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2021 年 6 月 11 日、改訂コーポレートガバナンス・コード（以下「改訂 CGC」といいます。）が施行されました。 

本ニュースレターでは、本年 4 月の「コーポレートガバナンス・コード改訂案が公表」と題するニュースレターに

引き続き、当初案からの変更点、パブリックコメントの概要、今後の対応スケジュール等の概要を解説します。 

 

１． 改訂コーポレートガバナンス・コードの施行・当初案からの変更点 
 

 2021 年 3 月 31 日の第 26 回「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。）においてコーポレートガバナンス・コード改訂案が示されました。同

改訂案については、同年 4 月 7 日から 5 月 7 日の期間、パブリックコメント手続が実施され、その結果を受け

て、同年 6 月 11 日に改訂 CGC の確定版が施行されるという経緯をたどりましたが、パブリックコメント手続にお

いて、原則 5-2 における「人材投資」（原案）と「人的資本への投資」（確定版）について用語の統一をすべきとの

指摘を受けて記載を修正したほかは、原案で示された改訂が維持されました。 

 また、改訂 CGC の施行を踏まえて、東京証券取引所から、2021 年 6 月 11 日付けで「コーポレートガバナン

ス・コードの改訂に伴う『コーポレート・ガバナンスに関する報告書』記載要領の改訂等について」が公表されてい

ます（改訂後の記載要領を以下「改訂記載要領」といいます。）。 

 なお、第 26 回フォローアップ会議でコーポレートガバナンス・コード改訂案とともに示された投資家と企業の対

話ガイドライン改訂案についても、同じ期間で金融庁によるパブリックコメント手続に付されていましたが、こちらも

1-3 において「国際的な経済安全保障を巡る環境変化への対応の必要性」への言及が追加されたほか、2-1

において改訂 CGC と同様の文言修正がなされています。 

 

２． パブリックコメントの注目点 
 

 以下では、改訂 CGC のうち、特に読み方について議論のある部分に関する、パブリックコメントでの注目すべき

回答を紹介します。なお、パブリックコメントでは同様の回答が複数箇所に記載されているものが相当数存在する
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ことから、引用している回答に言及している箇所を全て引用しているわけではない点にご留意下さい。 

 

(1) 補充原則 2-4①：中核人材の登用等 

 

 改訂 CGC において追加された補充原則 2-4①では、上場会社は、「女性・外国人・中途採用者の管理職へ

の登用等、中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と自主的かつ測定可能な目標を示すと

ともに、その状況を開示すべき」とされています。このうち、「女性」・「外国人」・「中途採用者」については、「多様

性の確保についての考え方」及び「自主的かつ測定可能な目標」を個別に記載する必要があり、示さない項目が

ある場合には、その旨及びその理由を示すことが求められるとされています（パブリックコメント 252 番以下、改訂

記載要領の「（２）コードの各原則に基づく開示」の箇所も参照）。 

 ここでいう「自主的かつ測定可能な目標」について、パブリックコメント 252 番以下の回答では、①特定の数値を

用いた目標を示す形、②「程度」という表現やレンジを用いて示す形、③現状の数値を示した上で、それと比較し

て「現状維持」、「現状より増加させる」といった目標を示す形、④努力目標として示す形が、「測定可能な目標」

の例として挙げられています。 

 また、「その状況」とは、「自主的かつ測定可能な目標」の実際の進捗状況や達成状況を意味するとされていま

す（パブリックコメント 268 番）。そのため、目標を初めて記載した年度においては、「その状況」に該当する記載は

特にないと考えられますが、次回以降は、過去に設定した目標の進捗状況や達成状況を記載することが必要と

なると考えられます。 

なお、「多様性の確保についての考え方」及び「自主的かつ測定可能な目標」についての開示の範囲につい

て、上場企業単体とするかグループ全体とするかは、各企業において適切に判断するものとされています（パブリ

ックコメント 262 番）。 

 

(2) 補充原則 3-1②：英文開示 

 

 補充原則 3-1②については、改訂 CGC において、プライム市場上場会社が、「開示書類のうち必要とされる情

報」について、英語での開示・提供を行うべきとの記載が追加されています。 

 ここでいう「開示書類のうち必要とされる情報」については、どの範囲の情報が想定されるのか、より具体的な指

針を示して欲しいとのコメントが複数寄せられていましたが、パブリックコメント 524 番以下への回答において、必

要な情報の範囲及び開示の時期については、「プライム市場がグローバルな機関投資家との建設的な対話を中

心に据えた企業向けの市場区分と位置づけられていることを念頭に置き、そうした対話に資する情報開示となる

よう、各社において、投資家のニーズ等も踏まえつつ適切に判断がされることが期待されます」とされ、具体的な

指針は示されませんでした。 

 ただし、パブリックコメント 534 番では、「必要とされる情報」は、補充原則 3-1②の「合理的な範囲」よりは広い

との見解が示されています。 

 

(3) 補充原則 4-8③：上場子会社における少数株主の利益保護 

 

 補充原則 4-8③では、支配株主を有する上場会社（上場子会社）は、①取締役会において独立社外取締役

を少なくとも 1/3 以上（プライム市場上場会社の場合は過半数）選任するか、②支配株主と少数株主との利益

が相反する重要な取引・行為について審議・検討を行う、独立社外取締役を含む独立性を有する者で構成され

た特別委員会を設置すべきであるとされており、①又は②のいずれかの方策を採用しなければ Comply にはなら

ないとされています（パブリックコメント 426 番）。 
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 上場子会社において、①の上乗せ基準に沿った独立社外取締役の選任が困難な場合には、②の方策をとら

ざるを得ないことになります。ここでいう、「支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引・行為」について

は、完全子会社化が該当することは明らかですが、それ以外にどのような取引・行為が含まれるかについては、

パブリックコメント 403 番以下において「特別委員会を設置すべき取引・行為等の範囲や、特別委員会に期待さ

れる審議・検討の内容等について、各上場会社が取引や行為の類型や個別の事情等を踏まえて適切にご判断

を頂くことにより、実務の積み重ねが進むことが期待されます」と指摘されるにとどまっており、その範囲は明らかで

はありません。 

 また、ここでいう特別委員会については、構成員の全員が支配株主から独立性を有する者である必要があると

されているものの（パブリックコメント 427 番、ただし、全員が独立社外取締役であることは必須ではないことがパ

ブリックコメント 428 番で示されています。）、常設である必要はないとされています（パブリックコメント 428 番）。 

 MBO や支配株主による完全子会社化といった少数株主の利益保護が必要な局面で社外役員を中心メンバー

とした特別委員会を設置する実務は定着しつつありますが、今後は、改訂 CGC との関係でも、適切な構成で特

別委員会を組成できているかをチェックする必要があるでしょう。 

 

(4) 補充原則 4-10①：指名・報酬委員会 

 

 補充原則 4-10①前段においては、指名委員会の検討事項の例示として「後継者計画を含む」との記載が追

加されていますが、パブリックコメント 187 番では、本原則を Comply とするために、必ずしも指名委員会の検討

対象に後継者計画を含む必要があるという趣旨ではないとされています。 

 また、今回追加された後段においては、プライム市場上場会社向けに、「各委員会の構成員の過半数を独立

社外取締役とすることを基本とし」、「その委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等を開示すべきであ

る」との記載が追加されています。 

 まず、前半の構成員については、独立社外取締役を過半数とすることが必須という意味ではなく、指名・報酬委

員長を独立社外取締役とすることにより独立性を担保すること（パブリックコメント 156 番以下）や社外監査役を

構成員に含めること（パブリックコメント 173 番以下）なども考え得るとの方針が示されていることから、独立社外

取締役のスキルセットや人数などを踏まえて、これらの選択肢の採用も視野に、独立性を担保することも考えら

れます。 

 「委員会構成の独立性に関する考え方・権限・役割等」には、委員会の活動状況も含まれ得るとされていること

から、現在コーポレート・ガバナンス報告書において、任意の委員会の具体的な活動状況には言及していない場

合には、記載の拡充を検討する必要があると考えられます。 

 

(5) 補充原則 4-11①：独立社外取締役の資質 

 

 補充原則 4-11①の末尾に、「独立社外取締役には、他社での経営経験を有する者を含めるべきである」との

記載が追加されたことから、独立社外取締役の候補者選定に悩む上場企業も少なくない状況にあるようです。 

 この点に関しては、「他社での経営経験を有する者」は、必ずしも CEO 等の経験者に限定されるものではないも

のの（パブリックコメント 112 番）、単に他社での経営経験さえ有していれば足りると考えるべきではなく、CGC の趣

旨に照らして、適切な資質等を有する人物を選任することが望まれる（パブリックコメント 118 番）とされていま

す。 

 今後、いわゆるアクティビストと呼ばれるような株主等から、本補充原則を根拠に、経営経験を有する取締役候

補者を選定することを求めるような株主提案がなされることも予想されるところですが、上場会社としては、経営

経験の有無だけにとらわれることなく、自社の経営戦略に照らして、取締役会が備えるべきスキルセットをしっかり
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検討・開示し、それに沿わない候補者が提案された場合には、経営戦略との齟齬について明確に反論していく必

要があります。 

 

(6) 補充原則 5-2①：事業ポートフォリオ 

 

 補充原則 5-2①では、上場会社が、「取締役会において決定された事業ポートフォリオに関する基本的な方針

や事業ポートフォリオの見直しの状況」をわかりやすく示すことを求めており、前提として、取締役会において「事業

ポートフォリオに関する基本的な方針」を決定することが必要となります（パブリックコメント 580 番）。 

 また、この補充原則 5-2①は、特定の事項をコーポレート・ガバナンス報告書において開示することを求めるも

のではないものの、Comply とする場合には、事業ポートフォリオに関する基本的な方針や事業ポートフォリオの見

直し状況について、投資家に説明できる状態にしておく必要があるとされています（パブリックコメント 581 番）。そ

のため、株主総会で質問を受けた場合や、IR の際に投資家からこれらの点について質問を受けた場合に回答出

来るよう十分に準備しておく必要があるでしょう。 

 

３． 今後の対応スケジュール 
 

 今回の改訂 CGC を受けて、改訂された 16 の原則及び開示すべき事項に追加・変更のあった 4 原則につい

て、コーポレート・ガバナンス報告書の更新が必要となります。 

 東京証券取引所が 2021 年 6 月 11 日に公表した、「コーポレートガバナンス・コードの改訂に伴う『コーポレー

ト・ガバナンスに関する報告書』記載要領の改訂等について」の別紙においては、改訂 CGC に基づくコーポレー

ト・ガバナンス報告書の更新については、準備ができ次第速やかに、かつ、遅くとも 2021 年 12 月末日までに行

う必要があることが示されています。3 月期決算・6 月定時総会の上場会社の場合、6 月定時株主総会後の定

期更新のタイミングでは、改訂 CGC への対応準備が間に合わない場合もあることが想定されますので、定期更

新は旧コードに基づいて実施し、その後 12 月末日までに改訂 CGC 対応を進めていく会社が多くなるのではない

かと予想されます。なお、プライム市場向けのみを対象とする改訂事項については、2022 年 4 月 4 日以降の

定時株主総会後に反映すれば足りることとされています。 

 なお、東京証券取引所の市場再編に伴い、現在基本原則のみが適用されている会社が、スタンダード市場又

はプライム市場を選択する場合には、2021 年 12 月末日までに全原則に対応したコーポレート・ガバナンス報告

書を提出しなければならない点に注意が必要です。 

 

以 上 
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 本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。お問い合

わせ等ございましたら、下記弁護士までご遠慮なくご連絡下さいますよう、お願いいたします。 

 

 本ニュースレターの執筆者は、以下のとおりです。 

弁護士 生方 紀裕（ ） 

弁護士 中野 常道（ ） 

 

 ニュースレターの配信停止をご希望の場合には、お手数ですが、お問い合わせにてお手続き下さいますよう

お願いいたします。 

 

 ニュースレターのバックナンバーは、こちらにてご覧いただけます。 
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