
2016年2月26日 
株式会社東京証券取引所 

上場部 渡邉 浩司 

コーポレートガバナンス・コードへの対応状況 
（2015年12月末時点） 



コーポレートガバナンス報告書の開示状況 

 コードは昨年6月1日から適用開始 

– 6月総会の会社から、総会終了後速やかに対応状況を開示（初年度は6か月猶予） 

 

 昨年12月末までに2,485社が開示済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以下では、市場第一部・第二部のガバナンス報告書提出会社1,858社について分析 

– コードの“実施”・“説明”状況 

– コードの原則に基づく開示状況 
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市場区分 開示会社数 コンプライ・オア・エクスプレインの対象 

市場第一部 1,476社 
   全73原則 

市場第二部 382社 

マザーズ 105社 
   基本原則：5原則 

JASDAQ 522社 

合計 2,485社 

【市場区分別の開示状況】 

基本原則：5原則 
原則   ：30原則 
補充原則：38原則 



コードの“実施”・“説明”状況 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市場第二部 

市場第一部 

市場第一部・第二部合計 

全原則実施 実施90%以上 実施90%未満 

会社別に見たコードの“実施”・“説明”状況 

 市場第一部・第二部の1,858社のうち、 

 全73原則をコンプライ（“実施”）している会社    11.6 %（216社）  

 一部原則をエクスプレイン（“説明”）している会社   88.4 %（1,642社）  
 うち、コンプライ（“実施”）している原則の数 90％以上      66.4 %（1,233社）  

  90％未満      22.0 %（409社） 

【市場区分別の“実施”状況】 

（216社） （1,233社） 

（209社） （1,025社） 

（208社） （7社） 

（409社） 

（242社） 

（167社） 
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説明している原則  
平均 4.8個 



時価総額別・ＪＰＸ日経400構成銘柄の状況 
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1.5% 

4.4% 

9.1% 

19.9% 

25.8% 

43.5% 

53.9% 

66.1% 

75.3% 

72.4% 

64.9% 

53.0% 

44.6% 

29.5% 

15.5% 

7.7% 

9.3% 

3.5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100億円未満 

100億円～250億円 

250億円～1000億円 

1000億円～5000億円 

5000億円～1兆円 

1兆円以上 

全原則実施 実施90%以上 実施90%未満 【時価総額別】 

7.9% 

28.6% 

66.8% 

64.6% 

25.4% 

6.8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

非構成銘柄 

JPX日経400 構成銘柄 

【JPX日経インデックス400 構成銘柄】 

※市場第一部・第二部で、12月末までにコードへの対応状況を記載したガバナンス報告書を提出した1,858社のうち、JPX日経インデ
ックス400構成銘柄となっている336社。「非構成銘柄」は、それ以外の1,522社。 

（※） 



コードの原則ごとの“実施” ・“説明”状況 

 73原則のうち、 

 全社が“実施”している原則  6原則  

 一部の会社が“説明”している原則  67原則 

                    うち、  実施率  90％以上    52原則 

    90％未満    15原則 

 
全社実施 実施率90％未満 実施率90％以上 
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No. 原則
実施

会社数
不実施
会社数

実施率 No. 原則
実施

会社数
不実施
会社数

実施率 No. 原則
実施

会社数
不実施
会社数

実施率

53  原則4-10 1752 106 94.3%

1 基本原則1 1858 0 100% 27 基本原則3 1856 2 99.9% 54   補充原則4-10① 1311 547 70.6%

2  原則1-1 1856 2 99.9% 28  原則3-1 1336 522 71.9% 55  原則4-11 1761 97 94.8%

3   補充原則1-1① 1827 31 98.3% 29   補充原則3-1① 1850 8 99.6% 56   補充原則4-11① 1821 37 98.0%

4   補充原則1-1② 1857 1 99.9% 30   補充原則3-1② 1379 479 74.2% 57   補充原則4-11② 1845 13 99.3%

5   補充原則1-1③ 1856 2 99.9% 31  原則3-2 1858 0 100% 58   補充原則4-11③ 676 1182 36.4%

6  原則1-2 1848 10 99.5% 32   補充原則3-2① 1667 191 89.7% 59  原則4-12 1851 7 99.6%

7   補充原則1-2① 1847 11 99.4% 33   補充原則3-2② 1821 37 98.0% 60   補充原則4-12① 1821 37 98.0%

8   補充原則1-2② 1490 368 80.2% 61  原則4-13 1849 9 99.5%

9   補充原則1-2③ 1788 70 96.2% 34 基本原則4 1855 3 99.8% 62   補充原則4-13① 1858 0 100%

10   補充原則1-2④ 820 1038 44.1% 35  原則4-1 1854 4 99.8% 63   補充原則4-13② 1858 0 100%

11   補充原則1-2⑤ 1719 139 92.5% 36   補充原則4-1① 1848 10 99.5% 64   補充原則4-13③ 1857 1 99.9%

12  原則1-3 1796 62 96.7% 37   補充原則4-1② 1582 276 85.1% 65  原則4-14 1823 35 98.1%

13  原則1-4 1708 150 91.9% 38   補充原則4-1③ 1600 258 86.1% 66   補充原則4-14① 1839 19 99.0%

14  原則1-5 1840 18 99.0% 39  原則4-2 1652 206 88.9% 67   補充原則4-14② 1816 42 97.7%

15   補充原則1-5① 1855 3 99.8% 40   補充原則4-2① 1288 570 69.3%

16  原則1-6 1857 1 99.9% 41  原則4-3 1830 28 98.5% 68 基本原則5 1855 3 99.8%

17  原則1-7 1845 13 99.3% 42   補充原則4-3① 1793 65 96.5% 69  原則5-1 1833 25 98.7%

43   補充原則4-3② 1851 7 99.6% 70   補充原則5-1① 1853 5 99.7%

18 基本原則2 1858 0 100% 44  原則4-4 1857 1 99.9% 71   補充原則5-1② 1827 31 98.3%

19  原則2-1 1857 1 99.9% 45   補充原則4-4① 1810 48 97.4% 72   補充原則5-1③ 1850 8 99.6%

20  原則2-2 1852 6 99.7% 46  原則4-5 1858 0 100% 73  原則5-2 1656 202 89.1%

21   補充原則2-2① 1810 48 97.4% 47  原則4-6 1823 35 98.1%

22  原則2-3 1854 4 99.8% 48  原則4-7 1749 109 94.1%

23   補充原則2-3① 1852 6 99.7% 49  原則4-8 1069 789 57.5%

24  原則2-4 1849 9 99.5% 50   補充原則4-8① 1530 328 82.3%

25  原則2-5 1841 17 99.1% 51   補充原則4-8② 1497 361 80.6%

26   補充原則2-5① 1750 108 94.2% 52  原則4-9 1723 135 92.7%

第５章

第２章

第１章 第３章

第４章



“説明”している会社が多い原則 

原則 内容 
“実施” 

会社数 

“説明” 

会社数 

“説明”

率 

補充原則 
4-11③ 

取締役会による取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示 676社 1,182社 63.6% 

補充原則 
1－2④ 

議決権の電子行使のための環境整備（例：議決権電子行使プラットフォームの
利用等）、招集通知の英訳 

820社 1,038社 55.9% 

原則4－8 独立社外取締役の2名以上の選任 1,069社 789社 42.5% 

補充原則 
4－2① 

中長期的な業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬との割合の適
切な設定 

1,288社 570社 30.7% 

補充原則 
4-10① 

指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言（例：独立社外取締
役を主な構成員とする任意の諮問委員会の設置） 

1,311社 547社 29.4% 

原則3-1 

以下の情報開示の充実 
 （ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画、 
 （ⅱ）コードの諸原則を踏まえたガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 
 （ⅲ）経営陣幹部・取締役の報酬決定の方針と手続 
 （ⅳ）経営陣幹部・取締役・監査役候補の指名の方針と手続 
 （ⅴ）個々の経営陣幹部・取締役・監査役の選任・指名についての説明 

1,336社 522社 28.1% 

補充原則 
3-1② 

海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進 1,379社 479社 25.8% 

※ “説明”率が20％を超える原則を抽出 7 



1,134件 
12.6% 

1,490件 
16.6% 

3,981件 
44.3% 

1,433件 
15.9% 

958件 
10.6% 

“説明”の内容 

 67の原則に対して、 1,642社により、のべ8,996件の“説明”が記載されている 

 
 

① 今後、“実施” 予定  30%程度 

② “実施”するかどうか検討中 45%程度 

③ “実施”予定なし  25%程度 

 

今後、“実施”予定 
（時期も明示） 

今後、 “実施”予定 
（時期の明示なし） 

“実施”するかどうか
検討中 

“実施”予定なし 
（代替手段により目的が達成可能） 

“実施”予定なし 
（自社の個別事情） 

【“説明”の内容による分類】 
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“説明”の例 
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【補充原則４－１１－３】（取締役会全体の実効性分析・評価の結果概要） 
当社は，取締役会の実効性を高めるため，随時，必要な対応を図っております。各取締役の自己評価などを踏まえた分析・評価については，2015年度から実
施することとし，その結果の概要は，2016年度に開示いたします。 

＜原則4-8：取締役会における社外取締役の比率に対する考え方およびその実現に向けた取り組み方針＞ 
 2015年6月末日現在、当社の取締役会は業務執行取締役3名と独立社外取締役3名の計6名で構成されており、取締役会における独立社外取締役の構成
比率は50％です。 
 ただし、当社では、少なくとも3分の1以上の独立社外取締役の選任を必要と考えるかどうかについて、ならびに必要と考える場合の取組み方針について、現

時点では結論を持つに至っていません。取締役会における独立社外取締役の人数比率については、取締役会を監督機能に特化した機関として位置付けるの
か、または業務執行機能の相当部分を担う機関として位置付けるのかの判断に直結する事項であると考えています。指名委員会等設置会社または監査等委
員会設置会社のような委員会型の機関設計と、監査役会設置会社としての機関設計のどちらを採用するのかという議論にもつながるものであることから、現
在慎重に検討を進めています。 
 当社としての見解・方針が定まった時点で、その内容をお知らせします。 

例４ 

例１ 

① 今後、“実施”予定とする例 

② “実施”するかどうか検討中とする例 

補充原則1-2-4 
招集通知の英訳につきましては、海外投資家の比率等に留意しつつ、引き続き検討して参ります。 

例３ 

 “実施”時期を明示する例 

  “実施”時期を明示しない例 

【補充原則４－１－３】（最高経営責任者等の後継者の計画） 
「グループ理念」や具体的な経営戦略を踏まえて現行のサクセションプランを見直し、指名・報酬委員会で審議のうえ取締役会で決定します。 

例２ 



“説明”の例（つづき） 
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【補充原則1-2-4】 
 当社の株主構成（全株主に対する外国法人等の比率は1％未満）等を勘案したうえで、現時点においては議決権の電子行使の採用及び英文
による招集通知の作成を行っておりません。今後、必要に応じての検討課題と致します。 

■補充原則4-1-2 中期経営計画が株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に立ってその実現に向けて最善の努力を行うべき 
 

 当社は、経営環境の変化が激しい中で、迅速かつ柔軟に最適な経営判断を行うとともに、株主、投資家の皆様に当社の経営戦略や財務状況
等を正しくご理解いただくための情報開示のあり方として、長期的な経営戦略、ビジョンを公表するとともに、事業単年度毎の業績等の見通しを
公表することとしております。 

 現在当社では中期目標は公表しておりませんが、経営会議が中期目標を含む中期全社方針書を定めるとともに、進捗状況の確認、分析を行
い、必要に応じて適宜、中期目標や方針の見直しを行うこととしております。取締役会は、経営会議が策定した中期全社方針書を決議するとと
もに、進捗状況や分析結果について報告を受け、監視、監督することとしております。 

例５ 

例６ 

③  “実施”予定なしとする例 

【補充原則４－８－１ 独立社外取締役の有効な活用】 
  当社は、次の理由から「独立社外者のみを構成員とする会合」を設置しないことといたします。 

 ・「独立社外者のみを構成員とする会合」は、取締役のうち社外取締役の人数が少なく、当該意見が反映されづらい環境を是正するために有
効と考えますが、当社は社外取締役を４名選任しており、発言しやすい環境にあると考えます。 

 ・社外取締役はそれぞれ卓越した知見をもっており、それを個々に発揮することが求められていますが、「独立社外者のみを構成員とする会
合」を設置することにより、ある種の共通認識が形成され、当該認識に対する反対意見を述べづらいなど、その独立性を弱める可能性があり
ます。 

 ・社外取締役に対し、当社の重要会議の議事録・報告等を同じ分量・内容で提供し、個人によってばらつきが出ないようにすることで、認識の
共有は十分に図られると考えております。 

例７ 

  代替手段により目的が達成可能とする例 

  自社の個別事情を理由とする例 



（参考）“説明”率が高い原則についての“説明”の分類 
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補充原則４－１１③ 
取締役会の実効性評価 
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補充原則１－２④ 
電子行使環境整備、 

招集通知の英訳 
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原則４－８ 
独立社外取締役複数名 

3.2% 4.4% 

77.5
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10.2

% 

補充原則４－２① 
業績連動報酬、現金報酬と

自社株報酬との割合 
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43.1
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補充原則４－１０① 
指名・報酬等への 

独立社外取締役の関与 
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原則３－１ 
情報開示の充実 

1.5% 3.1% 

29.9
% 

64.9
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0.6% 

補充原則３－１② 
英語での情報開示 

1,134

件 
12.6% 1,490
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16.6% 

3,981

件 
44.3% 

1,433

件 
15.9% 

958件 
10.6% 

今後、“実施”予定 

検討中 

“実施”予定なし 

【全体】 



コードの原則に基づく開示状況 
（フォローアップ会議で取り上げたもの） 
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開示を求めるコードの原則（１） 
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項 目 内  容 

原則１－４ 
★ 

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保有についてそのリターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合
理性や将来の見通しを検証し、これを反映した保有のねらい・合理性について具体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について、適切な対応を確保するための基準を策定・開示すべ
きである。 

原則１－７ 上場会社がその役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合には、そうした取引が会社や株
主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会は、あらかじ
め、取引の重要性やその性質に応じた適切な手続を定めてその枠組みを開示するとともに、その手続を踏まえた
監視（取引の承認を含む）を行うべきである。 

原則３－１ 
★ 
 

上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的
なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、（本コード（原案）の各原則において開示を求めている事
項のほか、）以下の事項について開示し、主体的な情報発信を行うべきである。  
（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画 
（ⅱ）本コード（原案）のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本

方針 
（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 
（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 
（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選

任・指名についての説明 

補充原則４－１① 
★ 

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。 



開示を求めるコードの原則（２） 
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項 目 内  容 

原則４－８ 独立社外取締役は会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべき
であり、上場会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも２名以上選任すべきである。 

また、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、上記にかかわらず、その
ための取組み方針を開示すべきである。 

原則４－９ 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面に
おいて担保することに主眼を置いた独立性判断基準を策定・開示すべきである。また、取締役会は、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。 

補充原則４－11① 
★ 

取締役会は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方を定め、
取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。 

補充原則４－11② 社外取締役・社外監査役をはじめ、取締役・監査役は、その役割・責務を適切に果たすために必要となる時
間・労力を取締役・監査役の業務に振り向けるべきである。こうした観点から、例えば、取締役・監査役が他の
上場会社の役員を兼任する場合には、その数は合理的な範囲にとどめるべきであり、上場会社は、その兼任状況
を毎年開示すべきである。 

補充原則４－11③ 
★ 

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・評価を行
い、その結果の概要を開示すべきである。 

補充原則４－14② 
★ 

上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について開示を行うべきである。 

原則５－１ 上場会社は、株主からの対話（面談）の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上
に資するよう、合理的な範囲で前向きに対応すべきである。取締役会は、株主との建設的な対話を促進するため
の体制整備・取組みに関する方針を検討・承認し、開示すべきである。 
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１．保有していない旨を宣言するもの 

当社は、純投資目的以外の目的で、上場株式を保有しておりません。 

例８ 

※ 政策保有をしていない会社は、方針開示は不要とされているため、そもそも開示をしていない例もある 

政策保有株式の保有はありません。 

例９ 

＜政策保有に関する方針＞ 

原則１－４ 

 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保有についてそのリターンとリスクな
どを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、これを反映した保有のねらい・合
理性について具体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について、適切な対応を確保するための基準
を策定・開示すべきである。 



当社および当社の中核子会社は、政策保有株式について、コーポレートガバナンス・コードを巡る環境の変化や、株価変動リスクが財務状況
に大きな影響を与え得ることに鑑み、その保有の意義が認められる場合を除き、保有しないことを基本方針とする。保有の意義が認められる
場合とは、取引先の成長性、将来性、もしくは再生等の観点や、現時点あるいは将来の採算性・収益性等の検証結果を踏まえ、取引先および
当社グループの企業価値の維持・向上に資すると判断される場合を言う。上記各社は、保有する株式について、個別銘柄毎に、定期的、継続
的に保有の意義を検証し、その意義が乏しいと判断される銘柄については、市場への影響やその他考慮すべき事情にも配慮しつつ売却を行
う。一方、その意義が認められる銘柄については、これを保有する。 

原則1－4 いわゆる政策保有株式（つづき） 
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２．原則不保有又は解消の方向性を打ち出すもの 

近年、国際金融規制の強化やコーポレートガバナンス・コード導入など、政策保有株式を取り巻く環境は大きく変化しております。当社及びグ
ループ銀行では、このような環境変化を踏まえ、株式保有リスクの抑制や資本の効率性、国際金融規制への対応等の観点から、取引先企業
との十分な対話を経た上で、政策投資目的で保有する株式の残高削減を基本方針とします。（中略） 
なお、経済合理性の検証は、（Ｍ社）の株主資本利益率（ROE）目標を基準とした総合取引RORAを目標値として実施します。（中略）経済合理性
については、検証対象全体を合計した総合取引RORAが目標値を上回っております。なお、個社別には約8割の取引先企業が目標値を上回っ
ております。目標値を下回る約2割については採算改善を目指しますが、一定期間内に改善されない場合には売却を検討します。 

例１２ 

※ RORAは、Return on Risk-Weighted Assetsの略で、金融機関が取っているリスクに対して収益をどれだけ上げているのかを示す指標 

当行では、投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものをいわゆる政策保有株式とみなし、保有しないことを原則としていま
すが、取引関係の維持等、個別の取引状況に鑑み、新規取得及び保有する必要があると判断した上場株式については、所定の手続に基づき
取得及び保有の適切性を検証するとともに、 （中略）開示しています。 

例１３ 

 当社は、グローバルに活動する金融機関に求められる行動基準や国際的な規制への積極的な対応の一環として、当社グループの財務面で

の健全性維持のため、保有の合理性が認められる場合を除き、原則として、政策保有株式を保有いたしません。保有の合理性が認められる
場合とは、中長期的な視点も念頭において、保有に伴うリスクやコストと保有によるリターン等を適正に把握したうえで採算性を検証し、取引関
係の維持・強化、資本・業務提携、再生支援などの保有のねらいも総合的に勘案して、当社グループの企業価値の向上に繋がると判断される
場合を言います。政策保有株式については、定期的に保有の合理性を検証し、合理性が認められる株式は保有いたしますが、合理性がない
と判断される株式は、市場に与える影響や発行体の財務戦略など、様々な事情を考慮したうえで、売却いたします。 

例１０ 

例１１（※） 

※ 同社は、政策保有株式の保有意義検証プロセスについて、2015年9月9日付で別途、公表している。 



原則1－4 いわゆる政策保有株式（つづき） 
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３．方向性は示さないものの、経済合理性を基準として選別するもの 

純投資目的以外の目的で上場株式を保有するに当たっては、投資採算という観点に立ち、投資先企
業との取引関係の維持・強化による中長期的な収益の拡大につながるかどうかなど様々な検討を十
分に行ったうえで、総合的に判断します。また、純投資目的以外の目的で保有している上場株式のう
ち主要なものについては、保有の狙い及び合理性を検証し、定期的に取締役会に報告します。 

当社グループは、配当、キャピタルゲインの獲得以外に取引を強化する目的で、政策保有株式とし
て、取引先の株式を保有しております。取引関係の強化によって得られる当社グループの利益と投
資額等を総合的に勘案して、その投資可否を判断しております。 

例１５ 

例１４ 

原則として、事業運営観点で保有目的があると判断した取引先の株式については保有いたします
が、取引関係の強化によって得られる当社グループの利益と投資額等を総合的に勘案して、その投
資可否を判断しております。 

例１６ 
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政策保有株式に係る議決権行使にあたっては、当社の保有する株式の価値向上に資すると判断する議案であれば
賛成し、価値を毀損すると判断するものに対しては反対票を投じます。 

例１７ 

当社は、議決権の行使は、定型的・短期的な基準で画一的に賛否を判断するのではなく、当該投資先企業の経営方
針・戦略等を十分尊重したうえで、中長期的な視点での企業価値向上、株主還元向上につながるかどうか等の視点
に立って判断を行います。 

例１９ 

当社は、政策保有株式に係る議決権行使について、発行会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に繋が
るかどうかを総合的に判断することとしております。 

例１８ 

１．投資先の企業価値向上のみを判断基準とするもの 

２．投資先企業の方針にも配慮するとするもの 

＜議決権行使基準＞ 



原則3－1（ｉｖ）取締役の選任に関する方針等 
補充原則4－11①取締役会のバランス等に関する考え方 

１．選任・指名の方針 

原則３－1（ｉｖ） 

 上場会社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確
保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの観点から、（本コードの各原則において開示
を求めている事項のほか、）以下の事項について開示し、主体的な情報発信を行うべきである。 

 

（ｉｖ）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 

例２０（監査役会設置会社） 

取締役候補者(社外取締役候補者を除く。)は、会社経営や会社の業務に精通し、会社の業務に貢献でき、かつ、人格・見識に優れている人物
とする。 
社外取締役候補者は、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割を果たすとともに、その豊富な知識・経験と高い見識に基づき、会
社の企業活動に助言を行うことができる人物とする。 
監査役候補者は、人格・見識に優れており、かつ、会社経営や会社の業務に精通している、または法律、財務・会計等の分野における豊富な
知見と経験を有する人物とする。 
各取締役・監査役候補者の選任・指名の決定手続きとしては、取締役会議長の提案をもとに、取締役会の決議により決定している。なお、各監
査役候補者については、取締役会議長は、監査役会の事前の同意を得た上で、上記提案を行うものとする。 

補充原則４－11① 

 取締役会は、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する
考え方を定め、取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべきである。 
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原則3－1（ｉｖ）取締役の選任に関する方針等 
補充原則4－11①取締役会のバランス等に関する考え方（つづき） 

例２３（監査役会設置会社） 

 取締役会において、その出席者である取締役及び監査役が、経営戦略等の妥当性、実現に当たってのリスク等を客観的、多面的に審議し、
この執行状況を適切に監督・監査するためには、より多様な経験、知識、専門性、見識等を有する社内外の者が様々な観点から意見を出し合
い精査することが重要であると考えていますので、これの実現を図るために適切な取締役及び監査役を指名します。 
 また、先任者から後任者への当社の経営や事業に関して得た知識、知見の共有を図るため、社外役員の在任期間に差を設けます。 
 経営陣幹部については、経営戦略等の立案に必要な事業環境やこれに対応するための当社グループの事業・経営状況の理解及び取締役
会が定めた経営戦略等を、強いリーダーシップを発揮し迅速かつ適切に執行できる経験と能力を重視して指名します。 

例２１（監査役会設置会社） 

取締役候補者の選定は、当社が食品、アミノサイエンス、医薬などの広い範囲の事業をグローバルに展開していることから、これらの事業活動
について適切かつ機動的な意思決定と執行の監督を行うことができるよう、取締役会全体として各事業分野、経営企画、人事、財務・会計、研
究、開発、生産等について専門能力・知見を有する社内出身の取締役と、多様なステークホルダーや社会の視点から成長戦略やガバナンス
の充実について積極的に意見を述べ問題提起を行うことができる複数の社外取締役により取締役会を構成することを基本方針とし、役員等指
名諮問委員会の答申に基づいております。 

＜知識・経験・能力のバランス＞ 

例２２（指名委員会等設置会社） 

指名委員会は、取締役候補者の決定に当たり、以下の事項を考慮する。 
1. 取締役会の経営監督機能及び意思決定機能の実効性を確保するため、取締役候補者の有する経験や専門知識等の多様性、社外取締役

とそれ以外の取締役(執行役兼務者及び当社グループ出身の非執行取締役)の構成比等を考慮する。 
2. 取締役会の継続性を保つため、新任の取締役候補者が候補者の全て或いは殆ど全てを構成することとならないよう考慮する。 
3. 取締役会に新しい視点や意見が継続的にもたらされるよう、取締役候補者が当社取締役に就任してからの年数や年齢を考慮するものとす

る。 
指名委員会は、原則として、75歳に達した者を取締役候補者としない。但し、特別の場合、75歳以上の者を候補者とすることがある。 
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原則3－1（ｉｖ）取締役の選任に関する方針等 
補充原則4－11①取締役会のバランス等に関する考え方（つづき） 

例２４（監査役会設置会社） 

当社は、取締役を10名以下とし、社外取締役は企業経営経験者、当社が今後成長をめざすグローバル領域、IT分野等で高い見識・専門知識

を持つ者等から複数名選任しており、取締役会では活発な議論がなされています。取締役の選任・解任については、その検討と取締役会への
提案を行う諮問機関として、任意の委員会を設置しており、同委員会は社外取締役が過半数を占めています。 

例２５（監査役会設置会社）  

取締役会における重要な意思決定に際しては、取締役および監査役のダイバーシティ（多様性）が担保されていることが重要であり、その中で
も化粧品メーカーとして女性の価値観および発想が特に重要であることから、女性の取締役および監査役の選任が必要であると考えています。 
2015年6月末日現在、取締役6名は、●●●グループ以外で経営者としてのキャリアを積んだ者1名、 ●●●グループでのキャリアを有する者
2名、高い独立性を有する社外取締役3名で構成されています。また監査役5名は、 ●●●グループでのキャリアを有する常勤者2名と高い独
立性を有する非常勤の社外監査役3名で構成されています。取締役および監査役計11名は、女性3名、男性8名で構成されています。 

例２７（監査役会設置会社）  

定款で取締役を15名以内と定めており、取締役会は、国籍、人種、性別、年齢などにかかわらず、取締役に最適と思われる人材を取締役候補
者として選定しています。現在は、企業経営に関する豊富な知識と経験、そしてグローバルな視点を兼ね備えた9名が取締役を務めています。
取締役9名のうち3名が独立社外取締役、4名が外国人となっており、取締役会においては多角的な視点から建設的で活発な議論が行われて
います。 

例２６（監査役会設置会社）  

国籍、年齢、性別を問わず、また多様な価値観を受入れ、役割を果たすことができる多様な人材を積極的に登用する方針でありますが、特に
女性枠または外国人枠等の枠を設定する方針ではございません。 

＜多様性＞ 
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原則3－1（ｉｖ）取締役の選任に関する方針等 
補充原則4－11①取締役会のバランス等に関する考え方（つづき） 

例３１（監査役会設置会社） 

当社は、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、実質的な議論を確保するためには、取締役会の規模は取締役最大で
１２名と考えております。また、業務執行の監督はもとより、経営の意思決定そのものに対する妥当性までの監督・助言を行うため複数の社外
取締役が必要と考えます。 
現在の当社の取締役は８名であり、うち社外取締役が３名となっております。取締役の任期は１年間とし、取締役会は経験や専門分野の異
なった多様な人材により構成いたしております。 

例２９－２（監査役会設置会社） 

化粧品を中心とした事業をアジアグローバルなエリアで展開し、意思決定の品質と機動性を損なわず十分な監督機能を確保し、企業価値の持
続的向上を図る上では、代表取締役（社長執行役員）のほか、当社グループの事業に精通した業務執行取締役3名～5名と独立社外取締役複
数名の規模が適正であると考えております。 

例２９（指名委員会等設置会社） 

経営の透明性及び監督の客観性を確保するため、取締役総数の３分の１以上を独立社外取締役とするとともに、過半数を執行役を兼務しな
い取締役とします。 

経営と監督の分離のため、非業務執行者である取締役が過半数を占める構成としております。 

例２８（監査等委員会設置会社）  

例３０（監査役会設置会社） 

規模については、コングロマリットの中核としての持株会社として必要最小限の構成とすることを基本として、その時々に必要な人材や後継体
制などを考慮に入れながらバランスのとれた適正な規模を確保してまいります。 

＜非業務執行性・独立性＞ 

＜適正規模＞ 
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原則3－1（ｉｖ）取締役の選任に関する方針等 
補充原則4－11①取締役会のバランス等に関する考え方（つづき） 

例３２ （監査役会設置会社） 

毎年、代表取締役が人選し、取締役会での承認を経て株主総会へ付議し承認を得ております。 

２．選任・指名の手続 

例３３（監査等委員会設置会社） 

 経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっては、当社または他社での業績、経験、知識、人望等を勘案し、適切な人材を取締役
会規則に基づき取締役会にて選任することとしています。また、取締役候補の指名にあたっては、取締役会の多様性確保の観点から、人員の
特性にかたよりが出ないよう留意し、取締役会での決定に先立ち独立社外取締役に意見を聞くこととしております。 

例３４（指名委員会等設置会社） 

 当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会が、取締役の選任および解任に関する株主総会議案、取締役の選任および解任のため
に必要な基本方針、規則および手続等を決定する権限を有しています。指名委員会は、次年度の取締役会構成案、社外取締役の独立性・中
立性の要件等を決定するとともに、取締役候補者の決定を行っています。指名委員会の任務、活動内容等については、第103期事業報告で開
示しています。 
 執行役の選任は取締役会の決議事項であり、代表執行役ＣＥＯが、理由を付して候補者を取締役会に提案し、取締役会で選任しています。 
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原則3－1（ｉｖ）取締役の選任に関する方針等 
補充原則4－11①取締役会のバランス等に関する考え方（つづき） 

例３５（監査役会設置会社） 

当社取締役会が役員人事を行なうにあたり，法定手続きに加えて，取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化すると共に社外取締役の関
与と助言および監督を積極的に得るため，取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締役全員と代表取締役社長で構成する「指名諮問委
員会」（以下「委員会」）を設置し，委員会が人事に係る手続きの適切な行使を監督し助言します。 

委員会は，取締役会より，経営陣幹部（最高経営責任者，代表取締役）の選任案および取締役・監査役候補者の指名案に関し諮問を受けると
ともに，個々の選任理由について予め報告を受け，検討に関与し，助言を行ない，その審議結果を取締役会に答申します。 

また，委員会は，執行役員の選任案に関しても，取締役会への付議に先立って報告を受け，人選の妥当性を確認します。  

取締役会は，これら役員人事に関する議案については，委員会からの答申を受けた後に決議します。委員会は，取締役会で答申と異なる決
定をした場合には，その理由の説明を取締役会に求めることができます。  

なお，本「役員人事に関する方針と手続き」（含む，「役員に求める人材像」，「社外役員独立性判断基準」）は，委員会が取締役会から諮問を
受け，妥当性を審議した後に取締役会に答申した内容であり，今後改訂を行なう場合も同様に取り扱います。 
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原則3－1（ｉｖ）・補充原則4－11①に基づく開示（つづき） 

例３８（監査役会設置会社） 

当社グループは、基礎素材製品を広範な産業に供給しており、豊富な現場経験と深い専門能力をベースに的確な経営判断ができることに加
え、受託者責任にもとづき業務執行から独立して客観的な立場で経営の監督を遂行できることを、社内取締役候補者を指名する場合の基準と
しています。  
社内からの登用に当たっては、将来の社長を含む経営陣幹部への選任を視野に入れて、取締役候補者を予め計画的に育成することが重要
であり、業務執行の基幹ポストについては、取締役候補者の指名基準に準じて現場経験と専門能力をベースに的確な判断ができることを選任
基準とするとともに、基幹ポストの中長期的な人事計画を定期的に作成し、取締役会が承認しています。  

例３７（指名委員会等設置会社） 

新任執行役の選定プロセスでは、経営幹部候補者研修を経た執行役候補者に対して、書類及び面接による１次審査のうえ、外部の視点と日
常接している内部関係者の視点の両方を取り入れた客観性及び妥当性の高い判断を行うためにアセスメントを実施しております。その結果を
踏まえ、代表執行役及び人事担当執行役で構成される評価会議において、執行役候補者群を決定します。  

代表執行役社長は次期執行体制を編成する際、執行役候補者群の中から執行役として適任と判断する者を選択し、次期執行役選定案を作
成し、「執行役の担当職務一覧表」と合わせて取締役会へ提出いたします。なお、指名委員会は、上記の取締役会提案に先立ち、代表執行役
社長から次期執行役選定案を含む、次期執行体制案及び各執行役の担当職務案の報告を受け、プロセスの妥当性を含めて監督します。 

例３６（監査役会設置会社） 

 取締役候補者の指名および執行役員の選任は、候補者の妥当性について社外取締役を委員長とする役員指名諮問委員会の答申を得た上
で、取締役会の決議をもって決定しています。また、執行役員社長の選任にあたっては、この手続に従うほか、役員指名諮問委員会でのより
慎重な検討を行っています。執行役員社長候補者は、当社の経営理念や経営戦略の実現などの観点から、あらゆる可能性を排除せずに社内
外から選抜しますが、この選抜の段階から社外取締役を委員長とする役員指名諮問委員会およびその委員長が設置する特別部会において
審議を受けています。 

＜経営陣幹部の選抜プロセス＞ 
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補充原則４－１①経営陣に対する委任の範囲 

・当社の取締役会は、迅速な意思決定と効率的なグループ経営を推進するため、法令上取締役会による専決事項とされている事項以外の業
務執行の決定権限を執行役又は執行役を構成員とする執行役会に委譲しています。 

例４０（指名委員会等設置会社） 

例３９（監査役会設置会社） 

法令及び定款の規定により取締役会の決議を要する事項及び経営上の重要事項については、取締役会で決議することとしており、特に株式・
持分や固定資産の取得・処分、融資・保証を伴う投融資案件については、信用リスク、市場リスク、事業投資リスクなど様々なリスクの類型別
に金額基準（総資産の1%を上回らない金額で、リスクの性質に応じ個別に設定）を定め、この金額基準を超える案件については取締役会にて
審議・決定しています。 

１．委任の範囲 
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補充原則４－１① 

 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経営陣に対する委任の範囲（つづき） 

取締役会は独立した立場から大局的に判断し、新しい価値の創造（イノベーション）を起こす役割を担い、客観的かつ長期的な展望で、重要な
経営方針・戦略の策定及び決定、業務遂行の監督を行います。 

また、経営の透明性と業務執行と監督の分離を確保するため、執行役員制度を導入しています。執行役員は取締役会から委譲された権限に
基づき組織運営を行います。 
上級執行役員等で構成される経営委員会では、業務の執行状況と課題の検証、重要案件の審議を行っています。 

「コミットメント＆アカウンタビリティー」の考え方に基づき、執行役員は取締役会に、取締役会は株主に達成すべき目標をコミットし、結果責任を
果たします。取締役会は目標達成プロセスをマネジメントします。 

例４１（監査役会設置会社）  

当社は指名委員会等設置会社であり、当社取締役会は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任して経営の活力を増
大させるとともに、経営の監督機能に専念しております。 

取締役会は、経営の基本方針、執行役の選任など、法令、定款および取締役会規則で定められた重要事項の意思決定を行いますが、取締役
会の決議事項、取締役会への報告事項については、具体的に取締役会細則に定めています。取締役会規則および細則は、当社ホームペー
ジにおいて開示しています。 

例４２（指名委員会等設置会社） 

２．取締役会の役割 
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補充原則４－１１③取締役会の実効性評価 

１．分析・評価の方法 

2015年６月の定時株主総会で選任された取締役により構成される取締役会は、社外取締役である取締役会議長を中心に、取締役会・各委員
会の実効性の評価を、以下のプロセスにて実施しました。 
・ 取締役会の構成、運営、取締役自身のコミットメント、各委員会の活動等について全取締役によるアンケート形式による評価を実施。 
・ 上記アンケート形式による評価をもとに、取締役会議長、各委員会議長、CEOその他の取締役によるさらなる評価を個別インタビュー形式にて
実施。 
・ これらの評価の結果について、取締役会議長を中心に、国内外のコーポレートガバナンスに高い知見を持つ外部専門家を交えて分析を実
施。 
・ その分析結果にもとづき、取締役会・各委員会の実効性の評価の取締役会への報告及びそれを踏まえた機能向上策について、取締役会に
おいて審議及び確認。 

例４３ 

２．分析・評価の主体 

当社は、取締役会での発言や担当業務の遂行状況などを基に代表取締役と経理担当の取締役および人事総務担当の取締役が各取締役を評
価するシステムを採用しています。取締役会は、この各取締役のパフォーマンス評価結果を参考にしつつ、中長期的な成長に資する意思決定
の質と量を基に取締役会の実効性を評価しています。 

例４５ 

少なくても毎年１回、取締役会において全ての社外取締役及び社外監査役による取締役会の実効性についての評価を実施し、それに基づき出
席者による議論を行い、取締役会の実効性を高めるための改善につなげます。 

例４４ 

＜代表取締役等＞ 

＜取締役会＞ 
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補充原則４－11③ 

 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・評価を行い、その結果の概要を開示すべきである。 

 



補充原則４－１１③取締役会の実効性評価（つづき） 
＜指名委員会＞ 

指名委員会が各取締役についての評価を実施し、そのうえで取締役会全体としての実効性について分析・評価を行っています。 
2015年６月20日に開催された当社定時株主総会に提出いたしました取締役選任議案の内容を決定するにあたり、指名委員会は2015年４月に
取締役会全体の実効性についての分析・評価を行いました。 

例４６ 

 当社は、２０１４年度の取締役会全体としての実効性に関し、取締役の自己評価をベースに、社外取締役会議（社外取締役のみが出席） 
において分析・評価を実施致しました。  

例４７ 

＜社外取締役会議＞ 

＜外部専門家の利用＞ 

取締役会は、取締役会全体が適切に機能しているかを検証するとともに、その結果を踏まえて取締役会の実効性をより高めていくために、取
締役会の評価を実施しました。 

取締役会全体、委員会（指名諮問委員会及び報酬諮問委員会）、各取締役、各監査役の実効性について第三者機関に委託し、評価を行いま
した。 

また、当社の取締役会の体制が、国内外の競合他社及び国内外の主要なガバナンス・コード記載の原則等と比較し、どのような位置付けにあ
るのか比較分析を行いました。 

例４９ 

取締役会は、適切な業務執行の決定および監督機能の点から取締役会の実効性を分析・評価するため、毎年、取締役および監査役に対して
アンケートを実施しております。 

アンケートは、回答が社内担当者の目に触れることがないよう回答先を外部の法律事務所とし、集計結果の取りまとめおよびその分析を委託
しております。 

取締役会は、アンケートに記載された取締役および監査役の自己評価の集計結果および法律事務所の外部評価に基づき、取締役会の実効
性を分析・評価しております。 

例４８ 

29 



補充原則４－１１③取締役会の実効性評価（つづき） 

３．分析・評価の観点 

・取締役会の構成 
 活発な議論・検討、迅速な意思決定を行うにあたり適切な人数であり、また幅広い経験を持つ取締役で構成されております。 
・取締役会の運営状況 
 取締役会への取締役（社外含む）の出席率は100％であり、適切な議論を経て意思決定を行っております。また、社外取締役及び各監査役    
は意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。 
・提供資料・情報 

 議案の内容を検討するにあたり、必要十分な資料・情報が取締役に提供されております。また、社外取締役については、議案の検討時間の
確保を目的に、資料・情報の事前提供を行っております。 
・その他 
 株主を含むステークホルダーとは、適時適切なコミュニケーションを図っております。 

例５０ 
＜構成・運営状況等＞ 

 当社は、当社のめざす最良のコーポレートガバナンスを実現することを目的として、その基本的な考え方を定めた「コーポレートガバナンス 
ガイドライン」を取締役会で決議しています。このガイドラインの中には、コーポレートガバナンスの実効性を高めるために、当社取締役会の 
職務の執行がガイドラインに沿って運用されているかについて、取締役会は、毎年、自己レビューを行うことが定められています。 
 2015年度も、4月開催の取締役会において、取締役会の職務の執行について自己レビューを行うとともに、東京証券取引所のコーポレート 
ガバナンス・コードへの対応状況についても自己点検を行いました。 
 その結果、2014年度の取締役会の職務の遂行において、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」の各規定に沿わない運用等、問題と 
なる事項は認められませんでした。また、東京証券取引所のコーポレートガバナンス・コードの各原則についても、取締役会として直ちに対応 
すべき事項は認められませんでした。なお、業務執行における運用上の課題等については速やかにこれに対応することとしています。 

例５１ 

※同社の「ガイドライン」では、取締役会の任務のほか、議長、取締役、社外取締役、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の役割・責務等について規定 

＜取締役会の役割・責務＞ 
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補充原則４－１１③取締役会の実効性評価（つづき） 

４．分析・評価結果の概要 

書面調査の回答などから、当社取締役会は、現状の取締役会が十分に機能し、結果として取締役会全体の実効性が確保されていると評価し
ております。一方で、より高い実効性の確保に向けて、取締役会における議論や報告資料の内容等、いくつかの面において更に改善を図るこ
とのできる点もある、との認識を共有しています。 

今後は、これら事項の改善を進めるとともに、その進捗につき、次年度以降の取締役会実効性評価の一環としてフォローして行くこととしており
ます。 

例５２ 

・平成26年度の取締役会評価結果の概要は以下のとおりです。 
（1）社外取締役が5人に増え、取締役会に加えて委員会の議論にも参加していることで、取締役会の目的達成度は、昨年より進歩している。 
（2）本質的な議論を行うための更なる議案の絞込みや、取締役会の審議充実化に資する資料作成・論点設定、執行の説明のあり方及び議論
の進め方の更なる向上が求められる。 

例５３ 

＜評価・進捗状況＞ 

取締役会全体の実効性が十分確保されていることを確認するとともに以下の課題を共有しております。 
・社外取締役の1名増員 
・重要議案等に関する審議時間の確保と審議内容の充実 
・社外取締役に対する情報提供の更なる充実 

例５４ 

・現在取締役会で扱われる議案には個別の業務執行案件も多く、今後、経営戦略などの重要な案件の議論に、より時間がかけられる体制の
構築が望ましい。 

例５５ 

＜今後の課題＞ 
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補充原則４－１１③取締役会の実効性評価（つづき） 

取締役会での本質的な議論をより活性化すべく、議案の選定プロセスの更なる厳格化が必要であるとの課題も確認・共有しております。 

例５７ 

一方で、構造改革を終え、グローバル化を加速し成長を追求する成長戦略のもと、長期的な株主価値向上を実現する攻めのガバナンス体制
の確立のために、中長期的な経営課題・成長戦略における主要なリスク等について、取締役会で議論により時間をかける必要があること、そ
のような議論を可能とする体制を構築する必要があることが、明らかとなりました。 

取締役会は、この評価結果を踏まえて、取締役会において主要事業についての中長期的な戦略・事業計画の検証を行う定期的な機会を設
け、事業の方向性を共有することにより取締役会での議論をより深めることとしています。取締役会の実効性については、今後とも検討を行い
向上を図ってまいります。 

例５６ 
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補充原則４－１4②取締役等に対するトレーニング 

１．対象者・内容 

補充原則４－14② 

 上場会社は、取締役・監査役に対するトレーニングの方針について開示を行うべきである。 

例５８（監査役会設置会社） 

社内取締役については、就任時に財務・会計、コンプライアンスに関連する外部セミナーを受講し、就任後においても、対象者の知識・経験等
を勘案した外部セミナー・研修の受講、個別コーチングを通じた知識の習得等を継続的に実施することとしており、会社がこれらの自己研鑽に
必要な支援を行います。また、役員集合研修や社外講師による講話・意見交換等を定期的に実施し、取締役に求められる役割を果たすため
に必要となる情報や知識を提供します。 
社内監査役については、経理・財務部門未経験者が就任した際には、財務会計に関連する外部セミナーを受講し、就任後においても、監査手
法・CSR・リスクマネジメント・コンプライアンス等のセミナーの中から、対象者の知識・経験等に応じた内容を受講することとしており、会社がこ
れらの自己研鑽に必要な支援を行います。 
社外取締役及び社外監査役については、当社グループや航空業界に対する理解を深めるために、就任時に当社グループの業務内容の説明
を行い、就任後においても空港・整備・運航・客室等の現場や施設の視察をする機会を設けています。また、航空業界の基本知識に係わる講
習や、主要なグループ各社の事業内容の説明等を継続的に実施しています。 

例５９（監査役会設置会社） 

社外取締役および社外監査役については、専門分野や企業経営に関わった経験の度合いがそれぞれ大きく異なることから、個々のバックグラ
ウンド等を踏まえて個別に対応しています。 

例６０（指名委員会等設置会社） 

当社では、取締役・執行役がその職責を十分に果たせるようにするため、社外専門家による法務・財務等の研修、メディアトレーニング等の各
種トレーニングを適宜実施するとともに、必要に応じて社外の研修会に参加することとしています。また、社外取締役に対しては、当社の事業
内容や組織、経営課題について説明を実施するとともに、適宜当社発電所や事業所等の視察を実施するなど、当社事業への理解を深める機
会を提供することとしています。 
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補充原則４－１4②取締役等に対するトレーニング（つづき） 

例６１（監査等委員会設置会社） 

取締役（社外取締役を除く）に対しては，就任時に所管部門から取締役としての義務・責任を中心とする事項に関する説明を実施するとともに，
就任後も社外有識者による講義等の機会を提供するほか，第31条に定める取締役会全体の実効性に関する分析・評価の結果に基づき，必
要と認める場合には適宜適切なトレーニングの機会を設けるものとする。 

例６２（監査役会設置会社） 

 (1)当社は役員就任時にその役割・責務（遵守すべき法令・ルール含む）に関する教育を実施する。 
  1)企業理念（●●●●● GROUP VISION、ＣＳＲ方針等含む） 
  2)事業・財務・組織等に関する必要な知識 
  3)役員の義務と責任（遵守すべき法令・ルール、コーポレートガバナンス・コード） 
  4)内部統制システム 
 
 (2)当社は必要知識習得や適切な更新の機会提供・斡旋を行い、その費用の支援を行う。 
  1)社内役員研修会の開催 
  2)外部講師招聘による講習会・講演会の開催（法令・コンプライアンス・安全・品質・技術 等） 
  3)所属団体が開催する各種大会、講演会、見学会及びその他の外部セミナー等への参加 

２．タイミング 

例６３（監査役会設置会社） 

取締役を対象に、人脈形成、経営者の視点・視野・視座の向上、グローバルリーダーの心構えを構築することを目的に四半期に１回、勉強会を
実施しております。 
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補充原則４－１4②取締役等に対するトレーニング（つづき） 

例６４（指名委員会等設置会社） 

 取締役を対象とした研修会等は、取締役からの要望をふまえ、随時企画・実施しています。新任の社外取締役については、当社取締役への
就任に備え、会社概要、企業理念、経営状況、コーポレートガバナンスに関する事項および各種役員関連規程等の説明を、就任前に実施して
います。さらに就任後は、当社への理解を深めることを目的に、当社の事業活動、医薬品業界の動向、当社の経営環境等について、担当する
執行役による説明会や事業所の視察等を早期に実施しています。 
 また、取締役および執行役を対象としたコンプライアンス役員研修会を定期的に実施しています。 
 新任の執行役については、執行役の役割や義務、責任、会社との契約形態および執行役として知っておくべき法的知識の修得を図ること、
当社役員関連規程への理解を図ること、また、エグゼクティブとしてのリーダーシップを高めることに資する知識・スキルの修得を図ることを目
的として、就任後、速やかに新任執行役研修を実施することとしています。 
 なお、2014年度の役員研修会の実施状況については、当社第103期事業報告において開示しています。 

３．実施状況の開示・報告 

例６５（監査役会設置会社） 

 経営企画室長は、取締役および監査役のトレーニングの実施状況を毎年取締役会に報告します。 
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平成 27年 10月 20日 

コーポレートガバナンス・コードへの対応状況と今後の会議の運営方針 

「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（１） 

 

１．これまでのコーポレートガバナンス・コードへの対応状況 

（高い実施（コンプライ）率） 

 本年６月のコーポレートガバナンス・コードの適用開始を受け、各上場会社によるコーポ

レート・ガバナンス報告書の提出が進んでいる。これまでのところ、各原則が実施（コンプ

ライ）されている率は高く、独立社外取締役の導入が進んでいるほか、株式の政策保有につ

いての方針の開示も進捗が見られる。 

 これらの高いコンプライ率等が、真に実質を伴ったものとなっているのかは、本フォロー

アップ会議においても、更に検証していく必要があるが、同時に、企業と投資家との間にお

ける対話の過程においても、深度ある建設的な議論が行われることを期待したい。 

（エクスプレインへの取組み） 

 これまで提出されたコーポレート・ガバナンス報告書に関して、コンプライすることを所

与のものとして、説明（エクスプレイン）することを躊躇する傾向も見受けられるが、形だ

けコンプライするよりも、コンプライしていない理由を積極的にエクスプレインする方が、

評価に値するケースも少なくないとの指摘が多く出された。一方、現状では、例えば、当社

においてはむしろコンプライしない方が企業価値の向上につながるといった形での、踏み込

んだエクスプレインが足りていないのではないかという指摘もなされた。 

 また、コンプライしつつ、あわせて具体的な取組みについてエクスプレインしているもの

もあり、こうした姿勢は企業と投資家との間の建設的な対話に資するものであることから、

他の企業においても参考とされていくべきではないかとの指摘があった。 

 エクスプレインの方法等については、以上のような指摘等を踏まえ、各企業において更な

る工夫が行われていくことを期待したい。 

２．今後のフォローアップ会議の運営方針 

 今後のフォローアップ会議の運営については、当面、月１回のペースで開催し、その都度、

テーマを設けて、 

・ ガバナンス体制の強化が、形式だけでなく、実質を伴ったものとなっているか 

・ ガバナンス体制の強化が中長期的に経済の好循環につながっていくものとなっているか 

・ 企業と投資家の対話が建設的な形で進んでいるか 

といった観点から議論・検証することとする。 



 

 

 今後の議論の中で、コードの趣旨に照らして、注意喚起をしておくことが適当と考えられ

る事項や、ベストプラクティスと考えられる事例等が出てきた場合には、その都度、機動的

にフォローアップ会議としての意見書を取りまとめて公表することとしたい。 

 内外の関係者において、フォローアップ会議で議論・検証されるべきと考えられる事項、

その他コーポレートガバナンスの更なる充実等に関する意見があれば、事務局までお寄せい

ただきたい*。 

* 意見募集の詳細については、金融庁ウェブサイト（下記リンク）を参照。 

  http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20150924-1.html 

 

 なお、９月 24日の第１回フォローアップ会議においては、以下の問題提起があったが、こ

れらについては、更にフォローアップ会議において議論を重ねていくこととしたい。 

・ 取締役会の役割 

  各企業の取締役会が、コーポレートガバナンス・コードに言う「独立した客観的な立場」

（原則４－３）を真に実現していると表明するためには、単に独立社外取締役の設置とい

うことにとどまらず、監督と執行の分離のあり方等を含めたガバナンス全体のあり方につ

いての真剣な検討と、それに基づいたガバナンス体制の全般的な見直しが必要となるはず

である。こうした検討や見直しが、どこまで各企業において行われているのか。 

・ 経営陣トップの選解任 

  コーポレートガバナンスを考える上で、経営陣トップの選任や解任は極めて重要な問題

である。後継者計画（サクセションプラン）の策定や、それに基づく経営陣トップの選任・

解任はどのように進めていくべきなのか。 

・ 株式の政策保有 

  株式の政策保有の水準は、歴史的に見ると、ピーク時（1990年代初頭）に比べ低水準に

あるが、現在でも、なお一定の水準にある。金融機関については政策保有の方針の開示が

進んでいるケースも見られるが、事業法人による対応等も含め、今後の推移等はよく検証

していく必要があるのではないか。 

・ 企業と機関投資家との対話 

  機関投資家には、企業経営者に「気づき」を与えるような、企業との質の高い対話が期

待されているにも関わらず、現状において、国内における対話はそのような水準に達して

いないのではないか。また、資産運用者（アセット・マネージャー）に運用を委託してい

る資産保有者（アセット・オーナー）としての機関投資家の役割も重要ではないか。さら

に、議決権行使助言会社の推奨やその活用のあり方についても、検証していく必要がある

のではないか。 

http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20150924-1.html
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平成 28 年２月 18 日 

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） 

Ⅰ．はじめに 

コーポレートガバナンス・コード（「コード」）の導入を受け、3,500 社を超

える上場会社において、コーポレートガバナンスのあり方についての検討が行

われ、昨年 12 月末までに、約７割にあたる 2,500 社を超える上場会社が、コ

ードへの対応状況を公表した。 

これまでに公表されたコードへの対応状況を見ると、東証第一部・第二部に

上場している会社の開示によれば、約８割の会社が原則の９割以上をコンプラ

イ（実施）するなど、各原則は高い比率でコンプライされている。また、コー

ドが求める開示やエクスプレイン（説明）の内容を見ると、企業におけるコー

ポレートガバナンスへの取組みを真摯かつ分かりやすくステークホルダーに

伝えようとする意思の伝わってくる開示も多く見られる。このように、コード

の導入を期に、コーポレートガバナンスの向上に向けた動きが広がっている。 

このうち、取締役会を巡る動きを見ると、その監督機能のあり方が議論され、

２名以上の独立社外取締役の選任を行う上場会社が東証第一部全体の約半数

に達し、監督機能の一層の発揮を目指してモニタリング型に移行する例も見ら

れるなど、大きな変化が起きている。一方、コードの適用直後ということもあ

り、例えば、多くの上場会社が取締役会の実効性の評価についてはこれから取

り組むとしているなど、コードに対応して、如何に取締役会を構成し、運営し、

評価し、改善していくかについては、これから取組みが本格化していくところ

である。また、スチュワードシップ・コードに基づく投資家と上場会社との対

話を通じたコードの適用の状況の確認も、これから本格化していくところであ

る。 

本意見書は、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ドへの対応状況を踏まえ、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

ものである。 
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Ⅱ．企業を取り巻く経営環境の変化と取締役会のあり方 

 上場会社を取り巻く環境がグローバル化、技術革新の進展、少子高齢化、社

会・環境問題への関心の高まりなどにより大きく変化し続ける中、会社が直面

する経営上の課題も複雑化しており、日本の企業の多くが、必ずしもこうした

変化に即応できていないのではないかと指摘されている。 

 このような経営環境の変化や経営課題の複雑化に対応しながら、上場会社が

持続的に成長し、中長期的に企業価値を向上させていくためには、経営陣が、

最高経営責任者（ＣＥＯ）を中心として、絶え間なく、先見性のある、適確な

経営判断を行っていくことが重要である。このためにも、取締役会が行うＣＥ

Ｏの選解任は、上場会社にとって最も重要な戦略的意思決定であり、選解任を

適切に行うため、そのプロセスには、客観性・適時性・透明性が強く求められ

る。 

 また、取締役会は、ＣＥＯの選解任のほかにも、経営理念の確立や経営にか

かる戦略的な方向付けを行い、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える

環境を整備し、実効性の高い監督を行うという重要な役割・責務を担っており、

経営陣とともに会社におけるリーダーシップを発揮することが求められてい

る（原則４－１～３）。取締役会が、その独立性・客観性を確保しつつ、経営

環境や経営課題に適確に対応して、このようなリーダーシップを十分に発揮し

ていくためには、課題に対応するために必要な資質・多様性を備えた構成をと

るとともに、運営にあたっても、経営戦略やこれに適った経営陣幹部の選解任

など戦略的な議論を充実させることが求められている。 

 さらに、経営課題への適確な対応等の観点から、取締役会の実効性について

継続的に評価を行い、こうした評価について情報開示・説明を行うことにより、

ＰＤＣＡサイクルを実現し、取締役会の機能の向上を絶えず図っていくことが

求められている。 

１．最高経営責任者（ＣＥＯ）の選解任のあり方（補充原則４－１③、４－３

①等） 

 競争の高まりと、不連続かつ急激な環境変化の下では、ＣＥＯの能力が会

社の命運を左右する。最高経営責任者（ＣＥＯ）の選解任は、会社の持続的

な成長と中長期的な企業価値の向上を実現していく上で、上場会社にとって

最も重要な戦略的意思決定であり、そのプロセスには、客観性・適時性・透

明性が求められる（補充原則４－３①）。 
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(１)  日本企業に最も不足しているのはＣＥＯとしての資質を備えた人材で

あるとの指摘がある。こうした課題へ対処するため、ＣＥＯ候補者の人

材育成及びＣＥＯの選任には、中長期的な観点から、十分な時間と資源

をかけて取り組むことが重要である。また、選任のための後継者計画の

策定及び運用（補充原則４－１③）にあたっては、社内論理のみが優先

される不透明なプロセスによることなく、客観性・適時性・透明性を確

保するような手続が求められる。 

 このような観点から種々の取組みを進めている上場会社がある。 

（取組みの例）（注）

・ 企業の中長期的な戦略を踏まえ、将来のＣＥＯに求められる資質（あ

るべき像）を十分に議論する。また、議論の結果を社内で共有する。 

・ 取締役会において、ＣＥＯとなりうる人材の育成方針を定め、その方

針の下、早期の段階から候補となりうる者を複数選定し、必要となる

実務経験を積ませつつテストを行うことによって、候補を入れ替えな

がら、人材を育成する。 

・ 取締役会において、ＣＥＯの候補者複数名を明らかにし、十分な時間

をかけ、取締役会が候補者の資質を見極めるようなプロセスを設ける。

その際、社内のみならず、社外の人材にも目を向ける。 

・ 独立社外取締役の十分な関与を得るため、指名委員会、指名にかかる

任意の諮問委員会（補充原則４－10①）や、エグゼクティブセッショ

ン（独立社外者のみを構成員とする会合（補充原則４－８①））を活

用する。 

(２)  適切に会社の業績等の評価を行ったうえで、ＣＥＯに問題があると認

められるような場合には、ＣＥＯを解任できる仕組みを整えておくこと

が必要である。その際にも、取締役会が適時・適切にＣＥＯを解任でき

るよう、取締役会の経営陣からの独立性・客観性が十分に確保されてい

ることが重要である。 

２．取締役会の構成（原則４－７～９、４－11等） 

経営環境の変化や経営課題の複雑化に対応して求められる役割・責務を果

（注）本意見書で紹介する「取組みの例」は、コードの実効性を確保していく上で重要と考えら

れる事項に関し、フォローアップ会議において紹介された取組み例等を参考として示した

ものであり、これらが新たに形式的なルールを構成することにならないよう留意する必要

がある。



4 

たしていくため、取締役会は、必要とされる資質・多様性を備えるとともに、

独立性・客観性を確保していくことが重要である。 

(１)  取締役会の構成（原則４－11）について、これまでのコードの実施状

況を見ると、会社の事業・ステージ、経営環境や経営課題に応じて、取

締役会メンバーの資質のバランスや多様性を充実させる取組みが見られ

るところであり、このような取組みが会社の持続的成長と中長期的な企

業価値の向上を後押ししていくことが期待される。 

（取組みの例） 

・ 自社が成長分野と位置づけている分野における専門家等の選任 

・ 自社と異なる事業分野における経験・見識を持つ経営経験者等の選任 

・ 国際的な事業展開のためグローバルな人材の選任

(２)  各上場会社による独立社外取締役の選任は着実に増加しており、取締

役会の３分の１以上の独立社外取締役を選任している企業も東証第一部

上場会社の１割以上に上っている。ステークホルダーの関心は、独立社

外取締役の人数の増加だけでなく、その資質のバランスや多様性の充実

に移ってきている。経営環境や経営課題に応じ、例えば社内では得られ

ない知見や経歴を基に、中長期的な企業価値の向上に向けた経営戦略や

経営陣幹部の選解任についての議論を含め、取締役会の役割・責務の発

揮に積極的に貢献できる資質を持った独立社外取締役が、より多く選任

されるよう、一層の取組みが期待される。 

(３)  また、取締役会の独立性・客観性を一層確保するため、更なる取組み

を行っている上場会社があり、このような取組みが上場会社の取締役会

の独立性・客観性を向上させていくことが期待される。 

（取組みの例） 

・ 監査役会・監査等委員会設置会社を中心に、指名・報酬等にかかる任

意の諮問委員会等を活用する（補充原則４－10①）。その際、独立社

外取締役を過半とし、委員長を独立社外取締役にする。 

・ ＣＥＯと取締役会議長を分離する。 

・ 米国における事例も踏まえ、取締役会と経営陣の実効的な役割分担を

図るため、筆頭独立社外取締役を設置する。 

・ 独立社外取締役の選任プロセス自体に独立社外取締役が主体的に関

与する。
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(４)  監査委員会・監査等委員会（以下「監査委員会等」）が業務監査・会計

監査等の重要な役割・責務を適切に果たすためには、監査委員会等が独

立性・客観性を確保する必要がある。委員長を独立社外取締役とするこ

とは、監査委員会等の独立した客観的な立場を高めることに資する取組

みと考えられる。 

(５)  取締役会や監査委員会等の独立性・客観性が実質的に確保され、その

機能が十分に発揮されるか否かは、しばしば、ＣＥＯが、取締役会等の

「独立した客観的な立場」という特性を、経営判断等を行う上で活かす

意思があるかどうかにかかっている。こうした観点からも、ＣＥＯの選

解任は、上場会社にとって重要な課題である。 

(６)  コードでは、取締役会の構成に関する考え方、取締役候補の指名や経

営陣幹部の選任に関する方針・手続の開示、個々の選任・指名について

の説明（補充原則４－11①、原則３－１（iv）（v））が求められている。

このような開示や説明の内容は、各上場会社が、経営環境や経営課題に

対応して、如何なる取締役会の構成をとること等により取締役会が求め

られる役割を果たしていこうとしているかが具体的に分かるようなもの

となっていることが重要である。 

３．取締役会の運営（原則４－８、４－10、４－12～14 等） 

上場会社やその企業集団が経営環境の変化や経営課題の複雑化に対応し

ていくためには、取締役会における戦略的な方向付けや会社の業績の適切な

評価等に関する議論を充実させていくことが重要である。 

(１)  取締役会は、経営環境の変化と経営課題の複雑化に対応しながら、経

営陣を監督し、また、経営陣とともに求められるリーダーシップを発揮

していく観点から、以下のような議論を充実させていくべきである。 

・ 戦略的方向付けとこれに基づく具体的な経営戦略や経営計画 

・ 会社の業績の適切な評価とこれに基づく経営戦略等の見直し及び経

営陣幹部の選解任・報酬の決定 

・ 内部統制・リスク管理体制の整備 

(２)  取締役会において、このような議論を充実させていくためには、論点

の明確化、議案の絞込みや十分な審議時間の確保など（補充原則４－

12①）、運営上の工夫が必要である。 
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（取組みの例） 

・ 議案について、効果的に取締役会の意見が引き出されるよう、論点・

問題意識を明確にする。また、その際、取締役会議長が適切にリーダ

ーシップを発揮する。 

・ 事業活動上、戦略的に重要と考えられる議案については、金額基準に

とらわれず、取締役会で議論を行う一方で、議案数を絞り込むため、

経営陣に委任することが適当な業務執行の決定権限については、委任

を適切に進める。 

・ 取締役会の議案として、「報告事項」、「決議事項」に加え、「審議事項」

を導入し、重要なテーマについて決議に先立って取締役会で議論する。 

・ 中長期的な戦略を議論するために必要な経営・財務情報を、適時に取

締役会に対して報告する。 

・ 各議案についての議論が実質的に行われるよう、議案１件ごとに適正

な審議時間を確保する。 

・ 取締役会の適切な運営を支えるための人員体制の充実を図る。 

(３)  社内取締役が業務を執行する場合、取締役会において、担当する業務

の執行者としての立場からの参画に終始するケースもあるとの指摘があ

る。社内業務執行取締役は、執行者としての役割にとどまらず、取締役

として業務執行全体や他の取締役の職務の執行の監督等を行う役割も担

っていることについて、認識を深めるべきである。 

(４)  取締役会において独立社外取締役が戦略的方向付け等の議論に貢献で

きるよう、環境整備を行うことが必要である。 

（取組みの例） 

・ 独立社外取締役への報告・情報提供の工夫を行う。 

・ 独立社外取締役に、時期（就任時、就任後）、会社の状況等に応じた

適切なトレーニングの機会を提供する（原則４－14）。 

・ 独立社外取締役と会社の状況に通じた常勤監査役等との間での情報

交換を行う。 

・ エグゼクティブセッションを活用する。 

・ 独立社外取締役から取締役会の議案を募る。 
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(５)  独立社外取締役の役割・責務として、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（原則４－７（iv））

が重要である。 

(６)  不祥事防止の観点から、内部通報は最後の防波堤であり、こうした内

部通報の機能を十分に発揮させるためには、例えば、社外取締役・社外

監査役を内部通報のレポートラインとするなど、経営陣から独立した窓

口に情報が伝達される仕組みを整備することが適切である。 

４．取締役会の実効性の評価（原則４－11） 

取締役会の資質・多様性やその運営を充実させていくための取組みが有

効に行われているかなど、取締役会全体としての実効性の評価を行い、次

の取組みに継続的につなげていくことが重要である。 

(１)  本年５月末をもってコード適用開始から一年が経過することから、各

上場会社において、取締役会の構成や運営状況等の実効性について、適

切に評価を行うことが期待される。評価の実施に際しては、企業の置か

れた状況に応じ、様々な取組みが考えられるが、取締役会メンバー一人

一人による率直な評価がまずもって重要となると考えられる。 

（取組みの例） 

・ 各取締役に、各自の取締役会への貢献について自己評価を求めるとと

もに、取締役会がその役割・責務を十分に果たしているか、より実効

性を高めるためにどのような課題があるかについても聴取する。 

・ 指名委員会や独立社外取締役のみによる会合も活用するなど、独立社

外取締役の主体的な関与を確保する。 

・ 任意の委員会も含め、取締役会に設置された各委員会の運営状況等も

評価の対象とする。 

・ 英国における経験も踏まえ、評価の独立性・客観性をより高める観点

から外部の眼も入れた評価を行う。また、評価機関との利益相反関係

の有無を明らかにするため、その名称の公表を行う。 

(２)  取締役会の実効性を適確に評価するためには、会社の持続的な成長と

中長期的な企業価値の向上に向けて、取締役会が果たすべき役割・責務

を明確化することがまずもって求められる。その上で、評価の実施にあ

たっては、こうした役割・責務に照らし、取締役会の構成・運営状況等

が実効性あるものとなっているかについて、実質的な評価を行うことが
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必要である。 

(３)  取締役会が、その資質・多様性や運営を充実させていくためのＰＤＣ

Ａサイクルを実現するに際しては、自らの取組みや実効性の評価の結果

の概要について、ステークホルダーに分かりやすく情報開示・説明を行

うことが重要である。 

Ⅲ．おわりに 

 多くの上場会社において、現在、６月の株主総会に向けた取締役候補の検討

や、取締役会の実効性の評価への準備が始まっているところである。各上場会

社におかれては、本意見書を参考に、資質とリーダーシップを有する取締役を

計画的に育成・選任し、独立性・客観性を備えた取締役会を構成すること、ま

た、取締役会の適確な評価を行うことにより、取締役会の実効性向上に向けた

ＰＤＣＡサイクルを作り上げていくことが期待される。 

このような各上場会社によるコーポレートガバナンスの充実に向けた真摯

な取組みが、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上、ひいては日本経

済の好循環を実現していくことを期待し、本意見書の結びとしたい。 
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