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公開会社法――監査役制度を中心に 

伊 藤 靖 史 
 
１ はじめに 

 
（１）会社法改正をめぐる動向 
 
法制審議会第 162 回会議 
（http://www.moj.go.jp/housei/houseishingikai/shingi2_100224-1.html：議事録等も掲載） 
 
法務大臣諮問第 91 号 
「会社法制について、会社が社会的、経済的に重要な役割を果たしていることに照らして

会社を取り巻く幅広い利害関係者からの一層の信頼を確保する観点から、企業統治の在り

方や親子会社に関する規律等を見直す必要があると思われるので、その要綱を示された

い。」 
 
→「会社法制部会」（新設）に付託し審議 
 会社法制部会第 1 回会議は 2010 年 4 月 28 日の予定 
 
第 162 回会議の議事録から分かること： 
 
①諮問第 91 号が行われた理由 
 
理由 1＝会社を取り巻く利害関係者の一層の信頼を確保するという観点から、より望ましい

企業統治のあり方を検討する必要がある 
 
∵近時、経営者から影響を受けない外部者による経営の監督の必要性や監査役の機能強化

等、経営者である取締役の業務執行に対する監督・監査の在り方を見直すべきではない

かといった企業統治の在り方に関する指摘 
 
理由 2＝会社を取り巻く利害関係者の一層の信頼を確保するという観点から、親子会社に関

する規律につきましてもその具体的な在り方を検討する必要 
 
∵従来から、企業結合法制（親会社の株主の保護のための規律、子会社の少数株主・債権

者等の保護のための規律）を見直すべきではないかという指摘。会社法においてすでに
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一部ルールはあるが、より体系的な整備の必要性が継続的に指摘。会社法制定時にも附

帯決議 
 
衆議院法務委員会附帯決議 
「八 企業再編の自由化及び規制緩和に伴い、企業グループや親子会社など企業結合を利

用した事業展開が広く利用される中で、それぞれの会社の株主その他の利害関係者の利益

が損なわれることのないよう、情報開示制度の一層の充実を図るほか、親子会社関係に係

る取締役等の責任のあり方等、いわゆる企業結合法制について、検討を行うこと。」 
 
参議院法務委員会附帯決議 ＊衆議院と同文 
 
②「公開会社法」制定を目指した諮問ではないこと（会社法制一般の問題として検討） 
 
③上記①で述べた 2 つを大きな柱として検討を行うこと（しかし、その 2 つの柱に関連し

てその他の問題に検討が及ぶことを排除するものではないこと） 
 
④実務からは「会社法制定からまだ 3 年半しか経っていないのになぜまた改正か」という

批判も強いこと 
 
（２）報告の対象 
 
上記（１）①＝会社法制部会による検討の柱のひとつが、企業統治 
――その背景は、近年の「公開会社法」を求める動向 
＝部会の審議でも、「公開会社法」論議で問題とされてきた企業統治に関する事項が検討対

象になることが予想される 
 
民主党公開会社法プロジェクトチーム「公開会社法（仮称）制定に向けて」 
（2009.9.28 日経シンポジウム「変貌する資本市場―適正な市場ルールと執行の行方を探る

―」資料） http://www.nikkei.co.jp/hensei/comp09/pdf/comp09_2.pdf 
 
「5.民主党の『公開会社法』（仮称）制定でどのように変わるか」から 
（２）内部統制を強めることで、企業統治が向上する 
○資本市場が要求する企業統治を実現する 
・社外取締役の条件を強める 
※委員会設置会社と取締役会・監査役併設会社の選択性は維持する 

○監査役の一部を従業員代表から選任する 
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○監査役の独立性、機能性を強化する 
・公認会計士、監査法人の監査役会等に対する報告義務を設ける 

○公認会計士の「インセンティブのねじれ」を解消する 
・公認会計士の選任、報酬決定の権限を監査役会等に移行する 

 
→これらの点を中心に検討 
 報告では、監査役会設置会社かつ上場会社を念頭に置く 
 「会社法」の改正に限らず、上場規則等にも言及 
 
２ 監査役の独立性・機能性の強化 

 
（１）何が議論されているか 
 
「5.民主党の『公開会社法』（仮称）制定でどのように変わるか」 
＝「監査役の独立性、機能性を強化する」 
 
→SG2009, pp.11-12; CPA2009, pp.11-13 では以下の事項が議論 
○監査役監査を支える人材・体制の確保、内部監査・内部統制部門との連携 
○独立性の高い社外監査役の選任 
○財務・会計に関する知見を有する監査役の選任 
○会計監査人との連携 
 
（２）監査役の独立性・機能性の強化 
 
（１）に述べた事柄＝どこまでが法規定で規律すべき事柄？ 
SG2009・CPA2009 も、これらの問題については、法律や規則による規律ではなく、開示

による規律を考えている 
 
具体的にどこまで規律？――米国の例： 
 
○SOX301 条(m)項→規則 10A-3 
自主規制機関（取引所等）は、次の要件を満たさない発行者の証券の上場を認めてはなら

ない 
①外部監査人の選任・報酬決定・監督について直接に責任を負う 
②各構成員の独立性 
③不平の受付け・内部告発に関する手続きの確立 
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④独立した法律顧問等の助言者を雇用する権限 
⑤会計事務所・助言者の報酬を決定する権限 
 
→NYSE 上場規則 

303A.02：独立性の基準 
①会社と重要な関係を有しないこと 
＋②雇用関係、③（家族を含めて）取締役報酬以外の報酬の受領、④監査

人との関係、⑤交差兼務関係、⑥事業上の関係、についての要件 
303A.06：規則 10A-3 の要件を充たす監査委員会の設置の義務付け 
303A.07：監査委員会の構成・職務 

 
○SOX407 条→レギュレーション S-K 項目 407(d)(5)(i)  
開示書類において、監査委員会の中に 1 名以上の財務専門家を有するか否か、有する場合

にはその氏名と独立性、有しない場合にはその理由を開示しなければならない 
 
財務専門家の定義（レギュレーション S-K 項目 407(d)(5)(ii)） 
＝財務専門家の属性：GAAP・財務諸表についての理解、GAAP の一般的な適用を評価す

る能力、財務諸表作成等の経験、内部統制についての理解、監査委員会の機能につい

ての理解 
 属性の獲得方法：CFO 等としての教育および経験、CFO 等を積極的に監督した経験、会

計士の業務の監督または評価の経験、その他関連する経験 
――人材確保の容易性を考慮して、広い範囲のものが含まれる 
 
→いずれにしても、「監査委員会に財務専門家を含めること」を直接強制するのではなく、

開示を通じた誘導 
 
（３）監査役の現実 
 
監査協アンケート 2010, p.9：監査役スタッフの平均人数（専属スタッフまたは兼務スタッ

フがいる上場会社） 
平均総数＝2.03 人 
平均専属スタッフ数＝0.79 人 
平均兼務スタッフ数＝1.24 人 

→スタッフの総数はあまり増えず、兼務スタッフが増える傾向 
 
３ 監査役の権限拡充 
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（１）何が議論されているか 
 
２で取り上げた問題＝監査役の独立性・機能性の強化 
監査役については、権限の拡充も議論されてきた 
――会計監査人の選任議案・報酬の決定権限についての議論（後述４）もそのひとつ 
  それ以外に、監査役の「権限の拡充」として近年議論されたこと： 
○第三者割当増資について、監査役会がその合理性に関する理由・意見等を取引所に提出

すること等（監査協 2009, pp.64-73） 
○買収防衛策への関与（監査協 2009, pp.74-79） 
＊もっとも、後者は、現行法上も認められる監査役による議案の調査（会社 384 条）等を

買収防衛策についても行うという議論 
 
←反対：権限の拡充ではなく既存の権限を十分に行使するための企業努力が重要（経団連

2009, p.10） 
 
（２）上場規則の改正 
 
東証有価証券上場規程（2009 年改訂） 
 ＊大証企業行動規範に関する規則（2010 年改訂）も同様 
「（第三者割当に係る遵守事項） 
第 432 条 上場会社は、第三者割当による募集株式等の割当てを行う場合（施行規則で定め

る議決権の比率が 25％以上となる場合に限る。）又は当該割当て及び当該割当てに係る募集

株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合は、次の各号に掲げる

手続のいずれかを行うものとする。ただし、当該割当ての緊急性が極めて高いものとして

施行規則で定める場合はこの限りでない。 
(１) 経営者から一定程度独立した者による当該割当ての必要性及び相当性に関する意見の

入手 
(２) 当該割当てに係る株主総会決議などによる株主の意思確認」 
 
→通常は「(１) 経営者から一定程度独立した者による当該割当ての必要性及び相当性に関

する意見の入手」の手続 
 経営陣から一定程度独立した者＝社外監査役も含まれる 
 
第三者割当ての必要性・相当性に関する意見＝単なる適法性監査ではない 
but 会社法上も、監査役会が適法性監査をはみ出す権限を有することあり 
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・役員の責任追及の訴え提起の判断、不提訴理由の通知（会社 386Ⅰ・847Ⅳ） 
・内部統制システム、会社支配の基本方針について監査報告に記載（会社則 129Ⅰ⑤⑥・130

Ⅱ②） 
＝政策的要素が低く、また、取締役の利益相反が存する事項 
→第三者割当増資についてもこれらと同様に考えられるといえそう（座談会 2009, pp.13-14
［岩原］） 

 
（３）監査役のベストプラクティス 
 
監査協 2010：3 つの問題について検討 
○内部統制システムに関する監査 
○会計監査人の監査報酬・選任議案の同意 
○株主と経営執行者の利害調整 
 
特徴＝監査役のベストプラクティス（法制度の枠内で自主・自律的に工夫することができ、

かつ立法趣旨に即し、監査役監査の実効性を高めるため、各監査役の実務上のガイドライ

ンとなるモデル的な手続）の詳細な記述、その上で、今後の法改正の必要性等を記述 
 
（２）で述べた東証・大証の上場規則の改正 
→第三者割当増資に関する監査役監査のベストプラクティス 
 （「株主と経営執行者の利害調整」の問題として） 
 
［第三者割当に関する監査役監査のベストプラクティス：詳細は監査協 2010, pp.79-99］ 
・監査役監査としての基本的な考え方・着眼点・留意点 
 ＝第三者割当の発行価額や発行条件等の決定に係る意思決定が、慎重かつ適切な社内手

続きを経て行われることについて、当該経営判断プロセスの状況を重点的に監視し検

証すること 
有利発行該当性に係る適法性に関する意見表明にあたって、株主が最終的な判断を行

うために必要な情報を提供するよう努めること 
経営者から独立した会社機関として、会社役員の地位の維持を目的として株主の共同

の利益に反する大規模第三者割当が行われるものでないか監査すること 
・第三者割当実施の前提の確認 
 ＝会社の資金繰り状況や資金調達状況についての日常的な把握 
  資金調達の必要性や資金調達の方策の比較検討の状況を確認 
・第三者割当の選択・発行条件・割当先の具体的確認 
 ＝第三者割当の合理性・発行条件の確認 
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  専門家による意見書等の入手 
  経営執行部門に対して監査役総意としての意見表明 
・第三者割当実施後の確認 
 
（４）権限拡充の問題点 
 
岩原 2009, p.24 で指摘される問題点： 
 
昭和 49 年商法改正以来、監査役の独立性・権限の強化を図る制度改正が度々行われてきた

にもかかわらず、実際にその権限が行使されることはほとんどなく、監査役監査の実効性

にも疑問が持たれている 
 
＝権限拡大をしたとしてもたいして効果が期待できないのでは 
 （そもそもこれまでの監査役制度の改正には、根本的には取締役会制度の改革が求めら

れているのにそれを避けるために監査役制度の改正でお茶を濁してきたという側面や、

取締役に関する規制の緩和とセットで監査役制度の強化を行ってきたという側面あり） 
 
４ 会計監査人の選任と報酬の決定 

 
（１）何が議論されているか 
 
現行法：会計監査人の選任議案の決定は取締役会、報酬の決定は取締役の権限 
    ＋それぞれについて監査役会に同意権（会社 344・399） 
 
＝会計監査人が監査対象である被監査会社の経営者との間で監査契約を締結し、監査報酬

が被監査会社の経営者から会計監査人に支払われるという仕組みであり、「インセンティ

ブのねじれ」が存在するといわれる 
 
→選任議案・報酬の決定権を監査役会に移すべきではないかという提案（SG2009, pp.12-13; 
CPA2009, pp.7-11） 
 
＊財務計算に関する書類について監査をする公認会計士・監査法人（金商 193 の 2） 
 ＝会社法上の会計監査人と通常は同一 
  （東証有価証券上場規程 438 条、大証企業行動規範に関する規則 9 条） 
 ＝一体の立法の必要（岩原 2009, p.29） 
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――2007 年の公認会計士法改正の際の議論に遡る（←カネボウ事件） 
 
衆議院財務金融委員会附帯決議 
「財務情報の適正性の確保のためには、企業のガバナンスが前提であり、監査役又は監査

委員会の機能の適切な発揮を図るとともに、監査人の選任決議案の決定権や監査報酬の決

定権限を監査役に付与する措置についても、引き続き真剣な検討を行い、早急に結論を得

るよう努めること。」 
 
参議院財政金融委員会附帯決議 
「財務情報の適正性の確保のためには、企業内におけるガバナンスの充実・強化が不可欠

であることにかんがみ、監査役等の専門性及び独立性を踏まえ、その機能の適切な発揮を

図るとともに、監査人の選任議案の決定権や監査報酬の決定権を監査役等に付与する措置

についても、引き続き検討を行い、早急に結論を得るよう努めること。」 
 
←反対：監査役に会計監査人の選任議案や報酬を決定するという業務執行権限を与えるこ

ととなれば、業務執行を行わないがゆえに経営陣から独立の存在であることに大きな価

値がある監査役制度の趣旨に反し、監査役が会社の業務執行の一端を担うことにより、

業務執行の意思決定の二元化をもたらしかねない。すでにある同意権で十分（経団連 2009, 
pp.11-12） 

 
（２）同意権では足りない理由 
 
「インセンティブのねじれ」論＝同意権から決定権へ 
――なぜ同意権では足りないのか？ 
 
CPA2009, pp.9-10（主に監査報酬の決定権について論じる）： 
①同意権→「同意する」という決定へのバイアス 
・監査報酬について、「同意しない」という判断についての説明資料が入手できず、説明責

任を果たしきれないこともあり、「同意しない」と結論することが極めて困難 
・他方で、同意したことについての説明責任は問われにくく、同意することになりやすい 
②経営者は、監査報酬について、適切な監査時間の確保という観点からではなく、同業他

社との比較やコスト意識で判断する傾向 
 
（３）「インセンティブのねじれ」解消の問題点 
 
岩原 2009, pp.29-34 で指摘される問題点： 
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委員会設置会社の場合＝監査委員会に会計監査人の選任等の議案の決定権限（会社 404Ⅱ
②） 
（報酬については同意権。会社 399Ⅲ） 
――監査委員会が取締役によって構成されていることと関わる 
 監査委員は、取締役会メンバーとして経営者を監督し、経営者の選任・解任権を有する 
 監査委員会は、社内部門から、定期的かつ経営者から独立した情報提供を受ける 
（実際はともあれ日本の委員会設置会社の監査委員会についてもこのようなことが期待

される） 
 
以上の委員会設置会社との比較からすると、監査役会に会計監査人の選任議案・報酬につ

いての決定権限を付与することについては、次の問題点 
＝そのような仕組みがワークするためには、監査役会が、会社の会計部門等の内部組織や

会計監査人と独自の協力関係の下で、財務報告の作成・監査過程をモニターし総括する

ような体制が必要。他方で、そのような体制が構築されれば、「同意権」であっても監査

役会は大きな役割を果たしうる 
 
CPA2009 等の提案＝「権限を先に与えることでそのような体制が構築されることを期待す

る」もの（岩原 2009, pp.33-34） 
but 実務の努力によってそのような体制が任意に構築されることが先では 
 
＊実際には、十分な情報を入手し検討した上で同意の是非の判断を行っている監査役も存

在する一方、同意権の行使が形式的な手続に終わっており、執行部門の提示額を事後的

に承認しているにすぎない会社が少なからず存在（監査協 2010, p.17） 
 
（４）監査役のベストプラクティス 
 
３（３）で述べた監査協 2010 
＝会計監査人の監査報酬・選任議案の同意に関するベストプラクティスも定める 
 
監査役協会による実態調査から明らかになった問題点＝情報アクセス（同意を行うかどう

かを判断するための情報を早い段階から入手し、分析・検討を行う必要） 
→次のようなベストプラクティス 
 
［監査報酬の同意に関するベストプラクティス：詳細は監査協 2010, pp.63-68］ 
・事前の情報収集、報告聴取の早期着手 
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 ＝監査実績について執行部門から報告 
会計監査人との意見交換 
新年度の監査計画・報酬見積りについて執行部門・会計監査人双方からの情報提供 

・会計監査人の「監査計画」の内容の適切性・妥当性の主体的検討 
 ＝過不足のない人員・時間が充てられているか、担当取締役・会計監査人から説明を受

け、それぞれとの意見交換等を経て最終的に判断 
・会計監査人の「報酬見積り」の算出根拠の適切性・妥当性の検討 
 ＝監査時間・報酬単価の精査 
・同意プロセスの確立と書面の作成 
・事業年度を通じた会計監査人との緊密な連携の保持 
 
［選任議案の同意に関するベストプラクティス：詳細は監査協 2010, pp.69-78］ 
・会計監査人の監査活動の適切性・妥当性の検討 
・事前の報告聴取 
・同意プロセスの確立と書面の作成 
 
（５）取締役の選任・解任への関与の必要性？ 
 
監査役会は取締役の選任・解任権を有しないし、監査役の選任・解任議案の決定権は取締

役会（同意権はあるが） 
→会計監査人の選任議案・報酬についての決定権限を与えたとしても、監査役会が会計監

査等について独立した役割を果たすことは困難かも 
 
→より根本的な立法論として、監査役会に取締役の選任・解任への関与を認める提案 
 
例）監査役と非業務執行取締役との兼任（大杉 2007, pp.7-9） 
 
監査役と非業務執行取締役との兼任を認める＋公開会社かつ大会社にはこれを強制 
→監査役兼非業務執行取締役は： 
 ・取締役の選任・解任に関与、その他取締役としての権限 
 ・他方で、監査役として監査役会において監査計画の策定等  
 ありうる反論＝「自己監査」but 重要なのは監督機関が業務執行に携わらないこと 
 
５ 社外取締役・監査役の独立性 

 
（１）何が議論されているか 
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会社法上の社外取締役（会社 2⑮⑯） 
→親会社・兄弟会社・大株主である会社・主要取引先の出身者は、社外取締役・社外監査

役でありうる 
――これらの者について、独立性の点で問題があるとの指摘（SG2009, p.12; CPA2009, 

pp.11-12） 
 
←反対：独立性要件の厳格化ではなく、開示の充実を図ればよい（経団連 2009, p.10） 
 
（２）親会社・兄弟会社・大株主である会社・主要取引先の出身者のプラスマイナス 
 
会社法本体の社外取締役・社外監査役の定義を厳格化することには無理があるのだろうが、

問題は、そのような者が取締役であることのプラスマイナス 
 
プラス面？（経団連 2009, p.8） 
・当該会社の内容について知識や経験を有する 
・経営陣に対する影響力があることはガバナンス上好ましい側面も 
 
「親会社・兄弟会社・大株主である会社の取締役」 
＝そもそもその会社には親会社・兄弟会社・大株主である会社が存在 
→そのような会社においてもっとも重要な利害対立（エージェンシー問題）は、多数株主

と少数株主の間のそれ 
 
そのような利害対立において少数株主の利益を保護するよう行動ことが社外取締役に期待

されているのだとすれば、やはり、親会社・兄弟会社・大株主である会社の取締役は、ふ

さわしくない 
but これを社外取締役の定義のところで問題にする必要もないのかも 
  重要なのは、親会社等々の利益を優先させるような業務執行・取引が規律されること 

（たとえば、親会社との重要な取引について利害関係のない取締役の承認の有無によ

って親会社ないし子会社取締役の責任追及の容易さを変えるルールを設ける際には、

親会社等々の出身者は「利害関係のない取締役」に含めないとすればよい） 
 
＊米国 
監査委員の独立性＝①コンサルティング料等を受領せず、②発行者またはその子会社の関

係者（affiliated person）でない（規則 10A-3(b)(1)(ii)） 
→関係者の定義（同(e)(1)(i)(iii)） 
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・A が、直接または媒介者を通じて間接に、B を支配し、B によって支配され、共通の支

配に服する場合、A は B の関係者 
・関係者の執行役員等々は関係者とみなされる 
＝親会社の執行役員等は、子会社から見て関係者となり、独立性の要件を充たさない 

 
（３）子会社上場との関係 
 
子会社上場の問題 
＝親会社と上場子会社の利益相反関係、上場子会社の株主保護（SG2009, p.7-8） 
→子会社上場そのものを否定するかどうかはともかく、子会社上場を認める要件として、

親会社や兄弟会社の出身でない社外取締役・監査役の選任を求める等のルールの必要性 
 
取引所：新規上場の際に親会社からの独立性を審査 
    支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針の開示 
    （東証・大証「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」記載要領Ⅰ４） 
 
＊親子会社法制については、7 月の研究会で扱われる予定 
 
６ 従業員代表監査役 

 
（１）何が議論されているか 
 
１（２）に述べた「公開会社法（仮称）制定に向けて」では、「監査役の一部を従業員代表

から選任する」としか述べられていない 
 
連合 2009, pp.34-35（下線は報告者） 
「5．労働者の意見反映システムの確立等を進め、健全な産業・企業体質を構築する。 
(1) 政府は、企業のＣＳＲ（企業の社会的責任）への取り組みを強化させるとともに、地域

や消費者も含めたすべてのステークホルダーに対して情報を公開させる。なお、取り組み

にあたっては、雇用・労働・人権・環境分野を重視するとともに、重要なステークホルダ

ーである労働組合や従業員の意見反映や利益確保が十分に行われるものとする。 
①安全・安心で持続可能な社会の実現と組織の社会的責任の促進に向けた環境整備を実現

するため、「安全・安心で持続可能な未来に向けた社会的責任に関する円卓会議」の運営に

あたり、参加する各主体の行動計画である協働戦略の策定に向けた支援に努める。 
(2) 多様なステークホルダーの利益への配慮も含む企業統治や企業再編時の労働者保護を

実現するための会社法制を整備する。また、企業の不祥事や法令違反を抑止するために、
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監査役・監査委員会の構成員に労働組合代表あるいは従業員代表を含める等、監査の機能

および権限の強化をはかる。なお、現行の株主代表訴訟制度については、ガバナンスを効

かせるために維持する。 
(3) 投資ファンドや信託口を介した株式保有の増加に対応するため、上場企業が真の株主を

調査することのできる権利を創設する。 
(4) 有価証券報告書上の「コーポレート・ガバナンスの状況」の項において、「企業行動規

範」・「コンプライアンス（注６）体制」についての記述を充実させ、企業の法令遵守確約

を徹底させる。悪質な不法行為があった企業に対しては、罰則を厳格に適用する。また、

非上場企業における決算公告制度の運用の徹底をはかる。 
(5) 企業結合ガイドラインにおいて独禁法上の考慮要素に関する判断基準を明確化し、国際

競争の実態を踏まえた企業結合審査を行う。 
(6) 日本版「シティ・コード」を策定し、企業買収時における交渉過程・内容の透明化をは

かるとともに、被買収企業の労働者代表に対して、買付文書に関する意見表明機会を担保

する。また、日本版「シティ・コード」の運用機関として、法的根拠を持った企業買収規

制専門機関を設置する。企業買収規制専門機関の構成員については、政府、金融機関、民

間企業、弁護士、労働組合等から受け入れる。」 
 
→監査役会構成員に労働組合代表あるいは従業員代表を含めることが連合の提言 
 その目的は主に企業の不祥事や法令違反の抑止 
 
（２）従業員代表監査役は機能するか 
 
監査役の権限＝適法性監査 
（ドイツの監査役会のように取締役選任権もなければ業務執行についての同意権もなし） 
 
労働組合ないし従業員代表の監査役は、そうでない監査役よりも、適法性監査のための権

限を適切に行使できるのか？――おそらく NO. 
・従業員代表監査役が、経営者の意向に逆らい、違法行為を是正できるか？ 
・労働組合代表監査役が、組合と経営者の対立を生じさせてまで、違法行為を是正できる

か？ 
 
選任方法をどうする？――組合代表か従業員代表か 
 ＊労働組合の推定組織率（従業員数 1000 人以上）は平成 21 年で 46.2％ 
  （厚生労働省平成 21 年労働組合基礎調査） 
 
他方で、1 人程度であれば特に何も変わらず、支障もないといえるか… 
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「多様なステークホルダーの利益への配慮も含む企業統治や企業再編時の労働者保護」も

目的？ 
but 現行会社法上の監査役の権限を前提にすれば、そのような役割は期待できず 
 
仮にドイツのように業務執行についての同意権等を導入するとすれば、それはそれで問題 
＝株主の利益となるような組織再編等が阻害される可能性 
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