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2015 年 11 月号（Vol.12） 

－会社法－ 

コーポレートガバナンス・コードの実務対応 
～エクスプレインの多い原則に着目して～ 

 

Ⅰ. はじめに 

Ⅱ. エクスプレインの多い原則 

Ⅲ. エクスプレインの内容の分析 

Ⅳ. エクスプレインの多い主な原則の解説 

 

 
 
Ⅰ.  はじめに 
 

2015 年 6 月 1 日、上場会社へのコーポレートガバナンス・コードの適用が開始され

ました。適用初年度におけるコーポレートガバナンス・コードに対応したコーポレー

ト・ガバナンス報告書の提出は、遅くとも、適用開始以後 初に開催される定時株主総

会の日の 6 か月後まで猶予されており、3 月決算会社については本年 12 月が提出期限

となることから、今月・来月にも多くの開示が想定されます。 

本号においては、2015 年 6 月 1 日の適用開始以降、既にコーポレート・ガバナンス

報告書における多くの開示事例が存在することから、これらの開示事例においてエクス

プレイン（実施しない理由）の開示が多いコーポレートガバナンス・コードの原則に着

目して、その実務対応について解説します。 

 

Ⅱ.  エクスプレインの多い原則 
 

2015 年 8 月 7 日、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

ドの普及・定着状況をフォローアップするとともに、上場会社全体のコーポレートガバ

ナンスの更なる充実に向けて、必要な施策を議論・提言することを目的として、金融庁

と東京証券取引所を共同事務局とする「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」（以下、「フォローアップ会議」といいます。）

が設置されました。 

2015 年 9 月 24 日に開催されたフォローアップ会議の第 1 回会議においては、東京証

券取引所より、同年 8 月末までに 111 社がコーポレートガバナンス・コードに対応した

コーポレート・ガバナンス報告書を開示済みであり、このうち市場第一部・第二部の

68 社について分析すると、全原則をコンプライ（実施）している会社は 60.3％（41 社）

であり、一部原則をエクスプレイン（説明）している会社は 39.78％（27 社）という報
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告がなされています。 

そして、コーポレートガバナンス・コードの 73 原則（基本原則・原則・補充原則）

のうち、エクスプレイン（説明）率が 5％以上の原則は、以下のとおりです。 

（2015 年 8 月末時点） 

原則 原則の内容 
エクスプ 
レイン率 

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。 

23.5％ 

（16 社） 

原則 4-8 

前段 

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。 

14.7％ 

（10 社） 

補充原則

1-2④ 

上場会社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等も

踏まえ、議決権の電子行使を可能とするための環境作り（議決権電子

行使プラットフォームの利用等）や招集通知の英訳を進めるべきであ

る。 

13.2％ 

（9 社） 

補充原則

4-10① 

上場会社が監査役会設置会社または監査等委員会設置会社であって、

独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない場合には、経営陣

幹部・取締役の指名・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観

性と説明責任を強化するため、例えば、取締役会の下に独立社外取締

役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置することなどによ

り、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討に当たり独立社外

取締役の適切な関与・助言を得るべきである。 

10.3％ 

（7 社） 

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 

7.4％ 

（5 社） 
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原則 原則の内容 
エクスプ 
レイン率 

補充原則

4-8① 

独立社外取締役は、取締役会における議論に積極的に貢献するとの観

点から、例えば、独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催

するなど、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る

べきである。 

7.4％ 

（5 社） 

補充原則

3-2① 

監査役会は、少なくとも下記の対応を行うべきである。 

（ⅰ）外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評

価するための基準の策定 

（ⅱ）外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否

かについての確認 

5.9％ 

（4 社） 

補充原則

4-2① 

経営陣の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つ

として機能するよう、中長期的な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を適切に設定すべきである。 

5.9％ 

（4 社） 

補充原則

4-8② 

独立社外取締役は、例えば、互選により「筆頭独立社外取締役」を決

定することなどにより、経営陣との連絡・調整や監査役または監査役

会との連携に係る体制整備を図るべきである。 

5.9％ 

（4 社） 

※「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」（第 1 回）の東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況及び関

連データ」（資料 4）に基づき作成 

 

フォローアップ会議においては、8 月末時点までの開示における全原則をコンプライ

（実施）している会社が 60.3％であるという数字は、海外と比較して高い水準にあると

の指摘がなされています（東京証券取引所からは、イギリスの FTSE350 構成銘柄で

2013 年に全原則をコンプライしているのは 57％、フランスの CAC40 構成銘柄で 2013

年に全原則をコンプライしているのは 36％、ドイツの DAX30 構成銘柄で 2013 年に全

原則をコンプライしているのは 7％と説明されています。）。その 1 つの要因としては、

自社のガバナンス体制について自信のある、比較的整備が進んでいる企業が早期提出を

する傾向があるためとも考えられます。 

ただし、コーポレートガバナンス・コードの各原則は、実効的なコーポレートガバナ

ンスの実現に資する主要な原則を取りまとめたものですが、コーポレートガバナンスの

在り方は、会社の業種、規模、成り立ち、企業風土その他の個性に応じた多様性が認め

られるべきものであり、また、コーポレートガバナンスは一朝一夕に完成するものでは

なく、継続的な見直しと改善を行っていくべきものであることから、「エクスプレイン」

をすることは、当然にネガティブに捉えるべきものではありません。自社にとって適切

であると考える原則についてコンプライするための企業努力をすることは望ましいの

は勿論ですが、形式的な実施に陥るのではなく、実質を伴った体制整備を行うべきこと

には留意が必要です。 
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Ⅲ.  エクスプレインの内容の分析 

 

各原則についての「コンプライ・オア・エクスプレイン」（原則を実施するか、実施

しない場合には、その理由を説明するか）の判断は、コーポレート・ガバナンス報告書

の提出時点の状況に基づき行うものであるため、将来実施を予定しているが、報告書提

出時点では実施していない原則については、エクスプレインと取り扱うことになります。 

従って、エクスプレインの内容は、大きく分けて、①今後実施する予定、②実施する

か否か検討中、③実施する予定無しに分類することができます。 

上記フォローアップ会議に提出された東京証券取引所の分析によれば、2015 年 8 月

末までに開示されたエクスプレインの実例のうち、①今後実施する予定とするものは

49.5％（内訳として、実施時期を明示するものが 29.5％、明示しないものが 20.0％）、

②実施するか否か検討中とするものが 35.2％、③実施する予定無しとするものが 15.3％

（内訳として、代替手段により目的が達成可能とするものが 8.6％、自社の個別事情を

挙げるものが 6.7％）とされています。 

  

Ⅳ.  エクスプレインの多い主な原則の解説 
 

前記Ⅱにおいてエクスプレインの比率が高いものとして挙げた原則について、個別

に解説します。 

 

1．取締役会評価（補充原則 4-11③） 
 

補充原則 4-11③は、毎年、取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の

実行性についての分析・評価を行うとともに、評価結果の概要の開示を求めています。 

このような取締役会評価（Board Evaluation）は、海外の上場会社においては一般

的な実務ですが、我が国においては、コーポレートガバナンス・コードの適用開始前

は馴染みのない制度であったため、その実施方法等について検討中の会社が多く、エ

クスプレインが多い原則となっています。また、取締役会評価の実施時期を、例えば、

毎年事業年度終了後など一定時期とする方針を取り、第 1 回目の評価結果の概要の開

示を当該時期の評価実施後に行うために、エクスプレインとしている例もあります。 

筆者が確認したところ、本補充原則をエクスプレインする会社は、実施に向けて前

向きに検討中とする会社がほとんどであり、積極的にこれを実施しないとするものは

見受けられませんでした。戦略的意思決定と経営陣への監督等を担う取締役会の実効

性を高めることが、コーポレートガバナンス上有効であることは疑いの余地はなく、

そのための自己評価を不要とすることも、通常は難しいためであると思われます。 

取締役会全体の実効性に関する分析・評価の方法としては、自己評価と外部専門家

による第三者評価の 2 つの方法があり、第三者評価の実施を開示している例もありま
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すが、まずは自己評価の実施を検討する会社が多いと思われます（なお、評価自身は

自ら行うものの、自己評価におけるアンケート項目の策定等について外部専門家のア

ドバイスを受ける会社は多くなっています。）。 

自己評価の進め方については、補充原則 4-11③において「各取締役の自己評価な

ども参考にしつつ」と記載しているとおり、各取締役の自己評価を行うことが出

発点になると考えられ、それを踏まえて、取締役会全体の実効性の分析を行うこ

とになります。そして、具体的な実施方法に関して、①各取締役の自己評価の方

法（アンケートの実施、加えてインタビューを行うか等）、②アンケート・質問

項目等の内容の策定、③集計・分析と評価を行う主体（取締役会、社外役員等に

よって構成される委員会、外部専門家等）、④評価の実施時期などを検討するこ

とになります。また、取締役会評価の実施後は、評価結果の概要の開示をどのよう

に行い、投資家にアピールするかのほか、課題とされた事項についてどのように対処

し有効な PDCA サイクルを構築するかが、課題となることになります。 

 
2．独立社外取締役の複数選任（原則 4-8 前段） 
 

原則 4-8 は、独立社外取締役の有効な活用として、上場会社は、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としています。コーポレートガバナンス・コー

ドに本原則が盛り込まれたほか、海外の機関投資家に強い影響力を持つ議決権行使助

言会社 Institutional Shareholder Services（ISS）が、2016 年 2 月から、総会後の取

締役会に複数名の社外取締役がいない企業の経営トップの再任議案に反対を推奨す

るとのポリシー変更を公表したことなどとも相俟って、上場会社に（独立）社外取締

役の複数選任が求められる流れは顕著であるといえます。 

このような状況の下、2015 年 6 月総会後、社外取締役を選任する東証上場会社の

割合は 87.3％（前年比約 23 ポイントアップ）、東証一部上場会社に限れば 94.3％と

なっており（前年比約 20 ポイントアップ）、さらに、東証一部上場会社のうち、複数

独立社外取締役を選任している会社の割合は 48.4%（前年比約 27 ポイントアップ）

と大幅に増加しました1。もっとも、東証一部上場会社の 50％強が独立社外取締役 1

名以下であることから、本原則については、相当程度のエクスプレインの開示が見込

まれることになります。 

これまでの本原則に関するエクスプレインの内容としては、①現在適任者を探して

いるなど、独立社外取締役の複数選任に向けて前向きに検討中であるという趣旨の開

示と、②自社の企業規模、社外取締役及び社外監査役も含めた体制や、現任の社外取

締役の稼働状況等を踏まえて、独立社外取締役の複数選任がなくとも自社のコーポレ

ートガバナンスは有効であり、現時点で選任を予定していないとの趣旨の開示の、2

                               
1 株式会社東京証券取引所「東証上場会社における社外取締役の選任状況＜確報＞」（2015 年 7 月 29
日） 



 

 
 
 

CORPORATE NEWSLETTER 

 

 

 

 

 

当事務所は、本書において法的アドバイスを提供するものではありません。具体的案件については個別の状況に応じて弁護士にご相談頂きますようお願い申し上げます。 

© 2015 Mori Hamada & Matsumoto. All rights reserved. 

 
 
 

つの方向性に大別できます。 

なお、前記の ISS の 2016 年版の議決権行使助言方針（ポリシー）に関しては、ISS

は、当初、当該ポリシー変更の方針の公表の段階では、基準導入当初は適用を一部の

企業に限定することも考えられるとしていましたが、2015 年 10 月 26 日、社外取締

役の導入が想定に比べて大きく進んでいるとして、「2016年 2月開催の株主総会から、

取締役会に複数の社外取締役がいないすべての企業の経営トップに反対を推奨しま

す。」とのポリシー改定案を公表し、オープンコメントを募集しています。また、ISS

は、当該オープンコメントの募集に際して、当該ポリシー改定の検討にあたり、社外

取締役のうち 低でも 1 名は独立社外取締役を求めることを検討したものの、社外取

締役に独立性を求めた場合、企業が候補者を選ぶにあたり形式上の独立性にのみ注力

し、候補者の資質が軽視される可能性があるとの意見が多く寄せられたとして、当該

ポリシー改定案について、「多くの日本企業が短期間に社外取締役の導入や増員を進

めるなかで、社外取締役候補者に要求される「独立性」と、積極性要件である「資質」

の 2 つをうまくバランスさせるにはどのような方法が考えられるでしょうか。」とい

う点について特に意見を求めており、今後の帰趨が注目されます。 

 

3．議決権の電子行使のための環境整備・招集通知の英訳（補充原則

1-2④） 
 

補充原則 1-2④は、機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権の電子行使

を可能とするための環境作りや招集通知の英訳を進めるべきであるとしています。 

本補充原則は、「すべきである」ではなく「進めるべきである」とする原則であり、

例えば、招集通知の英訳について、直ちにその実現に至らなかったとしても、このこ

とにより一律に同補充原則をコンプライしていないことになるものではないとの解

釈が示されています2。これまでのエクスプレインの事例では、現時点で議決権電子

行使プラットフォームの利用等や招集通知の英訳には至っていないものの、前向きに

これを進めていると理解される内容も含まれますが、前記解釈を踏まえて、このよう

な場合にコンプライとするかエクスプレインとするかは各社の判断となると考えら

れます（自社の考え方をエクスプレインすることが、株主との対話の観点でも望まし

いという判断もありうると思われます。）。 

これまでのエクスプレインの例としては、現在は海外投資家比率が低いことから現

在これを実施していない（今後の海外投資家比率の推移を勘案して検討していく）と

の趣旨の開示が多く見られます。また、海外投資家比率が 20％になった時点で実施

するとするなど、具体的な見通しを開示している例があります。 

 

                               
2  油布志行＝浜田宰「『コーポレートガバナンス・コード原案』の概要及び同原案における開示関連の

規律」経営財務 3212 号 28 頁（2015） 
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4．指名・報酬等についての独立社外取締役の適切な関与（補充原則

4-10①） 
 

補充原則 4-10①は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬などの特に重要な事項に関す

る検討に当たり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るべきであるとしています。 

従来、我が国においては、役員人事は社長・会長といった経営トップの専権事項と

されている例が多く、役員報酬についても、株主総会決議の枠内での具体的決定は取

締役会決議により社長に一任されることも多かったといえます。このため、海外投資

家から、我が国の役員の指名・報酬の決定プロセスが不透明であるとの批判があると

ともに、このために業績低迷期にも経営トップが交代しないといった役員人事の非効

率が生じ、役員報酬も中長期的な業績連動の色彩が弱いこととも相俟って、日本企業

の収益性が低い 1 つの原因となっているのではないかとの問題意識が存在しました。

このようなことから、指名・報酬の検討にあたり、独立社外取締役の関与等を含めた

公正かつ透明性の高いプロセスが求められていることになりますが、我が国の伝統的

な慣行との乖離が大きい原則であり、エクスプレインとする会社が相対的に多いのは

自然なことであるとも思われます。 

エクスプレインの例としては、任意の指名・報酬諮問委員会の設置を含めた、独立

社外取締役の適切な関与の在り方について検討するとするものが多く見られます（な

お、本補充原則が「例えば、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任

意の諮問委員会を設置することなどにより」とするとおり、任意の指名・報酬諮問委

員会の設置は独立社外取締役の関与の方策の例示となりますが、指名・報酬の検討に

独立社外取締役が関与しているものの、かかる委員会を設置していないことをもって、

エクスプレインとしていると思われる例も存在します。）。また、指名・報酬への役員

の報酬や指名については、あらかじめ定められた水準や経営会議等での十分な審議を

経て決定しており、現状の体系によって取締役会の機能の独立性・客観性が十分に確

保されている旨をエクスプレインする例もあります。 

 

5．情報開示の充実（原則 3-1） 
 

原則 3-1 は、5 つの項目について主体的な情報発信を求める原則です。 

本原則において比較的エクスプレインが多いのが、（v）「経営陣幹部の選任と取締

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」です。すなわち、会社

法上、社外取締役・社外監査役については、その選任議案に係る株主総会参考書類に

おいて、候補者とした理由の記載が必要とされていますが（会社法施行規則 74 条 4

項 2 号、74 条の 3 第 4 項 2 号、76 条 4 項 2 号）、社内取締役・社内監査役について

は法令上そのような選任理由の開示は求められません。このため、社外取締役・社外

監査役については株主総会参考書類等において開示しているとしてこれを参照しつ
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つ、社内取締役・社内監査役については、今後、株主総会参考書類において開示する

予定である等として、エクスプレインとする例が見られます。なお、同（v）につい

ては、社外取締役・社外監査役については株主総会参考書類等において開示している

としつつ、社内取締役・社内監査役については個別の選任理由をコーポレート・ガバ

ナンス報告書において直接記載することによりコンプライとする例がある一方、社内

取締役・社内監査役の選任理由についても株主総会参考書類の略歴の記載をもって足

りると整理してコンプライとしている例も相当数見られるところであり、「個々の選

任・指名についての説明」の理解が分かれている状況が見受けられます。 

このほか、（ⅱ）「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」に

関して、「基本的な考え方」は各社のコーポレートガバナンスに関する総論的な考え

方を意味し、「基本方針」は、個々の原則に対する大まかな対応方針が想定されると

考えられているところ3、後者について検討中であるとしてエクスプレインとする例、

（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」

や（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」について、これらの方針または手続について今後開示する等と

してエクスプレインとする例などが見られます。 

 

6．独立社外取締役の情報交換・認識共有（補充原則 4-8①） 
 

補充原則 4-8①は、独立社外取締役は、独立社外者のみを構成員とする会合を定期

的に開催するなど、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るべきで

あるとしています。 

本補充原則のエクスプレインの例としては、独立社取締役が複数名になった時点で

検討するとする例や、独立社外者の独立性を弱める懸念や独立社外者のみを構成員と

する会合を設置しなくとも独立社外者が発言しやすい環境がすでに確保されている

旨を述べる例などがあります。 

 

7．外部会計監査人の適切な選定・評価（補充原則 3-2①） 
 

補充原則 3-2①の（ⅰ）は、監査役会は、外部会計監査人候補を適切に選定し外部

会計監査人を適切に評価するための基準の策定を行うべきであるとしています。 

2015 年 5 月 1 日施行の改正会社法による改正前においても、監査役会は、会計監

査人の選任・解任・不再任議案についての同意権を有しており、実務上、毎年、監査

役会は会計監査人の再任等についての是非の判断を行っていたと考えられます。もっ

とも、会計監査人の評価に関する監査役会による明文化された基準は存在しないこと

                               
3 油布志行ほか「『コーポレートガバナンス・コード原案』の解説〔Ⅲ〕」旬刊商事法務 2064 号 36 頁

（2015） 
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を理由に、今後、監査役会においてかかる基準を策定する予定であるとする趣旨のエ

クスプレインの例が複数見られます。 

 
8．業績連動報酬、株式報酬の適切な設定（補充原則 4-2①） 

 

補充原則 4-2①は、経営陣の報酬は持続的な成長に向けた健全なインセンティブの

一つとして機能するよう、中長期的な業績と連動する報酬の割合や、現金報酬と自社

株報酬との割合を適切に設定すべきであるとしています。 

本補充原則のエクスプレインの例としては、中長期的な業績連動報酬や自社株報酬

について検討中であるとしてエクスプレインとする例が複数あるほか、経営幹部に対

して中長期的な業績か株主価値と連動する投資制度としてのインセンティブプラン

（業績達成条件付き有償ストックオプション）を設けていることから、自社株報酬を

導入していない旨を述べる例が見られます。 

 

9．独立社外取締役の経営陣・監査役との連携（補充原則 4-8②） 
 

補充原則 4-8②は、独立社外取締役は、経営陣との連絡・調整や監査役又は監査役

会との連携に係る体制整備を図るべきとし、そのための方策の例示として、筆頭独立

社外取締役の決定を挙げています。 

本補充原則のエクスプレインの例としては、独立社取締役が複数名になった時点で

検討するとする例や、独立社外取締役間の序列意識や依存意識を醸成する可能性があ

る等を理由として筆頭独立社外取締役を定めないとする例などがあります。 
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