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はじめに
　コーポレートガバナンスとは、「企業統治」のことをいい、企業が、株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等
の立場を踏まえた上で、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みのことをいいます。
　IPOを目指す場合には、上場企業と同じレベルのコーポレートガバナンス体制を構築する必要があります。
以下、その概要を記載いたします。

　コーポレート・ガバナンス・コードは、日本再興戦略のなかで成長戦略として掲げられた三つのアクションプ

ランの一つである日本産業再興プランの具体的施策として、コーポレートガバナンスに関する規範として設定

されました。本コードは、下記五つの基本原則に加えて、30の原則および38の補充原則の計73の原則で構成

されています。

	 （1）株主の権利・平等性の確保

	 （2）株主以外のステークホルダーとの適切な協働

	 （3）適切な情報開示と透明性の確保

	 （4）取締役会等の責務

	 （5）株主の対話

	

　コーポレート・ガバナンス・コードの適用対象は上場企業であり、上場企業にはコーポレートガバナンス報告

書の提出が義務付けられています。

　本コードに法的拘束力はありませんが、Comply	or	Explainの考え方の下で、原則を実施するのか、あるい

は実施しない理由を説明するかの対応が求められています。

　なお、マザーズ等の新興企業向け市場については、基本原則のみが適用されるため、基本原則部分を実施

しない場合にのみ、その理由を説明するものとされています。

　東京証券取引所の有価証券上場規程では、上場会社は下記の機関を置くこととされています。

①	取締役会

②	監査役会、監査等委員会または指名委員会等

③	会計監査人	

　なお、上場審査上、直前期1年間は原則として上場時と同じ機関設計の下での運用実績が求められるため、

直前期までに機関変更をしておく必要があります。

	

1 	監査役会設置会社
　監査役会設置会社は3名以上の監査役から構成される監査役会を設置する会社です。常勤監査役を1名以

上選任し、また監査役の半数以上が社外監査役であることが求められます。	

1│コーポレート・ガバナンス・コードの概要

2│委員会設置会社、監査等委員会設置会社、監査役会設置会社
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コーポレートガバナンスについて
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PwC IPO│コーポレートガバナンスについて

3│株主総会

4│取締役および取締役会

　上場後は株主数が著しく増加し、株主の属性も多種多様になるため、会社の最高意思決定機関である株主

総会の重要性は上場前に比して著しく高まります。

　株主総会の運営は、会社法に定められた手続きに準拠して実施することになりますが、総会の準備に当たっ

ては、開催会場の手配といった事務的な対応も含め、入念なリハーサル、想定問答の作成等、相当の準備期

間が必要であり、証券会社、証券代行業者（信託銀行や専門会社）のアドバイスを受けながら進めることとなり

ます。

　上場直前期以前の段階で、上場を想定した株主総会のリハーサル等を行う必要はありませんが、財務諸表

等の作成・開示を含めた上場後のタイムスケジュールを想定しておくことは重要です。

　上場審査の過程では、取締役の監督機能の実効性について厳格な審査が行われます。監査役会設置会社

の場合、取締役会は原則として毎月開催し、議事録を作成することが求められ、個々の取締役の経歴、報酬の

妥当性、役員数の妥当性、退職役員が競業に関与していないか、さらには次世代の役員候補が育成されてい

るか等についても審査されることになります。

	

1 	取締役会の設置
　マザーズへ上場する場合には、上場申請日から起算して1年前以前から取締役会を設置していることが求め

られます。また、東証本則市場へ上場する場合には、上場直前期末から起算して3年以前から取締役会を設置

していることが必要となります。

2 	監査等委員会設置会社
　監査等委員会とは、2015年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」において導入された機関であり、

取締役会のなかに監査等委員会を設置する会社を意味します。

　三人以上の取締役（監査等委員）が組織的に監査を実施し、監査等委員の過半数は社外取締役であること

が求められていますが、常勤の選任は強制されていません。監査等委員会設置会社を選択する場合、会計監

査人を設置する必要があります。

3 	指名委員会等設置会社
　指名委員会等設置会社は、監査等委員会設置会社の導入に伴い、従前の委員会設置会社の名称が変更さ

れたもので、取締役会のなかに指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置する会社です。

　指名委員会等設置会社を選択した場合、指名委員会等の三つの委員会を設置することが義務付けられます。

各委員会は3名以上の取締役で構成され、その過半数は社外取締役であることが求められますが、各委員の

取締役について、常勤の選任は強制されていません。

　指名委員会等設置会社を選択する場合、監査等委員会設置会社同様、会計監査人を設置する必要がありま

す。
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2 	規程の整備
　取締役会規程を整備し、取締役会専決事項、決裁権限を明文化した上、社内ルールに則った取締役会運営

を行うことが必要です。

	

3 	取締役の兼務
　取締役が他の会社の取締役等を兼務しているため必要に応じて取締役会を迅速に開催することができない

といったような場合には、兼務自体が審査上問題になる可能性があります。また、当該他の会社との間に取引

関係がある場合には、利益相反取引の承認のための取締役会特別決議が必要となる場合があり、留意してお

くことが必要です。

1 	監査役会設置会社の場合
　監査役会設置会社を選択した場合、上場審査の過程では、監査役の取締役に対する監督機能の実効性に

ついて厳格な審査が行われます。監査役会による年度計画に基づく組織的な監査業務に加え、常勤監査役の

日常的な監査業務への取り組み状況や、社外監査役（独立役員）の役割などについても審査されることとなり

ます。

	

■監査役の選任および監査役会の編成
　上場に当たっては、監査役を3名以上（常勤監査役1名以上、監査役の半数以上が社外監査役）選任し、監

査役会を組織することが必要です。また、上場申請日から起算して1年以上監査役会を運営し、議事録を作成

することが必要です。

	

■監査役監査の実施状況の文書化
　常勤監査役の勤務実態および監査役会の組織的な監査の実施状況について上場審査で問われることになり

ます。常勤監査役は、他に常勤の仕事がなく、監査役の職務に専念できる状況であることが求められます。監

査役監査の実務については、日本監査役協会の監査役監査基準等を参考にすることが有用ですが、監査の実

施過程を文書化することが重要であり、監査計画、監査調書等を整備することが必要です。

2 	監査等委員会設置会社、委員会設置会社の場合
　監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は監査役会設置会社と制度上の違いはありますが、

上場審査上、確認する事項については大きな差はなく、取締役の職務執行を適切に監査できているか等が確

認されることになります。

　なお、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行した場合には、移行理由が確認されるため、

コーポレートガバナンスの強化につながる等の積極的な理由を説明できるように準備しておく必要があり

ます。

5│監査役および監査役監査、監査委員会

PwC IPO 
コーポレートガバナンスについて
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6│独立役員

　有価証券上場規程によると、上場会社は取締役である独立役員を少なくとも1名以上確保するよう努めなけ

ればならない、とされています。

　上場申請時点において独立社外取締役がいない場合、上場審査上、独立社外取締役を招聘する意思があ

るかどうかが審査されるため、どのような人物が会社にとって適切であると考えているか、いつ頃を目途に招

聘する予定か等をまとめておく必要があります。

　なお、会社法上の社外取締役、社外監査役の要件を満たせば、多くの場合、取引所の独立役員の要件も同

時に満たすことになりますが、下記に該当する者は、独立役員を満たさないとされており、社外役員の要件よ

りも厳格になっています。

①上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

②上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

③上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専

門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）	

④最近において次の（A）から（D）までのいずれかに該当していた者

（A）	①、②又は③に掲げる者

（B）	上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

（C）	上場会社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）

（D）	上場会社の兄弟会社の業務執行者	

⑤次の（A）から（H）までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者

（A）	①から前④までに掲げる者

（B）	上場会社の会計参与（当該会計参与が法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。）

（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）

（C）	上場会社の子会社の業務執行者

（D）	上場会社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与（社外監査役を独立役員として指定する

場合に限る。）

（E）	上場会社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

（F）	上場会社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。）

（G）	上場会社の兄弟会社の業務執行者

（H）	最近において前（B）〜（D）又は上場会社の業務執行者（社外監査役を独立役員として指定する場合に

あっては、業務執行者でない取締役を含む。）に該当していた者

竹内 以南 （たけうち いなみ）

PwCあらた有限責任監査法人
IPOソリューション部 マネージャー
2015年公認会計士登録。2012年 7月より2年間、東京証券取引所上場
推進部に出向。
2014年帰任後は主としてIPO候補企業に対するアドバイザリー業務を担当。
日本公認会計士協会東京会 税務顧問のための IPO業務支援 PT 構成員

（現在）。
メールアドレス：inami.takeuchi@jp.pwc.com
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