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始まった企業統治改革が質す「取締役力」

６月に適用開始となった「コーポレートガバナンス（CG）・コード」は、上場企業の多くが
独立社外取締役を選任するなど普及に弾みがついている。CG コードの目的は本来、企業の「持
続的な成長」と「中長期的な価値向上」にあり、その道筋をつける役割を担う取締役会を適
切に機能させるうえでは、社外取締役の活用がカギとなる。

――機関投資家に出資先企業との建設的な対話を促
す「日本版スチュワードシップコード」が 2014 年
に導入されたのに続き、15 年 6 月には上場企業の経
営規範を定めた「コーポレートガバナンス（CG）・コー
ド」の適用が始まりました。投資家は企業のガバナン
ス強化・改善への取り組みを注視している状況です。
企業側の CG コードへの対応は進んでいますか。
坂入　みずほ総研は８月に、東証１部・２部上場企業
を対象に、CG コードへの対応状況についてアンケー
トを実施しました。具体的な取り組み状況を見ると、

「関連当事者取引への対応」や「独立社外取締役の活用」
などが先行する一方、「取締役会の実効性評価」や「任
意の諮問委員会の設置」などについては、「未定」と
する回答が目立ちました。
―― CG コードの各原則を実施しない場合は、その理
由を「ガバナンス報告書」で説明する必要があります。

坂入　アンケートの回答では、CG コードに粛々と形
式的に従う、ある意味で「規制対応型」の企業が目立
つ一方、回答企業の 50％超がコード適用を「企業価
値の向上を改めて図る好機」「自社の統治のあり方を
抜本的に見直すチャンス」などと前向きに捉えて、自
社にとって望ましい対応を検討しています。ただ、コー
ドへの対応が求められている上場企業の開示資料を見
る限りでは、そうした姿勢を見せているのは一部にと
どまるのではないでしょうか。
　CG コードの目的は本来、企業の「持続的な成長」
と「中長期的な価値向上」です。企業は、そうした本
質を捉えて対応するべきですが、現状は形式的・表面
的な対応にとどまる企業と、コードの主旨を踏まえて
前向きに対応している企業に二極化しています。巷間
では、他社の様子を気にしつつ、横並びの対応を所管
部署に指示している企業もあると聞きます。
―― CG コードに従って企業統治の「形」を変えたと
ころで、持続的成長が保証されるわけではありません。
坂入　CG コード適用によって、上場企業は統治改革
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投資家は企業統治改革の進展を注視

１．CG コード適用では、多くの企業が「原則主義」の対応に苦慮し、「細則主義」的なアプローチが目立つ。
２．ROE などの数値は経営の「物差し」に過ぎず、企業と投資家が経営上の課題を共有することが重要。
３．取締役の指名では、求めるスキルや要件を明確にする一方、就任後もスキルを補足するトレーニングが必須。
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の「具体性」や「本気度」が問われることになります。
機関投資家の中には、総会で行使する議決権の基準を
厳しくする動きも見られます。そうしたなかで、形式
的・表面的な対応だけで済ませようとする企業は、投
資先企業の統治強化や経営改革への意識を高めつつあ
る投資家の期待に応えられないと思います。

―― 新聞報道を見ると、企業が資本効率を示す ROE
（自己資本利益率）や ROIC（投下資本利益率）など
の数値を目標設定するケースが増えています。
坂入　投資家は投資先企業の資本効率への注目度を高
めており、株主重視の経営姿勢を打ち出すためでしょ
う。ただ、資本効率を目標にしてはいけないとか、高
い数値を置く必要はないというわけではありません
が、目標達成にこだわり過ぎたり、数値が会社計画に
比べて上か下かといった議論に終始すると、株主至上
主義の近視眼的な経営に傾いたり、中長期の視点で経
営を議論する機会を失ってしまいかねません。
　重要なことは、ROE や ROIC は経営の「物差し」
に過ぎず、「目的」ではないということです。企業にとっ
ては、ROE や ROIC の数値目標も含めて、中長期的
な視点で収益力を高め、企業価値を向上させていく戦
略や施策、事業環境など、自社の成長シナリオを投資
家に対して明確に説明し、きちっと理解を得ることが
大事なのです。
―― ROE などの数値目標は、企業と投資家の「対話」

を促す材料の１つということかもしれません。
坂入　これまで日本では、投資先企業に潤沢な資本の
活用や生産性改善を求めるアクティビスト、いわゆる

「物言う投資家」の活動をことさら恐れ、企業は必要
以上の自社情報の開示をためらってきた側面があると
思います。企業は売上高や利益など業績数値に関する
財務情報の開示だけで済ませる一方、ガバナンスやリ
スクに関する非財務情報の開示には消極的でした。だ
から、投資家のほうも目先の業績数値だけを重視して
投資を行ってきたのだと思います。しかし本来は、企
業は投資家への多面的な情報開示を通じ、自社の経営
に関する対話を積極的に仕掛け、そして投資家のほう
も投資先企業の持続的な成長や株主配分の引き上げを
目指して、経営にコミットして成長シナリオについて
提言するなど、両者は建設的な関係であるべきです。
　もともと CG コードを政府に提案・助言したのは公
益社団法人 会社役員育成機構のニコラス・ベネシュ
氏（注）です。彼は「多くの日本企業は本来有する底
力よりも、投資家から低く評価されている」と述べて
いますが、その意味するところは、企業が投資家に対
して財務情報だけでなく非財務情報も開示することで、
投資家側も経営上の課題を共有し、中長期的視点で企
業価値向上への声を届けられるということです。CGコー
ドは、企業と投資家がそうした「緊張感のある協調関係」
を構築するうえでのカンフル剤になるでしょう。
―― 今後、CGコードの主旨を踏まえ、企業統治改革を
進める企業は投資家からの評価が高まると思います。
坂入　投資家は、企業が統治強化や経営改革に向け
て絶え間なく努力をしていることを確認したいはず
です。それに対して企業側は、生産性向上から持続
的成長につながる経営戦略を策定し、「ガバナンスの
PDCA」を確立して循環させ、ROE や ROIC などの数
値目標も示しながら、投資家が期待する改革の実質的
な中身を見せていく必要があるでしょう（次ページ図１）。
―― 統治改革から中長期的な企業価値向上への道筋
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企業と投資家が
「緊張感のある協調関係」を築く
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日本経済新聞社が、2015 年 7 月 15 日までに東京
証券取引所に提出されたガバナンス報告書をもとに

「独立社外取締役」の選任状況を調べたところ、２人
以上の独立社外取締役を置く１部・２部上場企業は
全体の 42％、1,025 社に上ることがわかった。14
年には 413 社だったので、2.5 倍に増えたことなる。
同様に、東証マザーズでは 13％（14 年比９％増）、
ジャスダックでも 10％（同７％増）だったという。

注 : 公益社団法人 会社役員育成機構 代表理事。2010 年に法務省と法制審議会会社法部会に対し、会社法改正への意見を提供した金融庁のコーポレートガバナ
ンス連絡会議メンバー。在日米国商工会議所理事、内閣府の対日直接投資会議専門部会の外国人特別委員、アルプス取締役、セシール社外取締役などを歴任。
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をつける役割は、主に取締役会が担うことになります。
坂入　CG コードは第４章で「取締役会等の責務」を
明記するなど、取締役会の機能強化に関する原則につ
いての記述が全体の半分以上を占めています。「企業
戦略等の大きな方向性を示す」「独立した客観的な立
場から経営陣に対する実効性の高い監督を行う」など、
目指すべき「取締役会像」を示したうえで、複数の独
立社外取締役の有効な活用も求めています。
　しかし、現実には、取締役会は決議事項に追われ、
戦略的な議論をする時間が確保できない、といったケー
スが少なくありません。取締役会は「オフィシャルな場」
のような雰囲気で運営され、独立社外取締役の役割も
業務執行から離れた立場で助言する程度にとどまって
います。戦略に関する実質的な議論は、執行役員会議
や経営会議などで行われ、そこに独立社外取締役が出
席して議論に加わる企業は多くないはずです。

――取締役会が責任をもって統治改革や企業価値向上
を推進していくための解決策はありますか。
坂入　具体的な解決策として最も重要なのは、「取締
役の指名プロセス」です。現在、多くの企業で取締役
の選任基準は明確でなく、業務執行や権力争いの延長
線上で「部長の時代に頑張ったから」「社長派閥だから」
などの理由で指名しているのではないでしょうか。社
外取締役の指名プロセスも同様で、期待する役割や求
める資質などが明確でないまま、弁護士や会計士、あ
るいは元外交官など、とうてい企業経営に直接携わっ
た経験がないと思われる人材でも単純に「独立性があ
るから」といった理由で選任しています。
　それではだめで、「どのような人材で取締役会を構
成するか」「誰がどういった基準で取締役を選ぶか」、
また「独立社外取締役にはどのような役割や責務を担
わせるか」といったことを明確にすることが必要です。
―― 投資家は、取締役会の機能強化に一層の努力を
求めていますが、実際問題として企業がそこまででき
るようになるには時間がかかりそうです。
坂入　統治改革のために、従来の組織立てや業務慣行
を抜本的に変革していくのは時間がかかるので、でき
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■図 1  投資家が期待するガバナンスの PDCA 的循環（イメージ）

取締役（会）および
経営陣の評価

事前研修
適格な取締役の選任

適切な経営戦略
および資本の配分

経営戦略の実行
取締役の能力強化

業績にある程度連動した
報酬制度

● 取締役会の出欠状況や発言内
容だけで評価していないか？

● 経営に有益な適時適切な助
言・指摘を行い、企業価値向
上に貢献しているか？

● 役員に求める能力は明確か？
   （業務執行の延長線上に位置づけていないか？）
● 成長戦略（M&A、海外展開、リスク対応など）を実

現できる能力をもっているか？
●取締役選任の理由は？ ● 自社の持続的成長につながる

経営戦略を策定・実行してい
るか？

● 非効率だが、何らかのしがら
みにより撤退・縮小できてい
ない領域はないか？

● 報酬額は業績に応じて決定される仕組みになっているか？
● クローバック（報酬返上）条項を入れるべきではないか？
● リスクを敬遠し、成長機会を逃していないか？

報告書で開示した内容への取り組みについて、実
効的かつ詳細なガイドライン（内規）を確認したい

投資家▲

▲

▲

▲

▲

企業の統治改革・価値向上にとって
「取締役の指名プロセス」が最重要

CGコードの原則を自社で適切に判断し、統治改革を
進める企業もある。例えば、オムロンは、CG コー
ド適用以前から社内で自社の企業統治のあり方に
ついて検討を進め、独自の「CG ポリシー」を制定・
開示している。また、実質的な議論を深める目的で
取締役を７名に絞り、その過半数を取締役専任と
して事業執行と監督の機能を分離。社外取締役を
議長とする諮問委員会も設置するなど、企業統治
強化のフロントランナーとして注目されている。

資料：公益社団法人 会社役員育成機構
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　こうした指名・報酬のプロセスは大変重要です。
CG コードは監査役会設置会社と監査等委員会設置会
社では「任意の仕組み」として、独立社外取締役を中
心に構成する「諮問委員会」を設けることを提唱し、「取
締役の指名・報酬について助言する」としています。
――まさに投資家は、そうした取り組みの実効性を見
極めようとしています。
坂入　多くの投資家は、このような委員会が「日本の
企業統治に不可欠な仕組み」と考えているはずです。
今後、取締役の指名プロセスが不透明だったり、資質
に欠けているとか、独立性が十分に確保されていない
と見なされた場合は、総会の選任議案への反対票が大
幅に増えることになるかもしれません。
　また、取締役会全体が有効に機能しているかどうか
を評価することも求められています。前述のアンケー
トでは、取締役会の実効性評価を「検討中」との回答
が多く見られました。この点について、海外では第三
者のコンサルティング機関などを利用し、自社の状況
を客観的に評価することが普通に行われています。前
述の「ガバナンスの PDCA 循環」がうまく機能して
いる企業の取り組みをケーススタディーし、自社に取
り込むことも有効だと思います。

るところから始めればいいと思います。投資家に対し
ては、CG コード対応後の具体的なタイムラインを示
すと、信頼度が高まると考えています（図２）。全体
のプランや実現へのコミットメントを事前に示すこと
ができれば、投資家から歓迎されるはずです。
―― そうはいっても、不正会計が発覚した東芝のケー
スもあります。東芝の教訓は、取締役を適切に選任し、
取締役会を機能させ、企業戦略を着実に実行すること
だ、とされています。
坂入　そうです。社内・社外ともに取締役を指名する
際は、まず自社の事業の特性や展開状況、成長シナリ
オを考慮したうえで、取締役に求めるスキルや要件を
定め、条件に合致した候補者を探して選任します。た
だし、選任するだけではだめで、取締役就任後もスキ
ルを補足するトレーニングを行う必要があります。そ
れに加えて社外取締役の場合は、スキルもさることな
がら他社との兼務状況も確認し、活動するうえで十分
な時間を確保できることが重要な要件となります。
　また、取締役の報酬（役員報酬）は、CG コードが
提唱するように、持続的成長に向けたインセンティブ
として機能するように設定しておきます。中長期の業
績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社株報酬と
の割合などを適切に設定するべきです。責任や役割に
対して低い報酬基準になっていると、取締役のモチ
ベーションに影響します。

コンサルタント  ・  オピニオン 2015.9.10

みずほ総合研究所　総合企画部広報室　03-3591-8828　kouhou@mizuho-ri .co.jp　 c 2015  Mizuho Research Institute Ltd.  

｢コーポレートガバナンス・コード｣
完全対応セミナー

みずほセミナー開催のお知らせ 東京

　６月から東京証券取引所 1 部・2 部上場企業に適用が
開始された「コーポレートガバナンス・コード」の提案者
が自らコード本来の目的を解説するほか、役員の選任基
準やトレーニングの方針、取締役会評価をはじめ、ガイド
ライン（内規）の作成方法などの実務ポイントを指南します。

日 時  2015年9月18日（金）13:00 ～ 17:00

講 師  ニコラス・ベネシュ  公益社団法人 会社役員育成機構 代表理事
　　　宮澤   元  みずほ総合研究所コンサルティング部 主席コンサルタント

　　　坂入克子  同  上席主任コンサルタント

　　　平松   徹  同  上席主任コンサルタント

詳細・お申し込みはこちら
http://www.mizuhosemi.com/section/group/27-1310.html

C Ｇコード
適用開始

適用１年目

適用１年目末

適用２年目

●役員研修
●監査役の会計知識を確保

● 会社と利害関係がない独立社外取締役のみ
の会合開催（定期的）

● 社外取締役と監査役が連携し、社内情報を
共有（監査役は情報収集力を活用）

●取締役（会）および経営陣の自己評価

● 独立社外取締役で構成する諮問委員会が指
名・報酬・監査などについて助言

● 筆頭の独立社外取締役が経営陣、全役員と
連携・調整に努める

● 会社側は、社外取締役・社外監査役に対し
の十分な社内情報を提供

資料：公益社団法人 会社役員育成機構

■図 2  ＣＧコード適用後のタイムライン例


