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市場区分の見直しの概要
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市場区分の見直しについて

出所：『「市場区分の見直しにおけるコーポレート・ガバナンスに関する議論の状況について』（株式会社東京証券取引所・2020年11月）
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市場区分の選択

 上場会社は、各市場区分のコンセプトや上場基準を踏まえ、移行時に新たな市場区分を主体的に選択する。
 2021年6月末日を移行基準日とし、上場会社に対して、当該移行基準日の時点で新市場区分の上場維持基準に適合しているか否かについて同
年7月末までに通知される。上場会社は、同年9月から12月までを市場選択手続期間とし、当該期間中に市場選択に係る手続を行う。

新たな市場区分の選択と必要な手続

プライム市場 スタンダード市場 グロース市場

市場一部
市場選択に係る手続 市場選択に係る手続

新規上場と同様の
審査手続

市場第二部
JASDAQ(スタンダード）

新規上場と同様の
審査手続

市場選択に係る手続
新規上場と同様の

審査手続

マザーズ
JASDAQ(グロース）

新規上場と同様の
審査手続

新規上場と同様の
審査手続

市場選択に係る手続

• 市場選択に係る手続が適用される場合、移行基準日（2021年6月末日）において、新市場区分の上場維持基準を充たしていない場合は、追加
の手続が発生（下表参照）

• 市場選択に係る手続が適用される場合は実質基準の審査は行われない
• 新規上場と同様の審査手続が適用される場合、一斉移行日（2022年4月1日）までに新規上場審査に適合しなかった場合は、一斉移行日に猶
予期間入り（猶予期間の長さは現時点では未定）

• 新規上場と同様の審査手続が適用される場合、現行の市場変更と同様に幹事取引参加者（証券会社）の推薦書が必要

提出・開示が求められる書類

選択先 提出書類 提出時期

全市場共通
• 市場選択申請書
• 市場選択の意向に関する取締役会の決議内容を証する書面

申請日

プライム市場

• 改訂後コーポレートガバナンス・コードの内容を反映したコーポレート・ガバナンスに関する報告書
（移行基準日において新市場区分の上場維持基準に適合していない場合）
• 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書（※）
–公衆縦覧の対象であることを踏まえ、上場会社において合理的な計画を策定のうえ、取締役会決議等の適切な手続きを経ること
が必要（計画書については以下同様）

市場選択手続期間の最
終日（2021年12月30日）
まで

※市場選択手続期間内
に申請手続が行われ
なかった場合、取引所
がその旨を公表して
投資者に周知する

スタンダード市場
• 改訂後コーポレートガバナンス・コードの内容を反映したコーポレート・ガバナンスに関する報告書
（移行基準日において新市場区分の上場維持基準に適合していない場合）
• 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書（※）

グロース市場

• 事業計画及び成長可能性に関する事項の進捗状況の継続的な開示に関する確約書
• 直近の事業計画及び成長可能性に関する事項の進捗状況
（移行基準日において新市場区分の上場維持基準に適合していない場合）
• 新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書（※）

※当該計画書には、流通株式比率の向上だけではなく、ガバナンス向上等の取組も含めた流通株式時価総額向上のための計画の提出を含む
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プライム市場・スタンダード市場の数値基準

項目 プライム市場 スタンダード市場 グロース市場

株主数 ８００人以上 ４００人以上 １５０人以上

流通株式数
（上場株式数―（役員所有株式数＋自
己株式数＋10％以上所有者株式数＋

国内銀行保険会社＋事業法人等（金
融機関及び金融商品取引業者以外の
法人）＋特別利害関係者）

２０，０００単位以上 ２，０００単位以上 １，０００単位以上

流通株式時価総額
（流通株式数×時価）

１００億円以上 １０億円以上 ５億円以上

時価総額
（上場株式数×時価）

２５０億円以上
― ―

売買代金 １日平均売買代金０．２億円以上 ― ―

流通株式比率
（流通株式数／上場株式数）

３５％以上 ２５％以上 ２５％以上

経営成績（A又はBのいずれか充たす）

A. 利益基準 最近２年間における経常利益の総
額が２５億円以上

最近１年間における経常利益
が１億円以上

―

B. 売上基準 最近１年間の売上高が１００億円
以上かつ上場日における時価総額
が１，０００億円以上

― ―

財政状態 純資産が５０億円以上 純資産が正 ―

（注）項目の「株主数」、「流通株式数」、「流通株式時価総額」、「流通株式比率」は、新規上場、上場維持の基準が同一。
「時価総額」は新規上場基準、「売買代金」は上場維持基準。
「経営成績」、「財政状態」は、新規上場基準。
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新市場区分における上場維持基準の適用に関する経過措置

出所：『市場区分の見直しに向けた上場制度の整備について（第２次制度改正事項）』（株式会社東京証券取引所・2020年12月）
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プライム市場上場会社でなくなる場合のメリット・デメリット

デメリット メリット

◼ 機関投資家による売却・ファンドによ
る買収リスク
－TOPIXからの除外による機関投資家

持分の低下➡ファンド等による株式
買収のリスクあり

◼ ガバナンスに対する疑念・企業格付
けおよびブランド力の低下
―数値基準は十分満たしているにもか

かわらず、スタンダード市場に移行し
た場合は、ガバナンスに問題がある
との疑念を世間にもたれるリスクが
あり。

－信用力低下による銀行融資条件
等の厳格化の可能性

◼ 流動性基準などの厳しい数値基準か
らの解放
－自由な経営の余地が増える

◼ 厳格なガバナンス基準から解放

－独立社外取締役３分の１要件、英文
での情報開示等から解放



改訂CGC・改訂対話ガイドライン

プライム市場に期待される

「ガバナンス」および「投資家との建設的な対話」
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プライム市場に期待されるガバナンス（東証資料）

出所：『「市場区分の見直しにおけるコーポレート・ガバナンスに関する議論の状況について』（株式会社東京証券取引所・2020年11月）
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プライム市場上場企業に対して求めるガバナンス（金融庁資料）

出所：『プライム市場上場企業に対して求めるガバナンス』（金融庁・2020年11月）
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プライム市場に求めるガバナンス基準

出所：『「市場区分の見直しにおけるコーポレート・ガバナンスに関する議論の状況について』（株式会社東京証券取引所・2020年11月）
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2021年３月31日フォロアップ会議資料

コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂につい
て（案）

コーポレートガバナンス・コード改訂案

投資家と企業の対話ガイドライン改訂案

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210331/01.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210331/02.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210331/03.pdf
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CGCと対話ガイドラインの改訂の背景

➢ コロナ禍を契機とした企業を取り巻く環境の変化の下で新たな成長を実現するには、
各々の企業が課題を認識し変化を先取りすることが求められる。そのためには、持続
的成長と中長期的な企業価値の向上の実現に向け、取締役会の機能発揮、企業の
中核人材の多様性の確保、サステナビリティを巡る課題への取組みをはじめとするガ
バナンスの諸課題に企業がスピード感をもって取り組むことが重要。

➢ 2022年４月より東京証券取引所において新市場区分の適用が開始となるが、プライ

ム市場は、我が国を代表する投資対象として優良な企業が集まる、国内のみならず
国際的に見ても魅力あふれる市場となることが期待される。そこで、プライム市場上
場会社は一段高いガバナンスを目指して取組みを進めていくことが重要。その他の
市場の上場会社においても、それぞれの市場の特性に応じつつ、持続的な成長と中
長期的な企業価値の向上を目指してガバナンスの向上に取り組むことが重要。

出所：「コーポレートガバナンス・コードと投資家と企業の対話ガイドラインの改訂について（案）」

➢ CGCは「コンプライ・オア・エクスプレイン」で基本的に遵守することが求められるのに対して、対

話ガイドラインには「コンプライ・オア・エクスプレイン」の適用はないが、（特にプライム市場上場
会社は）遵守することが望まれる。

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210331/01.pdf
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フォローアップ会議の意見書（令和２年12月18日）
項目 意見のポイント

取締役会の機能の
発揮

•取締役の知識・経験・能力、さらには就任年数に関する適切な組み合わせの確保である。取
締役会において中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らして必要なスキルが全体として
確保されることは、取締役会がその役割・責務を実効的に果たすための前提条件。
•取締役会のスキル（知識・経験・能力）の構成の考え方は、取締役の選任に当たって適切に
開示され、投資家との対話を通じて共有されることが求められる。
•独立社外取締役は、企業が経営環境の変化を見通し、経営戦略に反映させる上で、より重要
な役割を果たすことが求められる。特に当該企業に限られない幅広い経営経験を備えた人材
を取締役会に迎え、そのスキルを取締役会の議論に反映させることは、取締役会機能の実効
性向上に大きく貢献すると期待される。
• 2022 年の新市場区分移行後の「プライム市場」については「我が国を代表する企業の市場」
として高い水準のガバナンスが求められている。こうした観点も踏まえ、同市場の上場企業に
対し、独立社外取締役の３分の１以上の選任を求めるべき。経営環境や事業特性等を勘案し
て必要と考える企業には、独立社外取締役の過半数の選任を検討するよう促すべき。
•取締役の選任に当たり、事業戦略に照らして取締役会が備えるべきスキル等を特定し、いわ
ゆる「スキル・マトリックス」をはじめ経営環境や事業特性等に応じた適切な形で社内外の取
締役の有するスキル等の組み合わせを公表するべきである。その際、独立社外取締役には、
他社での経営経験を有する者を含むよう求めるべき。
•独立性の高い指名委員会（法定・任意）の設置と機能向上（候補者プールの充実等のCEO や
取締役の選解任機能の強化、活動状況の開示の充実）
•独立性の高い報酬委員会（法定・任意）の設置と機能向上（企業戦略と整合的な報酬体系の
構築、活動状況の開示の充実）
•筆頭独立社外取締役の設置や独立社外取締役の取締役会議長への選任を含めた、独立社
外取締役の機能向上

多様性（ダイバーシ
ティ）の確保

•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、その状況の公表を求めるべ
き。
•多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針をその実施状況とあわせて公表す
るよう求めるべき。

出所：コロナ後の企業の変革に向けた取締役会の機能発揮及び企業の中核人材の多様性の確保「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」意見書（５）（令和２年12月18日）

https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20201218.html
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改訂CGCの概要①

改訂事項 改訂コード 改訂のポイント

議決権電子行使プラットフォーム
補充原則1-2④ • プライム市場上場会社は、少なくとも機関投資家向け議決権行使プラット

フォームを利用可能とする

サステナビリティ

基本原則２【株主以外のステークホ
ルダーとの適切な協働】の【考え方】

• SDGs、TCFDを受けて、中長期的な企業価値の向上に向け、サステナビリ
ティ（ESG要素を含む中長期的な持続可能性）が重要な経営課題

補充原則2-3① •取締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員
の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取
引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る対応が重要な経
営課題と認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、積極的・能動的
に取り組むよう検討を深める

補充原則2-4①（新設） •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

•中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の
確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と併せて
開示

補充原則4-2②（新設） •取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリ
ティを巡る取組みについて基本的な方針を策定

•人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営
資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な
成長に資するよう、実効的に監督を行う

情報開示の充実

補充原則 ３-１② • プライム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、英文
で開示・提供

補充原則3-1③（新設） •経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適
切に開示

•人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題と
の整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供

• プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事
業活動や収益等に与える影響について、必要なデータの収集と分析を行い、
国際的に確立された開示の枠組みであるＴＣＦＤまたはそれと同等の枠組み
に基づく開示の質と量の充実

支配株主および支配株主のいる
上場会社の責務

基本原則４【取締役会等の責務】の
【考え方】

•支配株主は、会社及び株主共同の利益を尊重し、少数株主を不公正に取り
扱ってはならないのであって、支配株主を有する上場会社には、少数株主の
利益を保護するためのガバナンス体制の整備が求められる。
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改訂CGCガイドライン②

改訂事項 改訂コード 改訂のポイント

取締役会による内部統制・全社的
リスク管理体制の構築

補充原則4-3④ • グループ全体を含めた内部統制・全社的リスク管理体制の構築
•内部監査部門を活用し、その運用状況を監督

監査役・監査役会による監査役の
選解任

原則4-4 •監査役・監査役会の権限として監査役自身の選解任について明記。

独立社外取締役の選任

原則4-8 • プライム市場においては独立社外取締役３分の１以上（S/G：２名以上）
•業種・規模・事業特性・機関設計・とりまく環境を総合的に勘案し、過半数
（S/G：３分の１以上）の独立社外取締役を船員することが必要と考えるプ
ライム市場上場会社は、十分な人数の独立社外取締役を選任

補充原則4-8③ •支配株主を有するプライム市場上場会社は①独立社外取締役を過半数
（S/G：３分の１以上）とするか、または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

任意の指名・報酬委員会

補充原則4-10① •任意の指名委員会の役割に経営陣幹部・取締役の後継者計画が含まれ
ることが明記された

•指名・報酬などの検討にあたって、ジェンダー等の多様性やスキルの観
点を含め適切な関与・助言

• プライム市場上場会社は、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、その委員会の独立性に関する考え方・権限・役
割等を開示

取締役会の機能の発揮・スキル
マトリックスの開示

原則4-11 •取締役会の構成において、ジェンダー・国際性のほか、職歴や年齢も考
慮

補充原則4-11① •取締役会は経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定
•各取締役の知識・経験・能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリック
ス・取締役の有するスキル等の組み合わせを開示

•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

内部監査部門による直接報告を
行う仕組み

補充原則4-13③ •取締役会・監査役会の機能発揮に向け、内部監査部門がこれらに対して
も適切に直接報告を行う仕組みを構築

社外取締役・監査役の株主との対
話

補充原則5-1① •経営陣幹部・社内取締役のほか、社外取締役・監査役が面談に臨むこと
を基本とする

事業ポートフォリオに関する基本
方針・見直し状況の開示

補充原則5-2② •経営戦略等の策定・公表に当たっては、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
状況について分かりやすく示す
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改訂対話ガイドライン①
改訂事項 改訂項目 改訂事項

サステナビリティ

１－３ •ＥＳＧやＳＤＧｓに対する社会的要請・関心の高まりやデジタルトランスフォーメーション
の進展（CTOの設置等の経営陣の体制整備が重要）、サイバーセキュリティ対応の必
要性、サプライチェーン全体での公正・適正な取引の必要性等の事業を取り巻く環境
の変化を経営戦略・経営計画等において適切に反映

•例えば、取締役会の下にまたは経営陣の側に、サステナビリティに関する委員会を設
置するなど、サステナビリティに関する取組みを全社的に検討・推進するための枠組み
を整備

事業ポートフォリオの見直し １－４ •新規事業への投資について「より成長性の高い」ことを求める。

投資戦略における人材投資
等

２－１ • 「人件費も含めて」人材投資等が戦略的・計画的に行われることを求める。

持続的な経営戦略・投資戦略
２－２ •投資戦略の実行を支える営業キャッシュフローを十分に確保するなど、持続的な経営

戦略・投資戦略の実現が図られることを求める。

任意の指名委員会の権限 ２－３ •独立した任意の指名委員会が「必要な権限を備え」ることを求める。

任意の報酬委員会の権限 ３－５ •独立した任意の報酬委員会が「必要な権限を備え」ることを求める。

取締役会の構成の多様性 ３－６ •ジェンダーや国際性だけでなく、「職歴」、「年齢」の面も含め多様性を十分に確保

取締役会の実効性評価
３－７ •取締役会の実効性確保の観点から、各取締役や法定・任意の委員会についての評価

が適切に行われているか。

取締役会全体としてのスキル
の確保のための独立社外取
締役の選任

３－８ •取締役会全体として適切なスキル等が備えられるよう、必要な資質を有する独立社外
取締役を十分な人数選任。

取締役会による経営の監督
の実効性の確保

３－８ •必要に応じて独立社外取締役を取締役会議長に選任することなども含め、取締役会
が経営に対する監督の実効性を確保

監査役の選任 ３－１０ •監査役は、監査役会の同意をはじめとする適切な手続を経て選任すること

監査役と外部会計監査人の
協議

３－１１ •監査役は、適正な会計監査の確保のために、監査上の主要な検討事項の検討プロセ
スにおいて外部会計監査人と協議

内部通報
３－１２ •内部通報制度の運用の実効性を確保するため、内部通報に係る体制・運用実績につ

いて開示・説明する際には、分かりやすいものとする。
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改訂対話ガイドライン②
改訂事項 改訂項目 改訂事項

株主総会の在り方

４－１－１ •株主総会において可決には至ったものの相当数の反対票が投じられた会社提案議案
に関して、株主と対話をする際には、反対の理由や反対票が多くなった原因の分析結
果、対応の検討結果が、可能な範囲で分かりやすく説明

４－１－２ •株主総会の招集通知に記載する情報を、内容の確定後速やかにTDnet 及び自社の
ウェブサイト等で公表するなど、株主が総会議案の十分な検討期間を確保することが
できるような情報開示に努める。

４－１－３ •株主総会が株主との建設的な対話の場であることを意識し、例えば、有価証券報告書
を株主総会開催日の前に提出するなど、株主との建設的な対話の充実に向けた取組
みの検討を行う。

•不測の事態が生じても株主へ正確に情報提供しつつ、決算・監査のための時間的余
裕を確保できるよう、株主総会関連の日程の適切な設定を含め、株主総会の在り方に
ついて検討を行う。

４－１－４ •株主の出席・参加機会の確保等の観点からバーチャル方式により株主総会を開催す
る場合には、株主の利益の確保に配慮し、その運営に当たり透明性・公正性が確保さ
れるよう、適切な対応を行う。

政策保有株
４－２－１ •政策保有株の保有効果の検証が、例えば、独立社外取締役の実効的な関与等により、

株主共同の利益の視点を十分に踏まえたものになっていること。そのような検証の手
法も含め具体的に分かりやすく開示・説明

アセットオーナー
４－３－２ •自社の企業年金の運用に当たり、企業年金に対して、自社の取引先との関係維持の

観点から運用委託先を選定することを求めるなどにより、企業年金の適切な運用を妨
げていないこと。

株主と企業の対話の充実
４－４－１ •株主との面談の対応者について、株主の希望と面談の主な関心事項に対応できるよう、

例えば、「筆頭独立社外取締役」の設置など、適切に取組みを行っていること。
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サステナビリティ関連のCGCの改訂

【基本原則２】（考え方）
『「持続可能な開発目標」（ＳＤＧｓ）が国連サミットで採択され、気候関連財務情報開示タスクフォース（ＴＣＦＤ）への賛同機関数が増
加するなど、中長期的な企業価値の向上に向け、サステナビリティ（ＥＳＧ要素を含む中長期的な持続可能性）が重要な経営課題であ
るとの意識が高まっている。こうした中、我が国企業においては、サステナビリティ課題への近時のグローバルな社会・環境問題等に
対する関心の高まりを踏まえれば、いわゆるＥＳＧ（環境、社会、統治）問題への積極的・能動的な対応を一層進めていくことが重要で
あるこれらに含めることも考えられる。』

補充原則２－３①
『取締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引
先との公正・適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティー（持続可能性）を巡る課題への対応は、重要なリスク管
理リスクの減少のみならず収益機会にもつながる重要な経営課題の一部であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、
適確に対処するとともに、近時、こうした課題に対する要請・関心が大きく高まりつつあることを勘案し、これらの課題に積極的・能動
的に取り組むよう検討を深めるすべきである。』

補充原則２－４①（追加）
『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である。

また、中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針を
その実施状況と併せて開示すべきである。』

補充原則３－１③（追加）
『上場会社は、経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。また、人的資本
や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供す
べきである。

特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、必要な
データの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであるＴＣＦＤまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の充
実を進めるべきである。』

補充原則４－２②（追加）
『取締役会は、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定すべきで
ある。また、人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑み、これらをはじめとする経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する
戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう、実効的に監督を行うべきである。』
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サステナビリティ関連としてCGCにおいて求められる事項

• サステナビリティ課題への積極的・能動的な対応を一層進めていくこと

• 取締役会として、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健
康・労働環境への配慮や公正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、自然災害
等への危機管理など、サステナビリティ課題がリスクの減少のみならず収益機会にも
つながる重要な経営課題と認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、これら
の課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を深めること

• 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
開示すること

• 中長期的な企業価値の向上に向けた人材戦略の重要性に鑑み、多様性の確保に向
けた人材育成方針と社内環境整備方針をその実施状況と併せて開示すること

• 経営戦略の開示に当たって、自社のサステナビリティについての取組みを適切に開
示すること

• プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び収益機会が自社の事業活動や
収益等に与える影響について、必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立さ
れた開示の枠組みであるＴＣＦＤまたはそれと同等の枠組みに基づく開示の質と量の
充実を進めること

• 取締役会において、中長期的な企業価値の向上の観点から、自社のサステナビリ
ティを巡る取組みについて基本的な方針を策定すること
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サステナビリティ関連の対話ガイドラインの改訂

１－３（追加）

ＥＳＧやＳＤＧｓに対する社会的要請・関心の高まりやデジタルトランスフォーメーション
の進展（※3）、サイバーセキュリティ対応の必要性、サプライチェーン全体での公正・適

正な取引の必要性等の事業を取り巻く環境の変化が、経営戦略・経営計画等において
適切に反映されているか。

また、例えば、取締役会の下または経営陣の側に、サステナビリティに関する委員会を
設置するなど、サステナビリティに関する取組みを全社的に検討・推進するための枠組
みを整備しているか。

（※３）

カーボンニュートラルの実現へ向けた技術革新やデジタルトランスフォーメーション等を
主導するに当たっては、最高技術責任者（ＣＴＯ）の設置等の経営陣の体制整備が重要
との指摘があった。

〇改訂対話ガイドラインにおいて求められるサステナビリティ
• ①ESG・SDGｓへの社会的要請・関心の高まり、②デジタルトランスフォーメーション
の進展（CTOの設置等）、③サイバーセキュリティ対応の必要性、④サプライチェーン

全体での公正・適正な取引の必要性など、「事業の変化を取り巻く環境の変化」が経
営戦略・経営計画等において反映

• 取締役会の下・経営陣側に、サステナビリティに関する委員会を設置するなど、サス
テナビリティに関する取組みを全社的に検討・推進
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「持続可能な開発目標」（SDGｓ）

『第24回事務局参考資料（ESG要素を含む中長期的な持続可能性（サステナビリティ）について）』（金融庁・令和３年２月15日）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210215/03.pdf
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サステナビリティの開示に係る国際的枠組み

『ESG要素を含む中長期的な持続可能性 （サステナビリティ）について』（金融庁・令和３年２月15日）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210215/01.pdf
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TCFDコンソーシアム

『ESG要素を含む中長期的な持続可能性 （サステナビリティ）について』（金融庁・令和３年２月15日）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210215/01.pdf
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サステナビリティに係る開示の充実（海外）

『ESG要素を含む中長期的な持続可能性 （サステナビリティ）について』（金融庁・令和３年２月15日）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210215/01.pdf
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サステナビリティ関係の委員会の設置状況

『第24回事務局参考資料（ESG要素を含む中長期的な持続可能性（サステナビリティ）について）』（金融庁・令和３年２月15日）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210215/03.pdf
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英語での開示

出所：『「市場区分の見直しにおけるコーポレート・ガバナンスに関する議論の状況について』（株式会社東京証券取引所・2020年11月）

改訂補充原則３－１②（追加）

『特に、プライム市場上場会社は、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・提供を行うべきである。』
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支配株主を有する上場会社

【基本原則４】（考え方）（追加）
『そして、支配株主は、会社及び株主共同の利益を尊重し、少数株主を不公正
に取り扱ってはならないのであって、支配株主を有する上場会社には、少数株
主の利益を保護するためのガバナンス体制の整備が求められる。』

補充原則４－８③（新設）
『支配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を
有する独立社外取締役を少なくとも３分の１以上（プライム市場上場会社におい
ては過半数）選任するか、または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。』
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東京証券取引所における現状の枠組みと今後の方向性

出所：『支配株主を有する上場会社に関する情報開示について』（金融庁・2021年１月）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210126/03.pdf
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コーポレートガバナンス報告書への開示例①

 親会社との重要な取引については、取締役会の諮問機関として設置した独立性の高
い委員会において審議する旨を記載している事例

大日本住友製薬（4506 市場第一部）
住友化学株式会社は当社の議決権の51.78％（2020年3月31日現在）を有する親会社
です。

当社が親会社と取引を行う場合には、当社の企業価値の向上の観点からその公正性
および合理性を確保するために、独立社外取締役が出席する取締役会において承認を
得ることとするなど、取引の重要性に応じて適切に監督しています。また、当社の親会社
またはその子会社（当社およびその子会社を除く。）（以下「親会社グループ」という。）と
の重要な取引等については、取締役会の諮問機関として設置した、すべての独立社外取
締役によって構成されるグループ会社間取引利益相反監督委員会において、少数株主
の利益保護の観点から審議を行うこととしています。

なお、当社は、親会社から土地を賃借し、また原料を購入するなどしていますが、これら
の取引に際しては、一般的な市場価格を参考に、双⽅協議の上合理的にその価格を決

定しており、市場等の変動があった場合には価格を変更できる事項を含んだ契約を締結
しています。また、当社は親会社に短期貸付を行っていますが、これは、市場⾦利を勘案

し合理的に利率を決定する等、当社の利益を害さないよう留意して取引条件を決定して
います。

出所：『支配株主を有する上場会社に関する情報開示について』（金融庁・2021年１月）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210126/03.pdf
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コーポレートガバナンス報告書への開示例②

 親会社との取引内容について、取締役会において定期的に取引実績を報告し妥当性
を監視している旨を記載している事例

日新電機（6641 市場第一部）

当社と親会社の住友電気工業株式会社との主な取引としては、当社は同社に短期貸
付金として資金の貸付を行っていると共に、当社は同社に受変電設備を、同社は当社に
電力用ケーブルを、それぞれ販売しています。

親会社の住友電気工業株式会社との取引の条件について、一般的な市場での条件を
勘案し親会社以外との取引条件と著しく相違しないように留意して、公正かつ適正に決
定しており、当社の取締役会は、親会社との取引が適切な取引条件により行われ、当社
や少数株主の利益を害することはないものと判断しています。また、住友電気工業株式
会社との取引内容について、当社の取締役会で承認した上、取締役会で定期的に取引
実績を報告する方針としており、当社や少数株主の利益を害することのないよう、取締役
会でその妥当性を監視し利益相反状況を管理しています。

当社は上場子会社としての実効的なガバナンス体制をより強固にするため、取締役会
における独立社外役員の比率を3分の１に高めました。当社の経営方針や事業展開など

に係る意思決定に当たっては、親会社から一定の独立性を確保し当社の取締役が独自
の経営判断に基づき行っており、当社や少数株主の利益を害することはないと判断して
います。

出所：『支配株主を有する上場会社に関する情報開示について』（金融庁・2021年１月）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210126/03.pdf
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取締役会の機能の発揮・スキルマトリックス

【改訂CGC】
補充原則４-10①

・・・独立した指名委員会・報酬諮問委員会を設置することにより、指名や・報酬などの特に重要な事
項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含め、これらの委員会の独立社
外取締役の適切な関与・助言を得るべきである。

【原則４－11．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備
え、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性と適正規模を両立させる形で構成されるべ
きである。（以下略）

補充原則４－11①

取締役会は、経営戦略に照らして自らが備えるべきスキル等を特定した上で、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、各取締役の知識・経験・
能力等を一覧化したいわゆるスキル・マトリックスをはじめ、経営環境や事業特性等に応じた適切な
形で取締役の有するスキル等の組み合わせを取締役の選任に関する方針・手続と併せて開示すべ
きである。その際、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。

【改訂対話ガイドライン】
３－８． 独立社外取締役として、適切な資質を有する者取締役会全体として適切なスキル等が備え

られるよう、必要な資質を有する独立社外取締役が、十分な人数選任されているか。必要に応じて
独立社外取締役を取締役会議長に選任することなども含め、取締役会が経営に対する監督の実効
性を確保しているか。
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JPX日経400対象企業の独立社外取締役の属性

出所：『取締役会の機能発揮と多様性の確保』（金融庁・令和２年11月18日）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20201118/04.pdf
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取締役会のスキルマトリックスの例

出所：『取締役会の機能発揮と多様性の確保』（金融庁・令和２年11月18日）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20201118/04.pdf
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独立社外取締役の人数・割合

【原則４－８．独立社外取締役の有効な活用】

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、プライム市場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３分の１（その他の市場の上場会社においては２名）
以上選任すべきである。
また、上記にかかわらず、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環

境等を総合的に勘案して、少なくとも３分の１以上過半数の独立社外取締役を選任する
ことが必要と考えるプライム市場上場会社（その他の市場の上場会社においては少なく
とも３分の１以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社）は、上記に
かかわらず、十分な人数の独立社外取締役を選任すべきである。

補充原則４－８（新設）

支配株主を有する上場会社は、取締役会において支配株主からの独立性を有する独
立社外取締役を少なくとも３分の１以上（プライム市場上場会社においては過半数）選任
するか、または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。
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取締役会における独立社外取締役の選任状況（市場第一部）

出所：『「市場区分の見直しにおけるコーポレート・ガバナンスに関する議論の状況について』（株式会社東京証券取引所・2020年11月）
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諸外国における独立社外取締役の人数に関するCGC等の規定

出所：『取締役会の機能発揮と多様性の確保』（金融庁・令和２年11月18日）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20201118/04.pdf
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任意の指名・報酬委員会の活用

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（後継者
計画を含む）・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、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指名委員会・報酬
委員会など、独立した指名委員会・報酬諮問委員会を設置することにより、指名や・報酬
などの特に重要な事項に関する検討に当たり、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を
含め、これらの委員会の独立社外取締役の適切な関与・助言を得るべきである。

特に、プライム市場上場会社は、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。

• （任意の）指名委員会の役割として、経営陣幹部・取締役の指名に関して、「後継者育
成計画」の検討が含まれることが明記された。

• 指名等委員会設置会社、監査等委員会設置会社、監査役設置会社を区別せずに適
用するため、指名・報酬「諮問」委員会の文言が削除。

• 助言を与えるのが、組織としての指名・報酬委員会であり、独立社外取締役ではない
ことが明記。

• プライム市場上場会社については、指名・報酬各委員会の過半数を独立社外取締役
とすることを基本とする。（➡社内・社外同数で社外を委員長とする場合は許されるの
ではないか？）
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任意の指名委員会・報酬委員会の構成

出所：『取締役会の機能発揮と多様性の確保』（金融庁・令和２年11月18日）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20201118/04.pdf


40

諸外国の指名委員会・報酬委員会に関するCGC等の規定

出所：『取締役会の機能発揮と多様性の確保』（金融庁・令和２年11月18日）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20201118/04.pdf
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CEOの後継者計画の現状

出所：『取締役会の機能発揮と多様性の確保』（金融庁・令和２年11月18日）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20201118/04.pdf


42

CEOの選解任基準

出所：『取締役会の機能発揮と多様性の確保』（金融庁・令和２年11月18日）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20201118/04.pdf
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取締役会の実効性の評価の見直し（改訂対話ガイドライン）

３－７．取締役会が求められる役割・責務を果たしているかなど、取締役会の実効性評価が適切に
行われ、評価を通じて認識された課題を含め、その結果が分かりやすく開示・説明されているか。取
締役会の実効性確保の観点から、各取締役や法定・任意の委員会についての評価が適切に行わ
れているか。

※改訂CGC、改訂対話ガイドラインを受けて追加を検討すべき項目
• プライム市場においては、独立社外取締役が３分の１以上か（支配株主がいる場合は過半数ま
たは特別委員会の設置）

• 独立社外取締役は、ジェンダーや国際性だけでなく、職歴、年齢を考慮しているか。また、他社で
の経営経験者がいるか。

• 取締役会の機能が発揮できるよう各スキルマトリックス化ができているか

• 各取締役の評価（取締役会への貢献（出席頻度・発言を含む）、社内取締役については業績評
価）

• 取締役会においてサステナビリティの基本方針を策定し、サステナビリティ課題を事業計画等に
反映しているか。

• 任意の委員会（指名委員会・報酬委員会）において独立社外取締役が過半数を基本としている
か。

• （法定・任意）指名委員会において、CEO等の後継者の選任・解任基準のほか後継者計画が策
定されているか。

• 独立社外取締役・監査役が株主との対話の窓口とされているか。
• （株主との対話の窓口としての）筆頭独立社外取締役が設置されているか。
• 政策保有株式の保有効果の検証に独立社外取締役が関与しているか。
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内部監査部門の機能の活用

補充原則４－３④

コンプライアンスや財務報告に係る内部統制や先を見越した全社的リスク管理体制の整
備は、適切なコンプライアンスの確保とリスクテイクの裏付けとなり得るものであるがり、
取締役会はグループ全体を含めたこれらの体制をの適切にな構築しや、内部監査部門
を活用しつつ、その運用状況をが有効に行われているか否かの監督に重点を置くべすべ
きである。り、個別の業務執行に係るコンプライアンスの審査に終始すべきではない。

補充原則4－13③

上場会社は、取締役会及び監査役会の機能発揮に向け、内部監査部門がこれらに対し
ても適切に直接報告を行う仕組みを構築すること等により、内部監査部門と取締役・監査
役との連携を確保すべきである。また、上場会社は、例えば、社外取締役・社外監査役
の指示を受けて会社の情報を適確に提供できるよう社内との連絡・調整にあたる者の選
任など、社外取締役や社外監査役に必要な情報を適確に提供するための工夫を行うべ
きである。
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内部監査部門から直接報告が行われる仕組み

出所：『監査の信頼性の確保／内部統制・リスクマネジメントについて』（金融庁・令和３年３月９日）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210309/01.pdf
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内部監査部門の体制

出所：『監査の信頼性の確保／内部統制・リスクマネジメントについて』（金融庁・令和３年３月９日）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210309/01.pdf
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３線モデルの概要

出所：『第25回事務局参考資料（監査の信頼性の確保／内部統制・リスクマネジメントについて）』（金融庁・令和３年３月９日）

https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/siryou/20210309/03.pdf
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監査の信頼性の確保・実効性のあるリスク管理の在り方（改訂対話ガイドライン）

３－10． 監査役に、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有す
る人材が、監査役会の同意をはじめとする適切な手続を経て選任されているか。

３－11． 監査役は、業務監査を適切に行うとともに、監査上の主要な検討事項の検討プ
ロセスにおける外部会計監査人との協議を含め、適正な会計監査の確保に向けた実効
的な対応を行っているか。監査役に対する十分な支援体制が整えられ、監査役と内
部監査部門との適切な連携が確保されているか。

３－12． 内部通報制度の運用の実効性を確保するため、内部通報に係る体制・運用実
績について開示・説明する際には、分かりやすいものとなっているか。
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株主総会の在り方（改訂対話ガイドライン）（新設）

４－１－１． 株主総会において可決には至ったものの相当数の反対票が投じら
れた会社提案議案に関して、株主と対話をする際には、反対の理由や
反対票が多くなった原因の分析結果、対応の検討結果が、可能な範
囲で分かりやすく説明されているか。

４－１－２． 株主総会の招集通知に記載する情報を、内容の確定後速やかに
TDnet 及び自社のウェブサイト等で公表するなど、株主が総会議案
の十分な検討期間を確保することができるような情報開示に努めてい
るか。

４－１－３． 株主総会が株主との建設的な対話の場であることを意識し、例え
ば、有価証券報告書を株主総会開催日の前に提出するなど、株主と
の建設的な対話の充実に向けた取組みの検討を行っているか。
また、不測の事態が生じても株主へ正確に情報提供しつつ、決算・

監査のための時間的余裕を確保できるよう、株主総会関連の日程の
適切な設定を含め、株主総会の在り方について検討を行っているか。

４－１－４． 株主の出席・参加機会の確保等の観点からバーチャル方式により
株主総会を開催する場合には、株主の利益の確保に配慮し、その運
営に当たり透明性・公正性が確保されるよう、適切な対応を行っている
か。
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政策保有株式（改訂対話ガイドライン）

４－２－１ 政策保有株式について、それぞれの銘柄の保有目的や、保有銘柄の異動を含む保有
状況が、分かりやすく説明されているか。

個別銘柄の保有の適否について、保有目的が適切か、保有に伴う便益やリスクが資本
コストに見合っているか等を具体的に精査し、取締役会において検証を行った上、適切
な意思決定が行われているか。特に、保有効果の検証が、例えば、独立社外取締役の
実効的な関与等により、株主共同の利益の視点を十分に踏まえたものになっているか。

そうした検証の内容について検証の手法も含め具体的に分かりやすく開示・説明されて
いるか。

政策保有株式に係る議決権の行使について、適切な基準が策定され、分かりやすく開
示されているか。また、策定した基準に基づいて、適切に議決権行使が行われているか。

※ポイント
• 改訂CGCにおいては政策保有株式に関する記載に改訂なし。

• 改訂対話ガイドラインにおいては、政策保有株式の保有効果の検証において、独立社外取締役
の実行的な関与を求める。

• 東証の市場区分における「流通株式の定義の見直し」により、上場株式のうち、国内の普通銀
行、保険会社及び事業法人等（金融機関及び金融商品取引業者以外の法人）が所有する株式
については、上場株式数の１０％未満を所有する場合であっても、流通株式から除くことになる。
これにより、金融機関との政策保有株の持ち合いは減少していくことになるのではないか。



51

株主と企業の対話の充実

〇改訂CGC

補充原則５－１①

株主との実際の対話（面談）の対応者については、株主の希望と面談の主な関心事項も
踏まえた上で、合理的な範囲で、経営陣幹部または、社外取締役を含む取締役または監
査役（社外取締役を含む）が面談に臨むことを基本とすべきである。

〇改訂対話ガイドライン
（４）株主と企業の対話の充実（追加）
４－４－１． 株主との面談の対応者について、株主の希望と面談の主な関心事項に対応
できるよう、例えば、「筆頭独立社外取締役」の設置など、適切に取組みを行っているか。

【求められる事項】

• 株主との対話の窓口として、社外取締役だけでなく監査役も対象となり得ることが明
確化。

• 株主との対話の窓口である「筆頭独立社外取締役」の設置
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プライム市場に期待される投資家との建設的な対話

出所：『「市場区分の見直しにおけるコーポレート・ガバナンスに関する議論の状況について』（株式会社東京証券取引所・2020年11月）
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アセットオーナー

〇改訂対話ガイドライン
４－３－２（新設）

自社の企業年金の運用に当たり、企業年金に対して、自社の取引先との関係維持の観
点から運用委託先を選定することを求めるなどにより、企業年金の適切な運用を妨げて
いないか。


