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【報

告】

平成 30 年６月金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告関連
の開示充実策について（２）
早稲田大学大学院法務研究科教授

若 林 泰 伸
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○川口

討論

それでは、日本取引所グループ金融商

中心とした問題です。

品取引法研究会を始めたいと思います。
本日は、早稲田大学の若林先生から、「平成 30

Ⅰ．はじめに

年６月金融審議会ディスクロージャーワーキン

今回の報告の対象は、建設的な対話の促進に向

グ・グループ報告関連の開示充実策について（２）」

けたガバナンス情報の提供、提供情報の信頼性・

として、ご報告をいただきます。よろしくお願い

適時性の確保、会計監査に関する情報、それから、

します。

本当でしたら開示書類の提供の時期についても取
り上げさせていただく予定でしたが、時間がなく

○若林

若林でございます。どうぞよろしくお

て取り上げることができませんでした。申し訳ご

願いいたします。

ざいません。

それでは、早速報告を始めさせていただきます。
今回取り上げさせていただくのは、ガバナンスを

それでは、具体的な内容に入らせていただきま
す。
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や不正会計の発生がコーポレート・ガバナンスに
Ⅱ．建設的な対話の促進に向けたガバナンス情報

ついての投資家の関心を喚起しているということ

の提供──基本的な考え方

で、そのような開示を強化するということが言わ

１．これまでの CG 情報提供の趣旨

れております。

これまでコーポレート・ガバナンス情報（CG 情
報）について有価証券報告書等で開示されてきた

（３）小括

わけですけれども、この点についてどのような趣

このような CG 情報の開示についての主たる改

旨として捉えられてきたかということです。

正についての理由付けを見ますと、企業経営の健
全性、特に財務だと思いますが、情報開示の信頼

（１）金融審第一部会報告「証券市場の改革促進」

性に係る企業内の体制についての情報を提供する

（平成 15 年改正）

ことにフォーカスしてきたのではないかと考えら

このレポートを受けて「コーポレート・ガバナ

れます。ですので、特に経営者に対する監視・監

ンスの状況等」を開示事項として追加したわけで

督、そのリスク管理、内部統制、コンプライアン

すが、金融審の報告における理由付けとしまして

ス、あるいは社外取締役・社外監査役、監査制度、

は、「投資家の信頼が得られる市場を確保する観

そういったところの体制に関する情報の開示が強

点から、企業の事業や財務に関する情報の開示に

化されてきたということではないかと思います。

関し、開示すべき情報の充実・強化を図る」という
ことが挙げられていました。

２．DWG 報告

この平成 15 年当時、米国でエンロン・ワールド

これに対して今回の DWG 報告で言われているこ

コム事件があって、そういった世相が背景にあっ

とは、それとは少々質的に違うところがあると考

たと考えられます。

えられます。すなわち、「資本市場の機能を強化
し、国民の安定的な資産形成を実現する観点から、

（２）平成 22 年改正による CG 体制の開示強化

政府においてはコーポレートガバナンス改革に取

こちらは、いわゆるスタディ・グループ報告が

り組んでおり、……こうした取り組みを受け、投

基になっている部分があります。上場会社等の不

資家と企業との対話をより建設的で実効的なもの

祥事、あるいは少数株主等の利益を損なうような

としていく観点から、より充実したガバナンス情

資本政策があり、スタディ・グループは、日本企業

報が提供されるとともに、提供方法が改善される

が内向きの会社経営になっているといったこと、

ことが求められる」と述べています。

日本株あるいは日本市場の国際的な地位が低下し

企業経営の健全性や情報の信頼性ということが

ているといった状況などがあってこのような開示

これまで言われてきたわけですが、そうではなく

を強化するというような理由付けが、述べられて

て、市場機能の強化や投資家と企業との対話を建

います。

設的で実効的なものにしていくといった観点が強

そこでは、「我が国上場会社等において良質な

調されているということです。

経営を実現するとともに、投資者の信頼を確保し

もちろん、このような観点が強調されるとしま

ていくとの観点」ということが強調されているわ

しても、企業の健全性とか情報開示の信頼性の確

けです。

保ということをないがしろにすることでは決して

そのレポートを受けた開示府令の解説のところ

ないと思いますが、開示情報の向きというか、ス

で、立案担当者の説明では、CG 情報の提供を強化

タンスというかに影響があることになりますので、

する趣旨・背景として、過去 10 年間の企業不祥事

企業として任意に記載すべき情報が非常に多いわ
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けですけれども、そこのバランスをどうやってと

評価や、投資家と企業との建設的な対話を促す上

っていくのかというところが企業の課題になって

で、ガバナンス情報が分かりやすく投資家に提供

くると考えられます。

されることは重要である。投資判断に必要と考え
られるガバナンス情報は、有価証券報告書におい

Ⅱ．CG 情報の構成の変更と内容の充実

て適切に開示される必要があり、コーポレート・

１．CG 情報欄の構成の変更

ガバナンス報告書に記載されるガバナンス情報に

CG 情報欄の構成が若干変更されています。

よって補足される……」と位置付けています。そ
のような観点を踏まえ、「有価証券報告書とコー

〔改正前の構成〕

ポレート・ガバナンス報告書それぞれにおけるガ

第一部 企業情報

バナンス情報の充実・整理」、それから「有価証券

第４ 提出会社の状況

報告書とコーポレート・ガバナンス報告との間の

４ 株価の推移

記載内容の整理」を行うと述べています。

５ 役員の状況

有価証券報告書における情報の充実・整理につ

６ コーポレート・ガバナンスの状況等

いては、ガバナンス情報の総覧性を高めるという

（１）コーポレート・ガバナンスの状況

ことが強調されているわけです。そういう観点か

〇企業統治の体制の概要、内部監査お

ら、ガバナンスの状況等の前にあった項目をガバ

よび監査役監査の組織、人員等

ナンス状況等の中に位置付けて、ガバナンスとし

〇役員報酬

ての総覧性を高める、全体の情報が分かるように

〇株式の保有状況

位置付けるという形での改正が行われたというこ

（２）監査報酬等の内容等

とです。

このような改正前の状況から、４の「株価の推

２．CG 情報の内容の充実

移」が、第１【企業の概況】の１【主要な経営指標

（１）DWG 報告

等の推移】へ移動し、５の「役員の状況」が６の

「企業統治の体制の「概要」については、ガバナ

「コーポレート・ガバナンスの状況等」の中に移

ンス情報の充実を図る観点から、提出企業の機関

動して、次のような形で整理されました。

設計に応じ、取締役会や委員会等の構成（名称、人
数、メンバー、社内・社外役員の別、委員長の属性

〔改正後の構成〕

等）、委員会の設置目的、権限等を記載すべきであ

第一部 企業情報

る」と。また、取締役会や委員会等の活動状況につ

第４ 提出会社の状況

いても具体的な記載を求めるということですが、

４ コーポレート・ガバナンスの状況等

「監査役会等については、その活動の実効性を判

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

断する観点から有価証券報告書においてその活動

（２）【役員の状況】

状況の記載を求める」ということ。他方、「取締役

（３）【監査の状況】

会や委員会等（監査委員会及び監査等委員会を除

（４）【役員の報酬等】

く）については、企業間で相当なバラつきがある

（５）【株式の保有状況】

と見込まれ、まずはコーポレート・ガバナンス報
告書における記載の充実を促す」というふうな形

どういう理由付けでそのように変更したかとい

で整理されています。

うことですが、DWG 報告では、「企業価値の適切な
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（２）改正の内容

ま有価証券報告書の方に記載することになるかも

①改正点の概要

しれないということです。

まず、コーポレート・ガバナンスに関する基本

有価証券報告書の作成要領が財務会計基準機構

的な考え方の記載を要求することにしたというこ

から出ていまして、捉え方についてのサジェスチ

とです。

ョンがなされています。それによりますと、コー

また、企業統治の体制の「概要」において、提出

ポレート・ガバナンスについて、
「有価証券報告書

企業の機関設計に応じて、取締役会や委員会等の

においてその状況を記載する場合には、企業統治

概要──名称、目的、権限、構成員の氏名等々につ

という観点から、企業（特に公開会社）が、業務執

いて記載を求めることになっています。

行者に対するモニタリングやコントロールをどの

また、「財務及び事業の方針の決定を支配する

ように行うべきかということを中心に据えて、ス

者の在り方に関する基本方針」については、
「経営

テークホルダー（株主、債権者、従業員等の利害関

方針、経営環境及び対処すべき課題等」からコー

係者）の会社経営への影響の及ぼし方、業績改善

ポレート・ガバナンスの状況等の「概要」のところ

のための内部組織の問題なども含めて捉えること

に移動することになっていまして、監査役監査の

が適当であると思われます」と記されていまして、

状況として、監査役及び監査役会の活動状況の記

広く捉えることができるようなサジェスチョンが

載を求めると。これは後ほど会計監査のところで

なされているということです。

も述べますけれども、そういった形での記載が追

加えて、前述のように、
「財務及び事業の方針の

加されることになっています。

決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に
ついての記載もなされることになりますので、そ

②記載上の注意の内容

れぞれの会社が考えているコーポレート・ガバナ

記載上の注意(54)のコーポレート・ガバナンス

ンスについての基本的な考え方がいろいろな形で

の概要のところで、第一に基本的な考え方を記載

出てくる可能性があるということです。

するということで、前述のように、体制の概要と

それを受けて、その会社がコーポレート・ガバ

して機関の名称等々の記載を要求することになっ

ナンスの具体的な制度や機関の在り方、あるいは

ています。それから、支配の在り方に関する基本

行動の仕方などをどのように位置付けているのか

方針については、こちらの方に位置付けられるこ

に影響してくるのではないかと思います。

とになっています。
(55)役員の状況についても記載することが求め

３．CG 報告書との棲み分け

られることになっていまして、こちらは改正前の

（１）DWG 報告

状況と変わりないということです。

CG 報告書との棲み分けについても言及されてい
ます。

（３）コメント

書類間の記載内容の整理については、有価証券

基本的な考え方について記載を求められるよう

報告書の記載情報の重要性・信頼度の高さといっ

になったということが、大変重要な点なのではな

たことが指摘されていまして、CG 報告書の方は、

いかと思います。

記載情報の充実度・更新頻度、あるいは優れた検

CG コード原則 3-1 による開示がこれに該当する

索機能の利便性といったそれぞれ特徴があります

ものということで、そちらで書かれている内容と

ので、それを勘案して整理するということが言わ

同程度の記載が有価証券報告書にも求められるこ

れています。

とになっていますので、企業によっては、そのま

CG 報告書については、一定の問題点が見られる
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といった指摘がなされていますし、作成する企業

それに対して、有価証券報告書ももちろんその

側からは、やはりそういった重複があることは負

ような意図のある部分もあると思いますが、むし

担であるといったことが言及されています。

ろどちらかというと投資判断資料の提供という客
観的な目的のほうに、軸足がこれまであったと思

（２）コメント

います。その部分は、記載の正確性とか客観性を

この点について、有価証券報告書は法定開示で

確保する必要性があると思われます。

すので、CG 報告書の記載を理由にしてその内容を

それから、CG 情報の比較可能性の向上というこ

減らすということは、理由付けとしては難しいの

とが東証の Web サイトでは言われていまして、先

ではないかと思います。現在、CG 情報の重要性、

生方も「コーポレート・ガバナンス情報サービス」

充実の必要性が非常に強調されている中で、有価

をご覧になったことがあるのではないかと思いま

証券報告書の CG 情報について減らしていくとい

すが、非常に詳細な検索のための選択肢が付され

うことは少し考えにくい状況ではないかと思いま

ていて、非常に便利な検索ができるようになって

す。

いると思います。それは投資判断をするうえで非

そうだとして、仮に減らすなど何らかの対応を

常に役に立つというだけではなくて、議決権行使

するのであれば、CG 報告書の方で何らかの対応を

や対話をするという場合の基準として、一定の検

することになる可能性があるのではないかと考え

索項目を入れて検索して出てきた企業との間で、

られます。

一定の意図をもって対話をするといったことも可

記載内容の重複があり得るということで、先ほ

能になるという意味で、非常に便利な機能である

ど基本的な考え方についてもそのような可能性が

と思います。

あるということを述べましたが、CG 情報という同
一の対象を扱い、かつその読む対象が投資家・株

Ⅲ．役員報酬に係る情報

主ということですので、重複が出てくるのはやむ

１．改正前の開示事項とその問題点

を得ないことではないかと思います。そのうえで、

（１）改正前の開示事項

各報告書の目的・性格等による差別化を今後図っ

改正前は、役員報酬に係る情報として、報酬等

ていくことが、場合によっては必要になってくる

の額又は算定方法の決定に関する方針、役員区分

かもしれないということです。

ごとの報酬総額、報酬種類別の総額、対象となる

CG 報告書は、ご承知のとおり、CG コードによる

役員の員数、連結報酬総額１億円以上の役員の提

開示事項が記載されるということがあるわけです

出会社役員及び連結子会社役員としての報酬総額

けれども、東京証券取引所の Web サイトを見ます

並びにそれらの報酬の種類別の額、といった開示

と、CG 報告書の意図として、上場会社のコーポレ

項目が挙げられていました。

ート・ガバナンスの充実という明確な目標を持っ
て報告書の作成を要求しているということが示さ

（２）問題点

れています。そのような目的で経営者が情報開示

この点について、DWG 報告では問題点として次

に責任を持って取り組み、意識を持つこと。

のように指摘されています。すなわち、
「固定報酬

それから、独立性のある社外人材の活用を促す

と業績連動報酬の構成割合や、業績連動報酬の額

ということが、CG 報告書の意図として明示されて

の決定要因等、報酬プログラムの基本的内容が分

います。そのような形で CG 報告書という開示書類

かりづらい」「企業戦略の達成の確度を計る観点

によって、ガバナンスの充実という目的に誘導す

から必要な経営戦略の達成度と報酬のつながりが、

るという意図を明確にしています。

報酬決定の際の KPI を含めて十分に説明されてい
-6-

ない」「連結報酬総額１億円以上の役員に関する

を可能とするため、算定方法の決定権者、その権

報酬総額等の開示について、企業価値の向上に貢

限や裁量の範囲、報酬委員会がある場合にはその

献した経営陣に対してそれに見合った報酬を提供

位置付け・構成メンバー等の情報とともに、その

していくべきとのコーポレートガバナンスの要請

実効性を確認できるよう、取締役会・報酬委員会

に合ったものとなっていないのではないか」とい

の具体的活動内容などについても開示を求めるべ

った問題点が指摘されています。

きである」とされています。
役員報酬の個別開示として、「連結報酬総額１

２．提言

億円以上の役員に関する報酬総額等の個別開示を

そこで、具体的な改正の提言を見てまいります。

求める現行制度については、企業価値の向上に貢

役員報酬の開示内容の改正として、「経営陣の

献した経営陣に対して、それに見合った報酬を提

報酬内容・報酬体系と経営戦略や中長期な企業価

供していくべきとのコーポレートガバナンス上の

値向上との結び付きを検証できるよう、役員報酬

要請に合ったものとなっていない可能性があり、

の開示プログラムの開示において、固定報酬、短

再考の余地がある。個別開示を求める制度を見直

期の業績連動報酬（賞与）、中長期の業績連動報酬

すに当たっては、報酬水準を基準に区切るのでは

（ストックオプション等）それぞれの算定方法や

なく、CEO や代表取締役などの一定の役割を果た

固定報酬と短期・中長期の業績連動報酬の支給割

す者や、報酬額上位から一定数の者について開示

合、役職ごとの支給額についての考え方を定めて

を求めることが、報酬の適切性を検証する上で必

いる場合にはその内容など、報酬の決定・支給の

要との意見があった。一方、我が国企業の役員報

方法やこれらに関する考え方を具体的に分かりや

酬の水準が諸外国と比較して低いことや、報酬の

すく記載することを求めるべきである。また、役

内容や決定方針等に関する開示が充実すれば報酬

員報酬の算定方法に KPI 等の指標が関連付けられ

の適切性を検証することが可能となりうることか

ている場合には、その指標と指標の選定理由、業

ら、個別開示の対象を拡大することは必ずしも重

績連動報酬への反映方法や、報酬総額等を決議し

要ではないとの意見もあった」ということです。

た株主総会の年月日等についても記載されるべき

以上を受けて、
「まずは、役員報酬プログラムの

である」と述べられています。

内容の開示の充実を図り、その上で、報酬内容と

次に、報酬実績の開示として、
「実際の報酬がプ

経営戦略等との整合性の検証の進展や、我が国に

ログラムに沿ったものになっているかや、経営陣

おける役員報酬額の水準の変化等を踏まえながら、

のインセンティブとして実際に機能しているかを

必要に応じて個別開示のあり方について検討すべ

確認できるようにするため、海外における開示も

きである」と結論付けられています。この点につ

参考に、トータルシェアホルダーリターンなどと

いては、特に１億円以上という部分についてはそ

も関連付けながら報酬プログラムに基づく報酬実

のままということになっています。

績について、当期の報酬額に決定した理由、当期
の KPI の目標値と実際の達成度、固定報酬と業績

３．改正の内容

連動報酬の支給割合を定めていない場合には当期

先ほど確認しましたとおり、
【コーポレート・ガ

の支給割合の実績、役職ごとに支給された報酬の

バナンスの状況等】の中に【役員の報酬等】を位置

状況等が開示されるべきである」と述べられてい

付けるという形で、総覧性を高めるとの構成の変

ます。

更が行われています。

報酬決定の機関やそのプロセスの開示として、

届出書の方ですけれども、記載上の注意（57）に

「報酬決定プロセスの客観性・透明性のチェック

おける主な改正点は次のとおりです。
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れています。
（１）業績連動報酬の開示
業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支

（５）報酬決定プロセスの開示

給割合の決定に関する方針（a）を定めているとき

報酬等の額または算定方法の決定に関する方針

は、その当該方針の内容、それから当該業績連動

の決定権限を有する者については、その者の氏名

報酬に係る指標、当該指標を選択した理由、当該

又は名称、権限の内容、裁量の範囲を記載するこ

業績連動報酬の額の決定方法を記載すること、が

ととされていまして、決定に関与する委員会が存

求められています。

在する場合には、その手続の概要、それから、最近

業績連動報酬が含まれる場合（b）については、

事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過

その指標の目標と実績について記載をすることが

程における提出会社の取締役会（指名委員会等設

求められることになっています。

置会社にあっては報酬委員会）及び委員会等の活
動内容についても記載することになっています。

（２）報酬額・算定方法に関する役職ごとの方針
の開示

４．検討

提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法

（１）役員報酬の開示内容

の決定に関する役職ごとの方針を定めている場合

「経営陣の報酬内容・報酬体系と経営戦略や中

には、当該方針の内容について記載することとさ

長期的な企業価値向上との結び付き」について、

れています。

そこをしっかり意識した報酬の開示をする必要性
があるということが冒頭で強調されていましたが、

（３）株主総会決議の年月日・決議内容の開示

この点は極めて多様な内容となり得るのではない

提出会社が指名委員会等設置会社以外の会社で

かと考えられます。

ある場合、役員報酬等に関する株主総会の決議が

ただし、今回の開示府令の改正の趣旨に照らし

あるときには当該株主総会の決議年月日及び当該

ますと、経営者に対してどのように目標を設定し

決議の内容について開示し、決議がないときは、

て、その目標の下でどのようなインセンティブが

定款に定められている事項を記載することになっ

与えられているかがある程度分かるような記載が、

ています。

少なくとも求められるのではないかと思われます。
報酬プログラムの基本的な内容が分かりにくい

（４）役員区分ごと報酬実績の開示についての改

ということを受けて、種類別の区分が変わったわ

正

けですけれども、具体的にどういう感じで開示さ
役員の区分ごとというのは、取締役、監査等委

れているかが論文等で書かれています。それによ

員、監査役、執行役、それから社外取締役・社外監

りますと、固定報酬と業績連動報酬の割合に関す

査役をまとめて、社外役員ということで区分され

る決定方針を定めているという、そういうベーシ

ています。

ックな開示例があるということです。

改正前は、報酬等の総額、それから報酬等の種

それに加えて達成度を書いて、それによって報

類別（基本報酬、ストックオプション、賞与及び退

酬等の変動がどれぐらいになるかということを、

職慰労金等の区分）の総額、対象となる役員の員

百何十％から下が何％という形で増減をレンジで

数となっていましたが、改正後は、報酬等の種類

示すパターンのものや、

別が、報酬等の種類別（例えば、固定報酬、業績連

業績連動報酬の内訳を含めた構成割合に関する

動報酬及び退職慰労金等の区分）の総額に変更さ

方針を定めている開示例が出てきていると指摘さ
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れています。

証する必要性があると考えられるわけですが、仮

特に重要であると考えられるのが、業績連動報

に報酬等の実績が適切でないということになりま

酬の方ですけれども、業績連動の指標としてどう

すと、方針や具体的な付与手続を見直すことが必

いうものが挙げられるかがいろいろ挙がっていま

要になってくると考えられます。

す。

それから、役員区分ごとの開示ですけれども、

定量指標としては、収益性（営業利益等）、効率

前述のように、報酬プログラムの基本的内容が見

性（Return on…）、成長性（売上高等）、株価・

えにくいということで廃止されまして、今回の改

TSR（株主総利回り）、配当性向、従業員賞与との

正の趣旨に照らしますと、どのようなインセンテ

格差などの指標が考えられるということです。た

ィブが与えられるかということで、特に固定報酬、

だ、収益性や効率性や成長性といったあたりの指

業績連動報酬の割合や内容といったものが重要に

標が非常に多くて、株価等の指標が非常に少ない

なってきます。ただ、例示になっているというこ

といった指摘がなされています。

とでして、従来と違って、そこの部分を原則とし

定性指標の方ですけれども、これは個人別の査

てそのとおり書くということではなくて、あくま

定が非常に多いということでして、あとは ESG に

でも企業の報酬の方針に照らして考えていくとい

ついての指標を定めているところが増えてきてい

うことになってくるのではないかと思います。

るという指摘がなされています。

それから、業績連動報酬については、目標と実

定性評価についての評価に係る明確な指標がな

績の双方について記載をすることで検証が容易に

いときには、定性評価を行う項目名等を記載する

なるということでして、目標については、目標設

ことが求められることになっています。

定の考え方や達成率等についても開示をするとい

そのような業績連動指標というのは、選択した

うことです。役位別・個人別に設定されている場

理由についても記載することにされているわけで

合は、その方法によって記載をすることが求めら

すが、どうも実務的にはまだその点についての記

れるということです。

載が十分でない企業もあるということが示されて

中長期の企業価値の向上との関係では、中長期

います。

の業績連動報酬について記載をすることになりま
すが、この点については、中長期ということです

（２）報酬実績の開示

ので、まだ実績が確定していない場合に開示が求

この点との関係で若干触れておく必要性がある

められることもありますので、その場合は、実績

と思われるのは、最近５年間の株主総利回りの開

が確定していない旨の記述をすることになります。

示というのが、
「主要な経営指標の推移」の部分に

それから、問題点として、固定報酬と業績連動

新設されることになりまして（２号様式第一部第

報酬の区分けが必ずしも適切に行われていないの

１・記載上の注意(25)f）、株価の推移と株主総利

ではないかということが論文等で指摘されていま

回りの開示が行われることになりました。

す。前年度の業績を基に翌年度の基本報酬の増減

ですので、前の方から見ていくとしますと、株

をするという形態で報酬を与えている場合に、一

主に対するリターンがどれぐらいあるかといった

見してこれは業績連動報酬と見えるわけですが、

指標を見つつ、報酬の方についても見ていくこと

多くの企業が固定報酬に分類しているということ

ができるようになっているということです。

です。そうすると、結局、適切な区分けになってい

報酬実績の開示の意義ですけれども、経営者が

ないのではないかということが疑われるわけです。

報酬等にふさわしい業績を上げたかどうか、方針
に従って報酬等が適切に付与されたかどうかを検

（３）役員報酬の個別開示
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それから、個別開示ですけれども、任意に開示

が考えられるわけです。特に米国などでは、報酬

することは差し支えないわけですが、連結報酬総

委員会のメンバーを相互に派遣し合っているとい

額１億円以上の報酬受領者の開示に限ることは引

う場合が問題視されています。こういった点につ

き続き可能です。

いても、日本では、議決権行使との関係で問題視

個別開示の必要性が強調される場面というのは、

されていますけれども、開示の局面でも、そうい

恐らく経営者の個性が非常に強くて、当該経営者

ったことが本来的には問題になるのではないかと

独自の報酬体系を設定する必要性が高い場合に、

思われます。

この人にこういう報酬をあげるのだということが
求められる場面なのではないかと思います。そう

（５）その他

いう場合でなければ、多くの日本企業は、まだ役

いわゆるクローバック条項とかマルス条項とか

職ごとの開示で足りる場合が多いのではないかと

言われているようですが、報酬返還について記載

推測されます。経営者市場の流動性が高まってく

する必要性があるかどうかということが問題にな

れば、個別開示の必要性も恐らく高まってくるの

ってきます。実務的には、日経 225 を構成する３

ではないかと思われますが、いずれにしても、１

月決算企業 187 社中のうち 12 社と、まだ多くない

億円が一定のバーになっていて、そこを超えない

ようです。ただ、業績連動報酬の割合が高まって

ようにあえてインセンティブを抑えるというふう

きますと、財務報告を中心とした不正の危険性が

な開示をする問題点というのは、引き続き残るこ

高まるというふうに考えられますので、そういっ

とになるかと思います。

た会社を中心に報酬返還の方針について決定する、
あるいは任用契約等に記載するなどといった対応

（４）報酬決定プロセスの開示

が必要になってくるのではないかと思われます。

報酬委員会（法定・任意）の設置は徐々に増えて

それから、例の日産のケースで、フリンジ・ベネ

はいるということですが、全上場会社で見ますと、

フィットについていろいろ問題が指摘されていた

2019 年７月現在で 35.6％と、まだそれほど高まっ

のではないかと思います。こういったものも、特

ていないという状況にあります。

に額が非常に大きいようなものですと、開示対象

報酬委員会の構成ですが、任意設置の報酬委員

になってき得るのではないかと思いますけれども、

会で過半数が社外取締役の会社については一部上

どうもまだ日本では開示されていないように見受

場会社の 60.6％、委員長が社外取締役の会社は一

けられます。

部上場会社の 49.2％となっています。
報酬決定プロセスに関しては問題点を２点指摘

Ⅳ．政策保有株式

しています。１点目は、役員報酬決定に外部のコ

１．改正前の開示事項とその問題点

ンサルタントを利用する場合に、そのコンサルタ

改正前は、政策保有株式のうち資本金の１％超

ントを経営者が会社の人事システムの設計等でも

の銘柄（当該銘柄が 30 銘柄未満の場合は、保有額

使っているというケースがあると考えられます。

上位 30 銘柄）について、銘柄名、銘柄ごとの保有

その場合、役員報酬決定のコンサルタントとして

株式数・貸借対照表計上額・保有目的を有価証券

は少々問題があると考えられますので、本来的に

報告書に記載することとされていました。

は、そこについてもきちんと開示すべきではない

ただ、政策保有株式については、企業経営に対

かと思われます。

する規律の緩みを生じさせているのではないか、

２点目は、報酬委員会には限らないわけですが、
相互に社外独立役員を派遣し合うというパターン

あるいは資本効率が低いといった指摘がありまし
て、政策保有株式に関する情報は、投資判断、株
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主・投資家との対話の双方において重要という指

純投資対象の株式等についても開示を求めるとい

摘がなされています。

うことが言われています。

その開示情報については、保有目的の説明が定

さらに、保有している株式の相手方に保有され

型的で抽象的である、あるいは保有の合理性効果

ている株式について記載をすることも求めるとい

が検証できない、中長期的な企業価値向上につな

うことが言われました。

がる可能性が必ずしも高くない、一方で少数株主
軽視や資本コストに対する意識の低さにつながる

３．改正の内容

リスクが高い、といったことが指摘されていまし

保有目的が純投資目的であるか政策保有株式で

て、保有目的、効果、合理性等について詳細な開示

あるかの区分の基準や考え方を記載することが求

を求める意見が多く出されたということです。

められるようになりました。また、政策保有株式

それから、以下の点が指摘されています。１銘

について、保有方針、保有の合理性を検証する方

柄当たりの保有株式数・保有額が小さいものにつ

法、取締役会等における検証の内容について記載

いては開示対象になっていない。変動があった場

をすることとなりました。

合に異動状況が把握できない。政策保有目的であ

非上場株式とそれ以外の株式に分けて、銘柄数・

るにもかかわらず、純投資に区分されている。純

貸借対照表計上額を記載する、こちらは改正前か

投資として保有する株式・債券・その他有価証券

ら変更がないわけですが、株式数が増加した場合・

に関する情報が減少している。政策保有目的のみ

減少した場合それぞれについて銘柄数・合計額、

ならず、純投資目的の株式・債券・その他有価証券

それから増加した場合については増加の理由も、

についても開示されることが望ましい。以上のよ

求められることになっています。

うな点です。

政策保有株式・みなし保有株式について、資本
金の１％超の銘柄というのは改正前から変わらな

２．提言

いわけですが、30 銘柄から 60 銘柄に２倍になっ

そこでどういった提言がなされたかということ

ています。特定投資株式とみなし保有株式に区分

ですが、政策保有に関する方針や効果は具体的か

して、銘柄、株式数、貸借対照表計上額、保有目的

つ十分に説明されるべきである。そして、政策保

については改正前から変更ありませんが、特に提

有株式の保有について、その合理性を検証する方

出会社の経営方針・経営戦略等、事業の内容及び

法や取締役会等における議論の状況について開示

セグメント情報と関連付けた定量的な保有効果、

を求めるべきであるということが提言されていま

株式数が増加した理由、当該株式の発行者による

す。

提出会社の株式の保有の有無、以上を開示するこ

また、個別の政策保有株式の保有目的・効果に

とが求められることになりました。

ついて、提出会社の戦略、事業内容、セグメントと

さらに、純投資目的の株式について、非上場株

の関連付け、定量的な効果も含めてより具体的に

式とそれ以外に区分して、銘柄数についての開示

記載することが求められるということが提言され

を求めることが追加されています。

ています。
それから、その開示の充実を図るべき事項とし

４．検討

て、増減した銘柄数、売却・買増しした株式それぞ

（１）定義

れの合計金額、買増しの理由等の記載を求める。

まず、純投資目的と政策保有株式の違いですけ

開示対象となる銘柄数を増やす。純投資と政策投

れども、純投資目的を定義して、それ以外が政策

資の区分の基準や考え方の明確な説明を求める。

保有株式ということになっています。純投資目的
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は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当に

区別する基準が曖昧であれば、政策効果が薄れ

よって利益を受けることを目的とする場合と定義

てしまいかねないわけでして、結果として、政策

されていまして、それ以外が政策保有株式という

保有株式だけではなく、純投資目的の株式につい

ことです。

ても開示せよと要求しやすくなるのではないかと

企業によっては、ひょっとしたらいろいろな目

考えられます。合理性のない基準で開示をしたと

的で保有するものが政策保有株式の方に全部入っ

いうことになりますと、場合によってはミスリー

てくるということになる可能性があると思われま

ディングな開示になってくると考えられます。

す。

政策保有株式と純投資目的の株式について、金
融庁の定義をそのまま使って開示をしているとい

（２）政策保有株式の縮減に向けた取り組みと開

う会社もありますが、他方で、企業価値の向上、事

示

業上の戦略、取引関係の維持・強化、あるいは地域

①改訂 CG コード

への発展貢献などといったことを目的として、政

ご承知のとおり、CG コードが改訂されたわけで
す。コードは、明らかに縮減という言葉を使って、

策保有株式を保有していることを明示している会
社もあります。

政策保有株式を減らす方向性で政策的に誘導して
いまして、そこの中で方針の開示ということが言

②政策保有株式

われています。また、こういった保有が妥当かど

増減に関する開示は、前述のように、増加につ

うかを検証し、検証の内容について開示するとい

いては理由を記載する形になっていまして、基準

うことが言われていました。

では、縮減とはうたっていませんけれども、政策

それから、議決権行使についても基準の策定・

の方向としては縮減を明らかに目指していると考

開示、それに沿った対応というのがコードの方で

えられます。

も求められているということです。

開示対象の拡大もされているわけですが、保有
株式数・保有額が小さいもの、開示基準に満たな

②改訂 CG コード後の政策保有株式の全般的な減

い銘柄まで開示義務化をするということで、情報

少傾向

開示の理論的な枠組みからしますと、重要性とい

コードによって、政策保有株式は全般に次のよ

うことでは必ずしも開示をする必要性がないもの

うな減少傾向にあることが指摘されています。

についてまで政策的な誘導をするという観点から、
このような取扱いにしているものと考えられます。

日経 225 構成銘柄
銘柄数平均 5.64 銘柄、中央値 2.00 銘柄の減
少

③純投資目的の株式
他方、純投資目的の株式については、それを開

増減なし：29 社（14.36％）

示する理由は何かということが問題になると思い

増加：37 社（18.32％）

ますが、DWG 報告では、その重要性を考慮しつつと

貸借対照表計上額平均約 220 億円減少、中央

いうふうに書いてありまして、そこの部分、重要

値約 37 億円の減少

性以外の要素が何かあるのかということが問題に

増加または増減なし：19.31％

なってくるのではないかと思います。

（３）政策保有株式・純投資目的の株式の開示

（４）取締役会での検討

①区別する基準

これは CG コードと同じ内容の検証で良いとい
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うことです。検証の方法をしっかりと具体的に記

監査役会等の活動状況ですが、監査役会等の開

述する必要があるということでして、前述の何点

催頻度・主な検討事項、出席状況、常勤監査役の活

かの基準などをしっかりと開示する、それから、

動等についての開示を求めるということが提言さ

取締役会でどういう議論が行われたか、そして具

れています。

体的に結論、保有の適否についての結論を記す必
要があるということです。

３．改正の内容
（１）記載場所の変更

Ⅴ．会計監査関係

改正前は【監査報酬等の内容】という項目だっ

１．改正前の記載内容と会計監査の在り方に関す

たのですが、それが【監査の状況】として報酬等に

る懇談会（在り方懇）の提言

限らず記載するということにされました。また、

①コーポレート・ガバナンスの状況、②監査報

異動の状況は、改正前は経理の状況のところに入

酬等の内容、③監査公認会計士等の異動に関する

っていたのですが、それを【監査の状況】の方に移

情報というのが、改正前にはこういう形（レジュ

すということが行われています。

メ 17 頁）で、有価証券報告書に記載されていたと
いうことです。

（２）記載内容

在り方懇では、企業の適正な監査の確保に向け

以下のものが記載内容として追加されました。

て監査人とどのような取組みを行っているか、監
査人をどのように評価しているかの開示を充実さ

①監査役及び監査役会等の活動状況（監査役会

せるべきであると。そして、監査人の独立性評価

等の開催頻度、主な検討事項、個々の監査役

に必要ないわゆる監査人の継続監査期間を有価証

等の出席状況、常勤の監査役の活動等）

券報告書において開示することを提言しています。

②監査人の継続監査期間
③監査人を選定した理由、監査人の解任・不再

２．DWG 報告の提言

任の方針、監査役会等が監査報酬額に同意し

これを受けて、DWG 報告の提言としましては、監
査人の人事と報酬等、それから業務内容について

た理由、監査人の業務停止処分に係る事項
④監査役会等が監査人の評価を行った場合には、

の記載を要求するということで、企業が適正な監

その旨及びその内容

査の確保に向けて監査人とどのような取組みを行

⑤監査報酬と非監査業務に区分したネットワー

っているか、監査役会等による監査人の選任・再

クベースの報酬額・業務内容

任の方針及び理由並びに監査人監査の評価、監査
人の継続監査期間、監査業務と非監査業務に区分

４．検討

したネットワークベース別の報酬額・業務内容を

（１）監査役会等の活動状況等の記載

記載するということが言われていまして、ネット

改正前は、社外取締役・社外監査役やその監督・

ワークベースの報酬額・業務内容については、企

監査に関して、内部監査、監査役監査等、会計監査

業側の負担も勘案し、重要性も考慮しながら記載

との連携について、それから内部統制部門との連

すべきであると言われています。

携状況について記載することが求められていまし

会社法上開示されている事項としまして、監査

て、社外役員による監督・監査にフォーカスした

人の解任・不再任の方針、監査役会等が監査報酬

記載事項が求められていました。

額に同意した理由、監査人の業務停止処分に係る

今回の改正により、監査役会等の活動に関する

事項について開示されるべきである、と。

基礎的な情報から開示をすることが求められるよ
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うになっています。

かと思われます。開示の趣旨が、独立性の確保や、

監査役会等での主な検討事項としては、法定の

あるいは監査人に対する圧力防止だとすると、そ

監査報告書等に記載する内容、各社においてその

の趣旨が重要性のところとどのような関係性に立

年の重点的な監査項目とされているような事項、

つかというところが問題になってくるのではない

それから、主要な検討事項（KAM）に関するコミュ

かと思いました。

ニケーションについて記載をすることが考えられ
るということが指摘されています。

（４）継続監査期間

常勤者だけではなく、非常勤者の活動について

同一の会計士の監査が継続しているかどうかを

もきちんと記載すべきであるということです。

開示させるというのが趣旨であるということです。
ご承知のとおり、日本はローテーション制度が

（２）記載内容に責任を持つ者と確認書

入っているわけですけれども、会社によっては、

こういった監査役会等の活動についてですが、

非常に長期の継続監査期間を持っている監査法人

基本的には、監査を行う機関が記載内容について

もあるようでして、30 年以上、46 年とかの継続監

責任を持つべき内容かと思います。この点、以後

査期間のある企業もどうもあるようです。そうい

の確認書の方では、経営者がその記載内容の適正

う場合にローテーションをするといっても、監査

性を確認することになっています。ですから、通

法人の中で関係者の間でローテーションをすると

常の場合は、監査機関が記載した内容について経

いうようなことがなきにしもあらずということの

営者として適正性があるかどうかを確認すること

ようです。監査対象企業の情報を引き継ぐという

になろうかと思います。ただ、経営者と監査機関

観点からはメリットがあるのかもしれませんが、

との見解に相違がある場合がひょっとしたら出て

果たしてそれでローテーション制度の趣旨に合致

くるかもしれません。そういう場合は、確認を行

しているのかどうかというところは、若干問題が

った範囲を限定して、理由を付して確認書を提出

あるかもしれないと思います。

することになるのではないかと思います。ただ、
この点についてはよく分かりません。

（５）適正な監査の確保と監査人の責任追及訴訟
への開示の影響

（３）ネットワークベースの報酬額・業務内容

今般の開示府令の改正を受けまして、
「対話」と

開示府令を見る限りでは、いわゆる４大監査法

いうことが行われますので、投資家・株主から業

人とそのグループ企業を念頭に置いた開示が行わ

績の向上やリターンの増大といったプレッシャー

れていまして、監査人の独立性の確保ということ

がかかってくることは考えられます。また、経営

がよく取り上げられています。そうしますと、連

者に対して、特に業績連動型の報酬を与えるとい

結子会社等まで含めますと、非常に多様なグルー

うことになりますと、不正のリスクが高まる可能

プ企業と関わっている可能性があるわけですが、

性があるとも考えられます。

その開示を行う企業の負担と重要性の双方で絞り

会計監査についての開示情報を充実させるとい

込むとされています。ですので、開示する企業と

うのは、そういった適正な監査を確保するという

しましては、企業グループからその情報を集める

観点から非常に重要であると考えられるわけです。

ことが必要になってくると考えられます。

車の両輪といいましょうか、一方でそういうイン

重要性の方で絞り込むということですけれども、

センティブを与えられ、他方で監査をしっかり行

量的な重要性で絞り込むと、監査人の独立性を損

わせる、それによって不正を防ぐといったことと

なう情報が開示されないおそれがあるのではない

両輪で考える必要性があるということかと思いま
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す。

もご承知のとおり、投資判断情報を提供するとい

そういった監査をめぐる状況がいろいろ情報と

うのが基本にあると思います。今回の開示府令の

して出てくると、より適切な監査体制をつくって、

改正のところも、前回の研究会で少しお話しさせ

関係者間で連携をして、そして適正な情報開示に

ていただいたと思いますが、投資家との間の建設

努めていくということになる効果があると考えら

的な対話に資する開示を求めるという形で整理さ

れます。従来の監査人は、非常に地位が不安定で

れていまして、結局、基本はやはり投資判断資料

責任が追及されやすい立場にあったと考えられま

を提供するというところがまずしっかりあって、

すが、そういったことを地道にしっかりとやって

そこに政策的にどのように情報を付け加えていく

いくことで訴訟対策にもなるのではないかと思っ

か、開示を促していくか、そういう形であると思

た次第です。

われます。

時間が超過してしまいまして、大変申しわけご

CG 報告書の方は、いろいろな見方ができると思

ざいません。ご指導いただければ幸いに存じます。

うのですけれども、作成を求めている主体が証券

どうぞよろしくお願いいたします。

取引所というところが一つ重要なポイントである
と思われまして、証券取引所の政策として、上場

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

会社に対する政策としてどのようなスタンスを求
めるのかということを反映できるような性格を持

【討
○川口

論】

っているところがあると思います。先ほど申し上

ご報告ありがとうございました。

げた CG 報告書の意図としても、東証は上場会社の

それでは、質疑応答に移りたいと思います。ど

コーポレート・ガバナンスの充実ということをし

の点からでも結構ですので、自由にご発言いただ

っかり要求する、そういう目的でこの報告書の作

ければと思います。よろしくお願いします。

成をお願いしていると述べていますので、その点
はやはり大きな違いがあるというふうに思ってい

【有価証券報告書とコーポレート・ガバナンス報
告書】○川口

ます。

それでは、皆さんに考えていた

現在、有価証券報告書の方で EDINET で検索する

だいている間に、まずは私から、総論的なお話を

場合と、CG 報告書で検索する場合とで、その検索

お聞きします。ご報告の冒頭で、コーポレート・ガ

をする項目も違っております。あるいは DWG 報告

バナンス体制の開示については、有価証券報告書

や DWG での議論で指摘されていましたけれども、

とコーポレート・ガバナンス報告書の２つのもの

情報更新の頻度が違うという点があり、そういっ

があり、それぞれの趣旨が違うというお話をされ

た利便性の違いをどうとらえるか、といったとこ

ていたかと思います。そこで、趣旨が違うという

ろにも影響しているのではないかと感じています。

ことから、具体的な内容も変わるべきか、という

○川口

ことをお尋ねします。

違うというのは分かったのですが、具体的に内容

書類を作成する企業からすると、似通ったこと

ありがとうございます。趣旨・意図が

も変わり得るのかというのをお聞きしたかったと

を書かなくてはならないということになりそうな

ころです。

のですが、制度の趣旨からして、内容は異なるべ

○若林

きなのか、あるいは同じでもよいものなのでしょ

すという観点から考えたときに、それでは具体的

うか。後者であれば、２つのものを作成する意義

にどのような内容のガバナンスを求めるのかとい

が問われることになりそうです。

うところの考え方によるのではないかと思います。

○若林

ですから、株主・投資家が求める情報として、有価

有価証券報告書については、川口先生
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コーポレート・ガバナンスの充実を促

証券報告書の方では、基本は投資判断情報の提供

たように思うのですが、「攻め」と「守り」は結局

で、対話に資するような内容のものを求める。そ

ガバナンスとして見たときにはワンセットと言い

こからさらに踏み込んで対話を目的とするとか、

ましょうか、企業それぞれにおいてはワンセット

あるいはガバナンスに直接役に立つような情報を

で、両方を当然やっているわけでありまして、そ

求めるとか、そういうことになってきますと、内

この両方の部分を投資家のニーズに合ったような

容的に違いが出てくる可能性があるのではないか

形で開示をするという、そういうことが求められ

と思います。

るようになっているわけですので、従来でしたら、

○川口

ありがとうございました。この後、ご

どちらかというと守りにフォーカスした書き方で

自由にご質問、ご議論いただければと思います。

よかったものが、それだけではなくて、より企業

よろしくお願いします。

経営の効率性とか、そのための仕組みとか、ある
いはその具体的な活動内容とか、そういったとこ

【対話に向けた情報の提供】

ろを開示するように求められるようになってきた

○久保

というところではないかと思います。

私もちょっと総論的な質問をさせてい

ただきたいと思います。ご報告の中で、コーポレ

すみません、お答えになっているか分かりませ

ート・ガバナンスに関する情報として提供する内

んが。

容が、今回の DWG 報告の中では今までとちょっと

○久保

変わってきているのではないかというご指摘があ

対話といったときに、そこで主に想定されている

ったかと思います（レジュメ１〜２頁）。つまり、

ものというのは、効率性に関するものが多いのだ

CG 情報だけではなくて、対話に向けた情報という

というようなイメージですか。

ものも提供されるという意識が出てきたのだとい

○若林

うご報告であったとか思いますが、それの含意す

ういう方向性ではないかということです。

るところは何なのかというところが私の質問です。

○久保

いえいえ。つまり、企業と投資家との

そうですね、全体的な流れとしてはそ
ありがとうございます。

つまり、コーポレート・ガバナンスについて、何
が望ましいコーポレート・ガバナンスかというこ

【役員報酬の決定方針】

とを規律するというか、設定する主体を変更して

○前田

いくというような動きなのか、それとも、これは

れるようになったところで、やや細かなことで恐

ただ単により投資家の圧力をうまく導入できるよ

縮ですけれども、府令の規定の意味が分かりにく

うにするというような考え方なのか。

い箇所があるので、質問をさせていただきます。

役員報酬について新たな記載が求めら

ちょっと分かりにくい質問で申し訳ないのです

具体的には、レジュメ 10 ページの真ん中あたり

が、何が質的に変わったのかという点について、

の（５）です。ここで「方針の決定権限を有する者」

若林先生のお考えをお聞かせ願えたらと思います。

とあるのですけれども、よく知られていますよう

○若林

一言で言うと、いわゆる「攻めのガバ

に、大企業の実務では、株主総会決議で定めた報

ナンス」というふうに言われていますけれども、

酬総額の上限の範囲内で、各取締役への配分額の

そこの部分がやはり非常に充実しているというの

決定を取締役会が代表取締役に再一任するという

が最も大きな違いではないかと思います。

ことが広く行われています。こういう典型的な場

これまではどちらかというと、CG 情報の開示を
求める趣旨として、健全性とか、情報の信頼確保

合に、府令で記載を求められている部分をどう書
くのかということが、よく分からないのです。

とか、今言われている言葉で言うと、いわゆる「守

CG コード改訂の影響で、配分額の決定を無条件

り」の方にどちらかというとフォーカスされてい

に代表取締役に丸投げするという方法は採りにく
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くなっていますので、今は取締役会で決定方針を

決定するのは取締役会だと思うのです。

定める、あるいは諮問委員会で具体的な配分の算

○若林

はい。

定基準を定めて、そのうえで代表取締役に再一任

○前田

DWG 報告の段階では、レジュメの８ペ

するというような方法が採られることが多いので

ージの「報酬決定の機関やそのプロセスの開示」

はないかと思うのですが、そうすると、
「方針の決

のところで、「算定方法の決定権者」とあって、代

定権限を有する者」というのは何を指しているの

表取締役であることが明確にされていました。

かということです。

ですけれども、府令の規定の表現がなぜか DWG

決定方針を定めるのは取締役会のはずですが、

報告の提言の内容から変更されて、わざわざ「方

「権限を有する者」という文言や、あるいは「裁量

針の決定」というようなことを言っているもので

の範囲」と言っているようなところを見ますと、

すから、非常に分かりにくい規定になってしまっ

どうも代表取締役を指しているかのようにも見え

て、一体決定権者は誰かという疑問を生む結果に

るのですが、ここはどう読めばいいのでしょうか。

なってしまっているのではないかと思うのです。

○若林

ちょっとこれは私の説明不足になって

結論としては、若林先生のおっしゃるように、

しまうのですが、パブコメの 16 ページに 61 番と

私が申したような典型的な例ですと、取締役会で

いう項目がありまして、コメントとして「第２号

方針を決めて、そしてそれに従って代表取締役が

様式記載上の注意(57)ｃの規定により、役員の報

決定すると、そう書かざるを得ないのですけれど

酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の

も、府令の文言に合わせて書くのは難しいように

「決定権限を有する者の氏名又は名称」を記載す

思います。

るに当たり、取締役会の決議によって決定の全部

○若林

ご教示ありがとうございます。

又は一部を取締役に再一任している場合には、そ
の旨を記載すべきである」というコメントが出て

【役員報酬の個別開示】

いまして、それに対して金融庁の考え方としまし

○行澤

て、
「報酬決定のプロセスの客観性、透明性のチェ

のですが、今般の改正によっても、（３）役員報酬

ックを可能とするため、算定方法の決定権者、そ

の個別開示について、義務的には１億円以上とさ

の権限や裁量の範囲等の情報の開示を求めるべき

れました。ただし、任意では個別開示をすること

との DWG 報告の趣旨を踏まえれば、ご指摘のとお

は差し支えないということで、それはいいとして、

り、取締役会の決議によって決定の全部又は一部

多分若林先生のご見解だと思うのですけれども、

を取締役に再一任している場合には、その旨を記

個別開示の必要性が強調される場面というのは、

載すべきと考えられます」というふうに回答して

経営者の個性が非常に強い場合であって、そうで

います。したがいまして、そのように取締役に再

ない場合には役職ごとの開示で足りるという。し

一任しているというふうに記載をするという形に

かし、現状で、取締役にさして個性が強く要求さ

なります。

れない、平たく言えば誰がやってもいいという場

○前田

書き方としては、今若林先生がおっし

12 ページのところで２点お聞きしたい

合には、役職ごとの開示で足りるというのは、私

ゃってくださったように、方針を取締役会で決め

はちょっと疑問に思うのですね。

て、その方針に基づいて代表取締役が具体的な額

たとえ業績連動型でなくて固定報酬であっても、

あるいは算定方法を決定すると書くことにならざ

なぜそういう固定報酬なのかということの理由を

るを得ないとは思うのですけれども、それがこの

株主総会で説明することが要求されるようになっ

府令の文言に合っていないと思うのですね、「方

ていますね、今般の会社法改正で。かかる説明義

針の決定権限を有する者」とありますが、方針を

務の強化という流れからすると、現状の法規制が
- 17 -

こうであるということはいいのですけれども、意

プというよりは、むしろもうちょっと別の要素の

見として、個別開示が弱まる方向性というのはど

方が大きいのではないかと思っていまして、こう

うかなと思います。

いうふうに申し上げたところです。

それから、経営者市場の流動性が高まれば、個

○行澤

一昔前だったらそういう言い方がある

別開示の必要性が高まるということの意味がちょ

いは可能だったかもしれませんけれども、規範と

っと分からないので、補充的に説明していただき

して、報酬を通してガバナンスを変えていくとい

たいというのが１点目です。まずお願いします。

う発想からすると、報酬が１億円以下であっても、

○若林

多くの上場会社の経営者の選び方や、

あるいはリーダーシップを必ずしも採らない取締

あるいは経営者が意思決定を行う場合のプロセス

役であっても、きちんと業績を評価して、その実

のことを考えたときに、非常に個性強く、トップ

績に応じてこの報酬が妥当かどうかということを

ダウンである種企業を引っ張っていくような経営

評価するということがあっていいと思います。現

者をしっかりと選んでいるかということについて、

状は現状としても、方向性として個別開示はもう

まだ大方の会社は必ずしもそうではないのではな

いいよということを言ってしまったのでは、ちょ

いかという印象があります。もしそれが間違って

っと逆方向ではないかなと思いました。

いれば、ちょっとまた違ってくるのかもしれませ

○若林

んけれども、従業員からずっとたたき上げで経営

に応じた報酬の開示と言ったときに、例えば CEO

者になっていくプロセスや、あるいは意思決定を

でしたら、その CEO という役職に幾らという形に

行う場合でも、企画部門などそれぞれの部門から

なってくると、結局人にフォーカスするか、役職

上に上げていくといった方法を採っていることが

にフォーカスするかという違いはあるのですけれ

多いのではないかと思います。

ども、ただ、事実上、当該 CEO の役職にフォーカ

そういうことを考えたときに、私の勝手なイメ

ただ、私は思うのですけれども、役職

スすれば、それは個別開示ということになるわけ

ージなのかもしれませんけれども、非常に個性の

ですね。

強い強力な経営者がいて、そういう経営者に特化

○行澤

したといいましょうか、固有のというか、独自の

能性が高い企業も多いでしょうし、確かに個別開

といいましょうか、そういった報酬をやらないと

示が求められるというのは理由がある。そうでな

いけないのだというようなところまで行っている

くて、たとえ CEO でなくても、極端な話、平取締

会社がどれくらいあるのかなというイメージを持

役で業務を担当していなくても、それなりにきち

っています。それで、こういうふうに書かせてい

んと役職を果たしてもらって、その実績を評価す

ただいた次第です。

ることにより、当該個別の報酬額の妥当性を評価

ですから、確かに行澤先生がおっしゃったよう

はい。CEO であれば、１億円を超える可

する、ということがあってしかるべきなのではな

に、替えが利くというと大変失礼かもしれません

いか、そういう意味でお聞きしたわけです。

けれども、そういうニュアンスがちょっとあった

○若林

ありがとうございます。

かもしれません。どちらかというとリーダーシッ
プの在り方がまだマイルドなのではないかなとい

【報酬委員会のメンバーの属性】

う、そういうイメージを私は持っていまして、そ

○行澤

ういうところで意思決定の在り方とかを考えたと

のメンバーなどの点で問題が指摘されているとい

きに、その経営者が果たしている役割というのが

うことですけれども、現状は、報酬委員会のメン

どれくらいあるのかということを念頭に置くと、

バーの属性、すなわち社外独立役員である以上に、

その人の非常に強烈な個性、強烈なリーダーシッ

誰それから派遣されているとか、どこそこの機関
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もう一点、（４）の最後で、報酬委員会

投資家の利益を代表しているとか、そういうこと

言われていましたが、この点、いかがでしょうか。

のチェックまでは要求されていないのですよね。

○若林

○若林

いないです。

ージでは、ある会社にとってこういうタイプの経

○行澤

そうすると、この問題というのは、例

営者が必要だという非常に明確なビジョンがあっ

えば機関投資家の場合は、経営者とか会社との利

て、それにふさわしいリーダーシップを発揮でき

益相反があると議決権行使が偏って問題だという

る経営者をハンティングしてくると、そういう人

ことになると思うのですけれども、これは開示府

にはやはりその人の個性に合った報酬が必要では

令もしくは開示の問題でしょうか。それとも、コ

ないかという、そういうイメージで捉えて書いて

ーポレート・ガバナンスの開示としてそこまで広

います。

先ほども申し上げましたが、私のイメ

げていくべきだということでしょうか。例えば、

今までの、従業員から出世していって、下から

報酬委員会のメンバーについて、主要な機関投資

の積み上げの意思決定をするような経営者のイメ

家との利益相反関係を開示すべきだと、そこまで

ージではなくて、ハンティングをして獲得した経

の主張をされているのでしょうか。

営者に対しては、独自の報酬というのが必要にな

○若林

ってくるのではないかと。そういう意味で、経営

私はそういうふうにすべきだと考えて

書いたつもりです。

者が社外から来られるようになれば、やはりその

実際に利益相反関係への規制を入れることがで

報酬の在り方というのも少々変わってくるのでは

きれば、別に開示をする必要性はないと思います。

ないかと。当該経営者に必要な報酬だから個別開

ただ、今回こういう形で開示府令で要求している

示という、そういう趣旨で書いた次第です。

開示の趣旨がきちんと投資家に伝わるかというこ

○川口

とを考えたときに、やはりそこがゆがめられる要

が強ければ個別開示が求められる、ということで

素があるのではないかというふうに考えまして、

すが、それを客観的に判断することは難しいです

その点については、少なくとも開示をした方が、

よね。客観的な基準を明示するならば、数値しか

投資家にとっては、そのことを考慮したうえで投

なく、そのために１億円で区切ったということに

資判断なり対話なりに臨むことができるという点

繋がりますか。

で、そうすべきではないかと考えた次第です。

○若林

○行澤

私もそう思うのですけれども、これは

話で、単純にあのときに問題になった金融機関の

報酬のところで議論すべき問題ではなくて、もう

経営者の、何と言いましょうか、立法の経緯がそ

少し大きなガバナンスの問題として取り上げるべ

うだったというにすぎないというふうに考えてい

きかなと思いました。

まして、特に１億円という数字に合理性があると

○若林

いうふうには考えてはいないのですが。

行澤先生のおっしゃるとおりでして、

人事のシステムとかにしても同じですし、人事・

○川口

若林先生のご意見ですと、役員の個性

１億円以上というのは非常に政策的な

ありがとうございます。

報酬にしても同じですし、監査にしても同様の問
題があると思います。

【固定報酬と業績連動報酬の区分け】

○行澤

○舩津

ありがとうございました。

私は、11 ページの一番下の「固定報酬

と業績連動報酬の区分けの適切さ」というところ
【経営者市場の流動性と個別開示の必要性】
○川口

がちょっと気になりました。

行澤先生は、質問の最初の後半部分で、

多くの企業については、前年の実績を基に翌年

経営者市場の流動性が高まれば個別開示の必要性

度の基本報酬を増減するというものは固定報酬に

が高まる、ということについて説明してほしいと

分類しているという課題をご指摘されたと認識し
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ているのですが、この点は、何をもって業績連動

を読んで判断したときにどういうふうに考えるか

報酬と呼ぶのかということを誰が決めるのかとい

ということを念頭に置いても、企業のフリーハン

うのが気になっています。一応パブコメに対する

ドということはちょっとあり得ないのではないか

金融庁の考え方なんかだと、各社が適切に判断す

と思います。

る必要があるということを言っていますね。

あまり説得力がなくて、すみません。

○若林

そうですね。

○舩津

その点に関して、冒頭の総論のところ

○舩津

これ、極端な話、業績連動報酬か固定

と関係してくるのかなとちょっと思っていたので

報酬かということの区分けに関しての虚偽記載と

すが、報酬の開示内容の趣旨というか重要性とい

いうものは発生しないのでしょうか。

う点に関して、10 ページの下から４行目のところ

各社が考えて、これは固定だと、常に固定額を

に、
「経営陣の報酬内容・報酬体系と経営戦略や中

決めているのだから固定なのだと言ってしまえば、

長期の企業価値向上との結び付き」が重要だとい

それはもう固定額であって、それを業績連動報酬

うことが書かれていまして、その文脈で読むと、

だったという形で評価されて、虚偽記載だという

業績と連動しているかどうかよりも、むしろもう

ような評価は一切されないということなのでしょ

ちょっと狭く、中長期の業績に連動するものにつ

うか。

いては投資家にとって重要だから、それについて

○若林

さすがに、それはないのではないでし

は開示しなければいけないというような形の限定

ょうか。やはり言葉の意味から来る解釈の限界と

的な区別の限界というものが表れてくるのかなと

いうのはあるべきで、仮に企業が設定した基準の

思いました。それが私が正しいと思うかどうかは

範囲を超えるものであれば、それはやはりミスリ

ともかくとして、そういうような限界付けという

ーディングになり得るのではないでしょうか。

のも一つあり得るのかなと。

○舩津

いや、そこが気になっていまして、企

そうすると、前年度の業績を基に次の年の報酬

業が設定した範囲を超えるといってしまうと、企

を決めますよというのは、実はここで要求されて

業が無制限にすれば何でもオーケーになるのでは

いる業績連動ではないのかなと。今回の DWG の提

ないかという気がしています。もしかすると若林

言の趣旨を踏まえて、何か業績連動報酬というも

先生の中で、ここから先は業績連動として、固定

のの解釈の限界みたいなものがもしかしたら導け

とはごまかせないよというようなラインがお有り

るのではないかなということをちょっと考えまし

なのではないかなと。そのラインに照らして、前

た。

年度の実績を基に翌年度の基本報酬を増減すると

○若林

いうのは、これは固定なのでしょうか、変動なの

とうございます。

でしょうかというところが気になりました。
○若林

ご教示いただきまして、本当にありが

確かに、DWG 報告の今回の趣旨からすると、舩津

やはり経営者として上げた一定の業績

先生のおっしゃったとおりだと思います。ただ、

といいましょうか、その指標ですね。結局その内

中長期の企業価値の向上や、ここでは経営戦略な

容にもよるということになってくるのかもしれま

ども挙げられておりますが、やはり企業によって

せんが、そうすると、ちょっと基準がないのでは

かなりバラエティーが出てきて、限界付けを見極

ないかと言われそうな気もします。ただ、やはり

めるのが難しくなってくるような気がしなくもな

業績に連動しているというその連動性ですよね。

いのですが、もう少ししっかり考えてみます。

そこの部分というのは、何らかの限界というのが
ないと、今回の開示府令の趣旨にももとるという

【政策保有株式の開示の目的】

ことになりますし、また、一般的な投資家がそれ

○梅本
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私が質問させていただきたいのは、政

策保有株式についてです。質問というか、コメン

的の投資有価証券については、すでにグロスとし

トというか、確認なのですけれども。

て開示されているわけですね、額としては。銘柄

有価証券報告書を初めとして、企業がディスク

まで開示しなければいけないのかというと、若林

ロージャーを求められる事柄というのは、多くの

先生のおっしゃるように、確かにそこまでいくと

場合、投資者の投資判断において重要・有益なも

どうなのだろうねと。

のだと思われます。本日ご報告されましたコーポ

まとまりがなくて申し訳ありません。私が申し

レート・ガバナンス全般に関する情報ですとか役

上げたいことは、政策保有株式開示の主たる目的

員報酬というのは、まさにそういうものだと思う

が持合い解消というか、重要性の低い政策保有株

のです。ところが、政策保有株式の開示というの

式を解消したいということにあるとしても，開示

はちょっと毛色が違うのかなと。

を求められる当該会社の投資者の利益、投資者の

○若林

そうですね。

投資判断という情報開示の基本的視点から説明す

○梅本

主たる規制目的というのは、若林先生

ると、そういう規制目的は据わりが悪くて，余剰

もご指摘になったように、企業経営に対する規律

資産の解消という方向に持っていって説明するこ

の緩みが政策保有株式によって生じているからだ

とになる。でも、そうすると純投資目的の株式は

ということなのでしょう。しかし，経営規律が弛

どうなるのだとなって，何かちょっとおかしなこ

緩して問題となるのは情報開示をする会社ではな

とになっているのかなと理解したのですけれども、

くて、その会社に株式を持たれている会社の方で

いかがでしょうか。

す。この点，役員報酬などの情報開示とは異なる

○若林

と思われますが，いずれにせよ，政策保有株式の

うのですけれども、基本的には、投資判断のため

開示を促して、間接的に、必要なものはともかく

の情報開示目的ということでしたら、やはり重要

として、説明がつかないようなものは売却させて

性で切るというのが最もシンプルだと思います。

いこうという政策判断に基づくものなのでしょう

したがって、なぜわざわざ政策保有株式という形

ね。

で区切って開示を要求するのかということが問題

しかしながら、情報開示をする会社の投資家に

梅本先生のおっしゃったとおりだと思

点として挙がってくるということにならざるを得

意味がないかというと，そういうわけでもなくて、

ないのではないかと思います。

政策保有株式を持っていると資本効率が低くなっ

つまり、ほかの資産と同じように、重要なもの

てしまう、だからこれについて開示させて，投資

についてその運用の構想を開示するというのは当

者の投資判断に役立てようという側面もあるのだ

然なわけですけれども、あえて政策保有というこ

ろうと思います。ただ、そういう方向で考えると、

とに限って、さらにそこの具体的ないろいろなも

資本効率を下げるのは何も政策保有株式だけでは

のについてまで開示をするというのは、やはり投

なくて、ご報告にありました純投資目的の株式だ

資判断以外の別の要素が入ってこないと、なかな

って同じではないかと。

かそこまで開示を要求することにはならないとい

今般の新型コロナ相場のような形で株式市場が

うふうに思われます。

全体的に落ちてしまうと、他社の株式を保有する

結局、スチュワードシップ・コードとか、あるい

会社が減損しなくてはいけない場合が少なくない

はコーポレートガバナンス・コードとか、そうい

でしょうから、純投資目的の株式も開示すべきだ

ったこれまでのいわゆるアベノミクスの下での経

という議論につながりやすいのかもしれない。た

済政策の一環として行われていることというふう

だ、そうはいっても純投資目的で保有する株式の

に私は捉えています。そういった観点から、最終

銘柄まで開示しなければいけないのか。純投資目

的には株式市場を通じたリターンが国民の間に均
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てんしていくという、そういうための一つの手段

いと思うので、抽象的にはどんな株式でも純投資

であると捉えられるのではないかと思っています。

の要素は必ずあるはずです。そうやって純投資で

ただ、それが本当に、最終的に政策保有株式に

すと強弁されたときに、何か手立てがあるのかに

ついてコストの開示規制という形でフォーカスす

ついてお教えいただければと思います。

ることで、国民がリターンを享受するような形の

○若林

最終的な結果が得られるかどうかについては、政

と思います。そこを強弁されたときに、そうでは

策の効果の問題ですので、私にはにわかに判断が

ないと言うのはかなり難しいことなのではないか

つかないところがあります。いずれにしても、そ

と思います。

ういった別の要素が入ってきているところである

まさに洲崎先生のおっしゃるとおりだ

ただ、政策保有株式の開示のところで、取締役

ということは確かだと思います。

会での議論のプロセスなどに踏み込んだ検証、そ
れからその開示が求められています。そうすると、

【純投資目的と政策保有目的】

そこでの検証のための基準であるとか、当てはめ

○洲崎

によって、その会社で純投資とされている投資や、

今、梅本先生からご質問のあった純投

資と政策投資に関連することを伺いたいと思いま

一般的に純投資と言われているものと違っている

す。

ような場合には、純投資ではなくて政策保有では

今回の DWG 報告では、政策保有目的と思われる
株式保有が純投資に区分されていたケースがある

ないか、ということは言いやすくなるのではない
かと思います。

のではないかという指摘がされています。会社と

ただ、それは結局、その会社が取締役会で検証

してあまり表に出したくない株式保有、つまり、

するための基準をどのようにして設定するかとい

本当は発行会社の経営陣が希望するとおりに安定

うことに依存していますので、あまりというか、

株主として議決権を行使するのだけれども、その

全然意味がないのではないかと思います。

見返りとしてアームズ・レングスではない取引を

○洲崎

期待する、というような後ろめたい関係が一番問

場株式をたくさん保有してきましたが、30 年ぐら

題なので、そこを無くさせたいというのが新規律

い前は、純投資もあれば政策投資もあるというこ

が目的としているところなのだろうと思います。

とを正面から認めていたように思います。しかし、

発行会社の業績が振るわず、保有し続けても合

どうも最近では、保険事業関係の子会社以外には、

生命保険会社は、機関投資家として上

理的な投資になりそうにない場合はそのような後

政策投資というものは一切ないと言いきっている

ろめたい保有である可能性があるわけですが、そ

ようです。全ての株式が純投資であると。

れでも、持っている側は、政策保有目的だと正直

今回のように新たな規律を設けることで、投資

に言わずに、「いや、これも純投資だ」と言いがち

家は注目しているのですよというプレッシャーを

です。今は業績が悪くても、将来業績が回復して

与えて、後ろめたい株式保有をなくさせるという

株価が上がったときに売却する目的で持っている

効果はありそうには思えます。ただ、全部純投資

のだから純投資なのだと強弁したときに、果たし

ですと言い切られたときには、それに対抗するこ

てそれを虚偽記載として処理することで、そのよ

とはなかなか難しいのでしょうね。

うなことをやめさせることができるのでしょうか。

○川口

金融庁はパブコメで、キャピタルゲイン又はイ
ンカムゲインを目的とする保有株式は純投資だと
言っているようですが、キャピタルゲイン、イン

ほかにご意見、ご質問はございません

でしょうか。
それでは、時間も参りましたので、本日の研究
会を終了させていただきます。

カムゲインがおよそ期待できないような株式はな
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新型コロナの影響で何かと大変な状況で、若林

先生にはご報告いただき、ありがとうございまし
た。
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