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有料会員限定  記事 今⽉の閲覧本数︓ 10 本中 2 本

会社法改正案が成⽴　社外取締役設置を義務化
政治

政府が今国会の重要法案とした改正会社法は4⽇午前の参院本会議で可決、成⽴した。上
場企業の社外取締役の設置義務化や、株主総会資料のオンライン提供の導⼊を柱とす
る。役員報酬の透明化を図る⽅策も盛り込まれた。⽇本の企業統治（コーポレート・ガ
バナンス）を強化し、海外から投資を呼び込む狙いがある。

改正会社法は与野党の賛成多数で可決、成⽴した。

改正会社法は商業登記法など計91本の法律を⼀括で改正する。総会資料の電子提供など
⼀部を除いて2021年6⽉までに施行する。

同法には「上場会社は社外取締役を置かなければならない」と明記した。(1)監査役会を
置き、株式の譲渡制限がない(2)資本⾦が5億円以上または負債総額200億円以上の大会
社(3)有価証券報告書の提出義務がある――のいずれも満たす企業を対象とする。

これまでは郵送していた株主総会資料のインターネットによる電子提供が可能になる。
総会前に株主がオンライン上でより充実した資料に⽬を通すことで、議論の活性化を促
す。

法務省⺠事局で会社法の⽴案に携わった経験を持つアンダーソン・⽑利・友常法律事務
所の⼩舘浩樹弁護⼠は「今回の改正は企業統治の積み残しに⼿当てをしたのが特徴だ。
社外取締役の設置義務化や総会資料の電子提供は実態が先行しているが、実務を踏まえ
て⼀歩前進した」と語った。

電⼦版の記事がすべて読める有料会員のお申し込みはこちら

有料購読のお申し込み

株主総会どうなる？　よくわか
る会社法の改正
2019/12/4 11:05更新

会社法改正案が衆院で審議⼊
り　ガバナンス強化急ぐ
2019/11/12 19:00

[社説]ガバナンスの実効性上げ
る会社法改正に
2019/11/4 19:05

会社法改正案を閣議決定　政
府、社外取締役設置を義務化
2019/10/18 9:45

PR あなたの年収は適正ですか？10分で診断できます／⽇経キャリアNET

朝刊・⼣刊 ストーリー Myニュース ⽇経会社情報 ⼈事ウオッチ
お申し込み 無料会員
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関連キーワード

参議院 会社法改正案 ⼩舘浩樹 社外取締役 重要法案

アンダーソン・⽑利・友常法律事務所 参議院本会議 改正

1.
リクナビ問題、データ利用
企業に⾏政指導　トヨタな
ど

2.
中村哲医師、アフガンで銃
撃され死亡　現地で⼈道支
援

3.
買いたたかれるベテラン　
情報の⼭、鉱脈かノイズか

おすすめ情報

AIとビリギャルはつきあえる？

「GSOMIA」から見えた韓国の論理

⾁料理をとことん味わう　また来たい店

リストラは45歳に来る

⾊のチカラでリビングを楽しもう︕

⽼化を加速させるゴースト血管の脅威

⽶巨大企業と互角に渡り合う中⼩企業

高い志を持ち、学びあう仲間の⼀員に

[PR] ⼀覧はこちら

⾦融経済初歩からの質問
分散投資の対象として、どのような資
産がふさわしいのか？（後編）まなぼ
うＱ＆Ａ

スーツの手元でも映える
現代のパイロットウオッチ、ブライト
リング「アベンジャー」コレクション
の魅⼒とは

東京のオークラが新たに︕
天空の癒し空間「オークラフィットネ
ス＆スパ」。男も女も贅沢な空間でリ
フレッシュ

⾻粗しょう症と生活習慣病
加齢で高まる骨折リスク　ドクターが
予防や治療の対策を解説　第⼀三共株
式会社

アクセスランキング ⼀覧 





 ⽇経からのお知らせ

「NIKKEI全国社歌コンテスト」各賞決定

台⾵19号 救援募⾦受け付け



 「⾒えてきた？」特設サイト公開中

電子版有料会員なら「ストーリー」も読み放題





2019/10/18 2:00 (2019/12/4 11:05更新)

有料会員限定  記事 今⽉の閲覧本数︓ 10 本中 2 本

株主総会どうなる︖　よくわかる会社法の改正

改正会社法が4⽇、国会で成⽴しました。会社の仕組みを定める基本的な法律の改正で、
ビジネスパーソンすべてにかかわっています。ポイントを解説します。

【関連記事】 会社法改正案が成⽴　社外取締役設置を義務化

■社外取締役の選任が法律上の義務に

上場企業は「社外取締役」を置かなければならなくなります。といっても東京証券取引
所の上場企業のうち98.4%が社外取締役を導⼊済みです。

東証は2015年、上場企業にコーポレートガバナンス・コード（企業統治指針）を適用し
ました。経営から独⽴した⽴場の社外取締役（独⽴社外取締役）を2⼈以上選ぶよう求め
たことで導⼊が進みました。

朝刊・⼣刊 ストーリー Myニュース ⽇経会社情報 ⼈事ウオッチ
お申し込み 無料会員

トップ 速報 経済・⾦融 政治 ビジネス マーケット テクノロジー 国際 オピニオン スポーツ 社会・くらし 地域 ⽂化 マネー・ライフ記事・株価を検索

 保存  共有  印刷     その他

1.
リクナビ問題、データ利⽤
企業に⾏政指導　トヨタな
ど

2.
中村哲医師、アフガンで銃
撃され死亡　現地で⼈道⽀
援

3.
買いたたかれるベテラン　
情報の⼭、鉱脈かノイズか

おすすめ情報

AIとビリギャルはつきあえる？

「GSOMIA」から見えた韓国の論理

⾁料理をとことん味わう　また来たい店

リストラは45歳に来る

⾊のチカラでリビングを楽しもう︕

⽼化を加速させるゴースト⾎管の脅威

⽶巨大企業と互角に渡り合う中⼩企業

⾼い志を持ち、学びあう仲間の⼀員に

[PR] ⼀覧はこちら

ハミルトンの個性とは
アメリカ生まれ、スイスメイド。ビジ
ネスシーンで輝くハミルトンのアメリ
カンスタイル

中⼩企業の挑戦をサポート
ホテル三⽇⽉によるダナンでのかつて
ない大型投資　商⼯中⾦はどうサポー
トしたか？

「RPA×AI」が描く世界
⽇本のビジネスが変わる︕現場が変わ
る︕その最新事例とは？／UiPath

ゆとりあるセカンドライフ
⽼後生活の不安にどう対処？　お⾦に
役割分担させる⽼後資⾦３分法とは／
⽇本生命

アクセスランキング ⼀覧 





 ⽇経からのお知らせ

「NIKKEI全国社歌コンテスト」各賞決定

台⾵19号 救援募⾦受け付け



 「⾒えてきた︖」特設サイト公開中

電⼦版有料会員なら「ストーリー」も読み放題





社外取締役の選任が法律上の義務になるのをきっかけに「会社と経営陣、株主との間の
利益相反を監督する」という本来の役割を積極的に果たしていくことが期待されていま
す。

■株主総会の資料はウェブ上で

株主総会の資料はウェブサイトで提供できるようにします。これまでは原則書⾯でし
た。

企業は印刷や発送などのコストを減らせます。紙媒体の制約がなくなればその内容も充
実でき、資料提供も書⾯より1週間、はやまります。

■株主提案は1⼈10件まで

株主総会で株主が提案できる議案数は1⼈あたり10件までとなります。

12年、野村ホールディングスの株主総会で1⼈の株主が「社名を野菜ホールディングスに
変更する」など100件を提案し、話題を呼びました。法改正には株主提案権の乱用を防ぐ
⽬的があります。

■取締役の報酬に⼀定の規律

野村ホールディングスの株主総会に向かう株主ら（2012年6⽉、東京都港区）

アクセスランキング ⼀覧

1. リクナビ問題、データ利⽤企業に⾏政指
導　トヨタなど

2. 中村哲医師、アフガンで銃撃され死亡　現
地で⼈道⽀援

3. 買いたたかれるベテラン　情報の⼭、鉱脈
かノイズか

4. グーグル、「⼤⼈の会社」へ世代交代　創
業者が退任

5. 三菱UFJ、単独路線を転換　リクルートと
スマホ決済

6. 中村哲医師、アフガニスタンで銃撃され負
傷

7. グーグル共同創業者が退任

8. 株主総会どうなる︖　よくわかる会社法の
改正

9. ⾃衛隊270⼈を中東派遣へ　政府、期限1
年で調整

10. ⽇⽶貿易協定、国会で承認

12/4 20:00 更新















お悩み相談〜上⽥準⼆の"元気"のレシピ
「俺の給料も安い、君たちも我慢しろ」と⾔う社⻑は失
格

データから"真実"を読み解くスキル
中⾼年のひきこもり61万⼈の衝撃。誰がどう救う︖

テスラの最新EV「モデル3」徹底分解
進化したテスラの駆動ユニット、SiCインバーターと永
久磁⽯式モーターを搭載

モバイル⼀⼑両断
ドコモが⼤盤振る舞い、アマゾンとの協業の⾏き着く先
は格安SIMサービス︖

ヘルスUP
そのいびき、⼝呼吸が原因かも　⼝の筋トレのススメ

ブック
優待株で数億円　みきまる⽒が語る誰でもできる投資技



取締役それぞれの報酬内容について、取締役会でどのように決めるのかという⽅針を決
め、株主総会で説明することになります。報酬決定について⼀定の規律を持たせる効果
を期待しています。

株主総会では取締役全員の報酬総額の最⾼限度を定め、それぞれの取締役にどのように
配分するのかは取締役会か、代表取締役が決めるのが⽇本企業では⼀般的でした。

法改正により、社外取締役をはじめとした取締役会がきちんとモニタリングし、株主に
よるガバナンスを連携させる仕組みになります。代表取締役への⽩紙委任などは難しく
なるとの見⽅があります。

■役員の賠償金、会社が肩代わり

役員が株主代表訴訟などで訴えられたとき、会社が弁護⼠費用や賠償⾦を補償できると
明確にします。取締役が負担する損害賠償⾦などを⼀定の範囲で補てんする企業と保険
会社との間の契約（いわゆるD&O保険）も法律で位置づけます。経営陣がある程度リス
クをとって行動できるようにするためです。

■親⼦会社の再編へ株式交付制度

M&A（合併・買収）の⼿法に「株式交付制度」が加わります。株式を100%もつ完全⼦
会社にしない場合でも、他社を買い取るときに⾃社株を使えるようになります。親⼦会
社に再編する⼿法の選択肢が広がります。とくにスタートアップなど⼿元に資⾦のない
企業でもM&Aがしやすくなります。

■社債管理者不在の市場に⼀⽯

「社債管理補助者」という制度をつくり、破産⼿続きの届け出や情報伝達などを担える
ようにします。

会社説明会の前に運動会も…中⼩のユニーク採用
働くママ争奪　企業が「ドラフト会議」

エグゼクティブ力診断テスト
5分でわかる管理職としてのあなたの実⼒

ウーマノミクス・ストーリー
「ダイバーシティは成⻑の源泉、失敗恐れず挑戦する企
業へ」東京海上⽇動・広瀬伸⼀社⻑インタビュー

PICK UP
在宅勤務、5割が導⼊　⽇経スマートワーク経営調査　
働き⽅、場所問わず

 天気  プレスリリース検索

  アカウント⼀覧

訂正・おわび

 ⽇経電⼦版へのご意⾒・ご要望 



社債の⾦額1億円以上か、社債権者が50⼈未満なら、社債管理者を置かなくてもいいこと
になっています。このため、社債管理者を置かない社債が約8割に上ります。

グローバルな⾦融危機などによる経営悪化でデフォルト（債務不履行）を起こす社債も
出ています。法改正には社債権者を保護するとともに、低格付けの社債市場を将来的に
活性化させていく狙いがあります。

初回登録は1カ⽉無料　すべての記事が読み放題

有料購読のお申し込み

会社法改正案が衆院で審議⼊
り　ガバナンス強化急ぐ
2019/11/12 19:00

[社説]ガバナンスの実効性上げ
る会社法改正に
2019/11/4 19:05

株主総会の提案は1⼈10件ま
で　会社法改正案
2019/10/19 1:30

会社法改正案を閣議決定　政
府、社外取締役設置を義務化
2019/10/18 9:45

PR 「企業からのお知らせ」掲載企業をこちらでご確認いただけます

電⼦版トップ

PR あなたの年収は適正ですか？10分で診断できます／⽇経キャリアNET

PR 未来ショッピング限定カラーで登場︕クラウドファンディングで大注⽬の財布

PR 横浜・みなとみらいのシェアオフィスが⽉額定額で利用できる ⽇経OFFICE PASS

PR ⾃宅マンション スマート売却なら⼿数料49.8万円 東京レジデンスマーケット

PR 仲介⼿数料が定額49.8万円でお得に売る⽅法とは？／マンションマーケット

PR 神⽥ビル１棟すべてコワーキングスペースの⾃由席も使い放題 ⽇経OFFICE PASS

PR ここでしか買えない︕未来ショッピング歴代売上1位を記録した財布はこちら

PR 行けなかったあのセミナー「動画」で視聴できるんだ︕／セミナーシェルフ

 保存  共有  印刷     その他

類似している記事（⾃動検索）

 



関連キーワード

東京証券取引所 株主総会 社外取締役 野村ホールディングス 会社法 改正

関連企業・業界

企業 ︓ 野村ホールディングス


