（以

庁総務企画局企業開示課の油布課長による

下、「企業意識調査レポート」という。）」と題し

週刊「経営財務」No3212（平成 27 年 5 月 18

て、他社動向を把握する際のベンチマークと

日号）の解説記事によると「本コード（原案）を

して参考にしていただく思いで、弊社外部ウェ

踏まえた各会社の対応に当たっては、本有

ブサイトに公表している。4

識者会議における議論にもあったとおり、経

本稿においては、上記「企業意識調査レポー

営レベル・経営企画レベルの課題として受け

ト」の結果も踏まえ、日本の上場企業全体の

止めた上で、経営陣を中心とした全社横断的

取組み状況についても紹介することとする。

な検討を実施することが期待されるところで
ある。」と記載されている。

(1) アンケートの概要

では、実態として、各企業は本コードの担当
部署をどの部署としているのだろうか。この

第２弾セミナーにご参加いただきアンケートに

点、アンケートの回答者のうち「コーポレート

ご回答いただいた６６３名、及び個別に企業

ガバナンス・コードの対応チームの責任者（あ

からアンケート結果を入手した３２名の合計

るいはチームの一員）ですか。」との設問に対

である６９５名のアンケート結果を分析集計し

して「はい」と回答した方のみ属性を分析した

ている。

のが、【図表２】である。

【図表２】

（出所；有限責任監査法人トーマツ「第 2 回コーポレートガバナンス・コードの企業意識調査レポート」）
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総務・法務部門（３９％）と最も多いが、その

②

背景として株主総会対応や機関設計など会

コンプライ・オア・エクスプレインの判断
を各部署に求めるか？

社法と関連する項目が多いことから担当にな
っていることと推察される。次に多いのが経

現状把握をする際に、実施していない事項に

営企画部門（３０％）となっており、その背景と

ついて各部署にコンプライするのか、エクスプ

して本コードが、冒頭にも述べたとおり経営

レインするのか、という方針の回答まで求め

戦略の策定・実行に密接に関連するためと推

る場合には、「コンプライの方が望ましい」と

察される。総務・法務、経営企画部門で全体

いう誤解がないよう、回答欄の工夫が必要で

の約７割を占めており、多くの会社がどちら

ある。回答する各部署の立場からは、実施し

かの部門を本コードの責任対応部署としてい

ていない事項について、法規制のように実施

ることが伺えるが、少数意見として財務・経理

しなければならないという心理が働く可能性

部（１１％）、IR・広報部（８％）などがあった。

があるからである。
そこで、各部署の回答は、各項目について認

5.

現状調査の進め方

識している課題を記載してもらい、コンプライ・
オア・エクスプレインの判断は、責任担当部

(1) 現状調査の進め方

署で一括して判断するというのも１つの方法
であろう。

本コードの担当部署が決まったところで、で
は何から実施すればよいのだろうか。まずは

(2) 現状調査結果の仕分け

現状の自社のガバナンス体制が、本コードの
記載されている内容（７３項目）と一致してい

現状調査を実施すると、【図表３】のように大

るのか、一致していないのかの仕分け、つま

きく４つの項目に分類される。

りは現状調査を実施することからはじめるこ
とになるであろう。

A)

ここで、担当部署が、本コードの各項目ごとに

現状、実施していない事項で、本コード
の適用後も実施しない事項（Explain）

関連する部署に現状把握を依頼するうでいく
つか留意すべきことがある。

この場合、本コードの各原則のうち、実施しな
い事項に該当し、当該原則を実施しない理由

①

目的が現状把握であること

をコーポレートガバナンス報告書に開示する
必要があるため、開示の理由を検討すること

現状調査の目的は、言葉のとおり現状の把

になる。

握であり、実施していること、実施していない
ことを回答してもらうことになる。ここで、実施

B)

現状、実施していない事項だが、本コー

していることについては、既にコーポレートガ

ドの適用にあたり実施する事項

バナンス報告書等で開示している事項もある

（Comply）

ので、開示書類との整合性を確保するため、
開示している内容を回答してもらうことも有用

この場合、本コードの該当する原則を実施す

である。

るために、対応するための方針・スケジュー
ルを検討することになる。
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【図表３】

（出所：筆者作成）

C) 現状、実施している事項だが、外部に開
示していない事項（Comply）

1

平成２７年５月１４日に、名古屋証券取引所、

福岡証券取引所、札幌証券取引所もコーポ
レートガバナンス・コードの策定に伴う上場制

社内の取り組みとして実施しており、方針や

度の整備にかかる有価証券上場規程等の改

考え方を外部への開示を前提に作成してい

正を公表している。

ないため、社内文書等の開示用の見直しを

2

検討することになる。

要（株式会社東京証券取引所、株式会社名

平成２５年度株式分布状況調査結果の概

古屋証券取引所、証券会員制法人福岡証券
D) 現状、実施している事項で、かつ開示も
している事項（Comply）

取引所、証券会員制法人札幌証券取引所）
3

「緊急セミナー第１弾 コーポレートガバナン

ス・コード対応セミナー」では、本コードの内容
既存の開示事項で、実施している内容を開示

及び現状調査を実施する際のポイントについ

しているので、開示書類間の整合性や、開示

て解説した。続いて「緊急セミナー第２弾 東

内容の充実について検討することになる。

京証券取引所によるコーポレートガバナン
ス・コードに関する上場規則改定案の解説及
びコードを通じたガバナンス推進支援セミナ
ー」では、株式会社東京証券取引所 上場部
の統括課長に、上場規則の見直し案の内容
や趣旨・コーポレートガバナンス報告書の記
載に関する留意事項等を解説いただくととも
に、弊社担当者より、事業会社における実務
を推進していく際のポイントについて解説し
た。
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http://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/stra

tegy/articles/cg/governance‑code‑question
ere2nd.html
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