（添付資料3） コーポレートガバナンス・コード行動指針チェックシート

2015年6月5日
Ａ；実施していない事項【Explain】

（１）、（２）多くの日本企業がこれまで実施していないと想定される事項
キーワード
1 株主総会議案
反対票の原因分析

内容
補充原則 ●株主総会で可決に至ったものの相当数の
1－1①

反対票が投じられた会社提案議案があった
と認められるときは、原因分析を実施
●株主との対話において対応を検討

B；実施していない事項【Comply】
長所

短所

実務上のポイント

機関投資家・海外投
資家の議決権行使

3 外部会計監査人の
評価基準

4 独立社外役員
のみの会合

補充原則 ●議決権電子行使環境（議決権電子行使プラッ
1－2④ トフォーム等）や招集通知の英訳を進めるべきで ●投資家の声をより
多く反映出来て、株主
ある。
満足が増加する。
●物言う株主が増え
て良い意味の圧力に
なる。

●総会招集通知状への議決権電子行使可の記載と電子行使プ
ラットフォームを利用しているか

●管理コストが増加
する。
●反対が増えると予
想され、経営者はか ●招集通知の英文版作成を作成しているか
えって萎縮する。

補充原則 ●監査役会は外部会計監査人候補を選定・
3－2①

評価するための基準を策定

補充原則 ●独立社外者のみを構成員とする会合の
4－8①

開催

現状

今後の対応

評価

●株主総会運営規程等の改訂
●日本版ｽﾁｭﾜｰﾄﾞｼｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞ
●経営陣への投資家 ●分析だけでは、海
の声であり、良く分析 外投資家からの評価 ・反対票の定義がなれているか、具体的な原因分析の手法・手続きが 「5 機関投資家は、議決権行使方針(投
確立されているか、公表のための基準、手続きは確立されているか
して説明は、好評価に は得られない。
資先企業の持続的成長に資する)を持つ」
繋がる。
●IR規程等の改訂
●原則5-1
・機関投資家等の対話方針を定めているか、対話内容の対外的開示方
針が定められているか

2

関連事項

●監査役会規程等の改訂
●大手会計事務所以 ●評価基準の作成は ・外部会計監査人の選定基準・評価基準はどのような考え方に基づい
外の会計事務所も公 難しく、評価は更に困 て策定され運営されているか
平に評価できるように 難であり、実効性の
なり、監査人間の健全 あるものになるか疑
・外部会計監査人の独立性と専門性について基準を設けた上で確認を
な競争を促す。
問。
しているか

株主との建設的な対話に関する方針

●日本版ｽﾁｭﾜｰﾄﾞｼｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞ
「指針5-1 機関投資家は、すべての保有株式につい
て議決権を行使するべし」、
「指針5-3 機関投資家は議決権行使結果を、－－
－公表すべし」

●日本監査役協会「会計監査人との連携
に関する実務指針」(平成26年4月改訂版)

●経済産業省 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ･ｼｽﾃﾑの在り方
●取締役会規程、会議体規程等の改訂
●監査人まで含める ●情報不足により、
関する研究会「社外役員を含む非業務執行役員
と大手勢力となり、存 経営実態を踏まえた ・独立社外取締役のみの会議体が設置されているか
在感が増す。
議論がどこまでできる
の役割･ｻﾎﾟｰﾄ体制等に関する中間取り纏め」
・独立社外取締役のみを構成員としする会合を定期的に行っているか
か疑問。
5.3.1 社外取締役の役割を支える体制、

・独立社外取締役の情報アクセスに関する措置は取られているか

5 任意の委員会
(指名・報酬その他)

補充原則 ●独立社外取締役を主要な構成員とする
4－10①

委員会の設置により、重要事項に関する
適切な関与・助言

●任意でも設置され
て独立社外役員が主
導する効果は期待で
きる。

●取締役会規程、会議体規程等の改訂
●選任される独立社
外役員次第で効果も
限定される。社長の
お友達の社外役員で
は意味がない。

他の社外役員を含む非業務執行役員との連携

●経済産業省 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ･ｼｽﾃﾑの在り方

・各種委員会の役割・責任が定義されているか

関する研究会「社外役員を含む非業務執行役員

・(任意)の報酬委員会の構成・責任が定義されているか

の役割･ｻﾎﾟｰﾄ体制等に関する中間取り纏め」
4.2.2 社外取締役の役割、
業務執行役員の評価(指名・報酬)

6 取締役会評価

補充原則 ●取締役会は、毎年各取締役の自己評価等
4－11③

も参考にしつつ取締役会全体の実効性に
ついて評価・分析
●その結果の概要を開示

●取締役会規程、会議体規程等の改訂

●評価基準の作成と
●取締役の評価基準
共に、適正な実態評 ・取締役会全体が有効に機能していることを確認するため の分析や評
の明確化により、取締
価ができるかを含め、 価(内部評価、外部評価)等をうけているか
役会のレベルアップと
実効性のあるものに
活性化に繋がる。
なるか疑問。
・自己評価、内部評価、外部評価の方針・手続き等が定められているか

●原則3-1(ⅴ) 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

・開示方針が定められているか、また実際に開示されているか

7 取締役・監査役の

原則

●個々の役員に適合したトレーニングの実施

トレーニング方針

4-14

(新任/既存、取締役/監査役)、トレーニ

補充原則

ング方針の開示

4-14②

●役員として身につけ
るぺき経営管理・戦
略・手法・センス、定
款・規則・規程のマス
ター、役員としての自
覚の向上に役立つ。

●取締役会規程、会議体規程等の改訂
●原則4-11 監査役には、財務・会計に関
●割高な外部講師・ ・取締役・監査役が有すべき知識について定義されているか
する適切な知見を有している者が1名以上
セミナー受講等のコ
スト増、企画する総 ・取締役・監査役の研修方針・体制が整備されているか
選任されるべき
務・秘書室等スタッフ
・新任取締役・監査役に対する研修だけでなく、定期的な取締役研修が
の業務増。
企画され実施されているか

・研修方針、研修結果他について開示を行っているか

8

原則

株主との建設的な対
話を促進するための 5-1
体制整備に関する方
針の開示

●取締役会規程、職務分掌規程等の改訂

●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・取り組みに関する方針を公 ●株主の声を反映し ●中身の薄い、株主 ・株主との面談について実施方針が定められているか
表すべきである。
やすくなる。独断的な 優待のような「対話」 ・株主との対応を相当する責任者を選任できているか
経営陣にはブレーキ で済ませる。
役に、優柔不断な経
営者には刺激になる。

・株主とのｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝについて関連する各部の役割期待は定義されて
いるか

●日本版ｽﾁｭﾜｰﾄﾞｼｯﾌﾟ･ｺｰﾄﾞ
「原則4 機関投資家は、投資先企業との建設的な
「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の
共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきであ
る」

・IR担当と各部署の連携の為、会議等が適切に設定されているか

（３）多くの日本企業がこれまで実施しているが、開示していないと想定される事項
キーワード
9 政策保有株式

内容
原則
1-4

●政策保有に関する方針を開示すると共に、
リスク・リターンを踏まえた経済合理性の
説明
●政策保有株式に係る議決権行使基準の

長所

Ｃ；実施しているが、開示していない事項
短所

実務上のポイント

●検討結果を株主向 ●経済合理性の検討 ●投資に関する規程等の改訂
けに公表することは有 のみで外部公表の義 ・政策保有に関する方針を開示しているか
効である。
務がないものは、形 ・保有の狙い・合理性について具体的な説明を行っているか
骸化される。

関連事項

現状

今後の対応

評価

●有価証券報告書
(投融資目的以外の目的である投資株式)

策定・開示
10 ESG
(環境・社会・統治)

原則

●社会・環境問題をはじめとするサスティナ

2-3

ビリティー(持続可能性)を巡る課題への
取り組み

11 情報開示

(最高経営責任者等

4－1③

13 監査役は能動的・積 原則
極的に権限を行使
4-4
し、意見を述べる

●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観点から
ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営計
戦略、経営計画
ⅱ）本コードを踏まえた、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き
ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監
査

●役員選任基準を記
●非財務情報の開示 述することは技術的
に難しい
が充実する。
●経営計画とその結
果の分析により経営
者の評価に役立つ
●役員報酬に関する
いわゆるお手盛りの
牽制に役立つ

●ESGの視点からの統合報告書等の任意開示資料の充実や新た
な作成
●日本版ｽﾁｭﾜｰﾄﾞｼｯﾌﾟｺｰﾄﾞ「指針3 機関投資家
は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワード
・経営理念、経営戦略、経営計画は策定され公表されているか
シップ責任を果たすために、当該企業の状況を的確
に把握すべきである。
・ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽに関する基本的な考え方・方針は開示しているか
「指針4 機関投資家は、投資先企業との建設的な
「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の
・経営陣幹部・取締役の報酬決定方針、手続きを開示しているか
共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきであ
る。」
・経営陣幹部の選任と取締役・監査役の指名を行うに当たっての方針と
「指針4-2 機関投資家は、未公表の重要事実を受
手続きは開示しているか
領することなく、公表された情報をもとに、投資先企
業との建設的な「目的を持った対話」である。

●取締役会は、経営理念や経営戦略を踏まえ、 ●確りとした仕組み・
CEO等の後継者の計画(プランニング)について 計画ができることによ ●社長による今まで
の幹部候補選抜を踏
の適切に監督すべきである。
り、CEO等にふさわし 襲し、取締役会として
い魅力ある適材の選 の特別な対策をとら
任に繋がる。
ない会社が多くなりそ
うな懸念あり。

●取締役会規程、会議体規程等の改訂

●取締役会と協働で、
１．企業戦略の大きな方向性を示す
２．適切なリスクテイクを支える環境を整備する

●監査役会規程等の改訂

●独立した客観的な立場から、経営陣・取締役
に対する実効性の高い監督を行う
原則
4-9

●独立社外取締役の独立性を実質面におい
て担保することに主眼を置いた、独立性判断
基準の策定公表

15 資本効率目標

・統合報告書/ｻｽﾃｨﾅﾋﾞﾘﾃｨﾚﾎﾟｰﾄ/環境報告書/CSR報告書等を作成し
て開示しているか

補充原則

の後継者計画)

14 独立性判断基準

●サスティナビリティーに関する方針の見直し
●東証 「コｰポレｰトガバナンスに関する
●ひな形による対応
・取締役会で、社会・環境問題に等ついて議題として挙げているか
報告書」の記載要領
の羅列に終始される
可能性あり。実質的
・CSR方針・環境方針について定期的な見直しの要否を検討しているか
にどこまで深掘りでき
るかが課題。

原則

(意思決定の透明性・ 3-1
公正性を確保する観
点からの開示)

12 後継者計画

●環境・社会・統治へ
の影響を経営課題と
して認識し、取り組む
良い機会を提供する
ことに繋がる。

原則

●利益率など収益力に関する目標だけでは

5-2

なく、ROEなど資本効率に関する目標も
設定
●実現に向けた現場への落とし込み(ROEの
分解)

●物いう監査役が増
える事で、コーポレー
トガバナンス改善につ
ながる。

●判断基準は株主か
らみて分かりやすくな
り、会社に関係のない
人が増える可能性が
高くなる。

●経営陣が委縮して
は意味が無い。
●監査役選任権が社
長に残ったままでは、
物が言えない。

・後継者計画は、会社の経営理念や経営戦略を踏まえているか
・経営戦略を踏まえたふさわしい後継者像について検討しているか。ま
た、その育成方針はあるか
・後継者計画は、取締役会においてﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞしているか

・戦略等の大きな方向性や適切なリスクテイクを支える環境が整備でき
ているか

●日本監査役協会 「監査役監査基準改定案 第13条」
”監督機能の一翼としての機能”

・独立した客観的な立場から、経営陣・取締役に対する実効性の高い監
督を行っているか

●東証 「コｰポレｰトガバナンスに関する
●取締役会規程、会議体規程等の改訂
●形式的なルールは
守るものの、社長の ・独立社外取締役の選任基準・独立性判断基準は整備・運用されている 報告書」の記載要領
お友達を集めた独立 か
●取締役協会 「取締役会規則における独立
役員でも通用する判
取締役のの選任基準モデル(平成26年2月)
断基準であると現行 ・独立社外取締役の在任期間の在り方についてどう考えているか
と変わらないリスクが
残る。
●経営戦略や経営計画の策定・公表に関する規程等の改訂

●適正な目標設定
●適正な目標設定は ・収益計画や資本政策に関する方針が定められているか
は、対外的評価と共
難しく、現場への落と
に、企業の競争力強
し込みのROEの分解 ・中長期視点での目標設定となっているか
化に繋がる。
等、よく分析した上で ・ROEの分解及び本質理解による経営が行われているか
の設定、労力をかけ
・策定プロセスが定められ現場への落とし込みが徹底されているか
る必要がある。

●経済産業省 伊藤レポ-ト
｢3.ROEと資本ｺｽﾄ、資本規律｣、「11.持続的
成長に向けた企業開示のあり方」等。

（４）多くの日本企業がこれまで実施しており、かつ開示していると想定される事項
キーワード
16 女性の活用

17 インセンティブ報酬
の検討

内容
原則
●社会における女性の活用を含む多様性の
2-4
確保の推進
補充原則 ●多様性の適正規模を両立した形で構成
4-11①

補充原則 ●中長期的な業績に連動する報酬の割合、
4－2①
現金報酬と自社株報酬の割合の適切な
設定

長所

Ｄ；実施しており、かつ開示している事項
短所

実務上のポイント

関連事項

●女性の活用は、時
代の趨勢であり、海外
投資家の評価も含
め、魅力ある会社の
バロメータとなる。

●多様性に関する規程等の改訂
●対外的な受けのみ
・多様性に関する方針を定めているか
で、実力を伴った評
価による活用になら ・多様性に関する運用手続きを定め、運用しているか
ないと、かえってマイ
ナス効果となる可能 ・多様性の尊重を行動基準等に記載することについて検討しているか
性がある。

●適正な報酬割合の
設定は、役員の活性
化と企業の業績拡大
に繋がる。

●役員報酬規程等の改訂
●経済産業省 伊藤レポ-ト
●適正な報酬割合の ・業績連動報酬を導入することによる経営陣へのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ効果につい
「4.ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑと経営者のｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ」
設定は難しく、実質的 て検討しているか(設定期間、KPI、対象者の範囲等を含む)
●有価証券報告書
運用は困難が予想さ
れる。
・現金報酬と自社株報酬の割合について検討しているか(ｽﾄｯｸｵﾌﾟｼｮﾝや 「ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｶﾞﾊﾞﾅﾝｽの状況、役員報酬の内容」
信託方式の活用等)
●会社法 事業報告

●補充原則4-11① 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る。

現状

今後の対応

評価
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