
 

  

 

第２部 パネルディスカッション 

 

総合司会 それでは、第２部のパネルディスカッションに入りたいと思います。 

 パネリストの方の御紹介ですが、まず、ただいま基調講演をしていただきました大阪弁

護士会会員で弁護士の家近正直さん。（拍手） 

 株式会社マンダム社外取締役の後藤光男さん。（拍手） 

 日本公認会計士協会近畿会相談役で公認会計士の林恭造さん。（拍手） 

 そして、コーディネーターは大阪弁護士会業務改革委員会委員の岩谷敏昭さんにお願い

いたします。（拍手） 

 なお、今日のパネリストの方たちの略歴は、お配りしましたレジュメの最後のページに

載せさせていただいております。 

 それでは、岩谷さんの方で引き続いてお願いいたします。 

岩谷 大阪弁護士会業務改革委員会の岩谷でございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、パネルディスカッションの冒頭ですが、資料を今回おつけしておりますので、現

状の認識をこの資料に基づいて御説明し、それからディスカッションに入りたいと思いま

す。 

 

１ 社外役員に関するデータ（社外監査役を中心として） 

 

岩谷 お手元の資料の５ページから、資料の３番が始まっております。これは、平成14年

の５月から６月にかけて、上場企業を中心に原則として業務別に比例して調査対象を抽出

して、監査役及び社外監査役についてどんな現状かを、日本監査役協会がアンケートをと

ったものでございます。大体どれぐらいの人数、パーセンテージで社外監査役に公認会計

士、税理士、弁護士が関与しておるのかということを、まずこの資料で御説明したいと思

いますので、ちょっとお時間を頂戴します。 

 資料５ページの下の表ですが、まず調査対象は上場会社が107社、非上場が16社という

割合です。この123社はほぼ上場会社ですけれども、常勤と非常勤の区別が一体どのよう

なものかと申しますと、丸を打ってあります「34％」と相対的に比率が一番高いところで

「常勤２名、非常勤２名」、どうも４名程度が上場企業における平均的な監査役の数であ

ろうと思われます。 



 

  

８ページでは、その４名の中で社内と社外の区分でございます。右端の欄にそれぞれパ

ーセンテージが振ってあり、相対的にパーセンテージが一番高い「社内２名、社外２名」

という構成が、どうも平成14年時点のアンケートでは一番多かったようです。 

 さらに、その社外監査役は一体どんな人間で構成されているかが10ページの問５です。

このパーセンテージをいったん覚えていただきたいんですが、社外監査役の主たる現役職

として一番多いのは「社外出身の当社非常勤監査役」であります。11番から13番までは「弁

護士」が12％、「公認会計士」４％、「税理士」２％となってございます。これはアンケ

ートの母数が百数十ということで少ないので、多少はぶれがあるかと思います。 

 これが平成14年に調査したパーセンテージですが、21ページは同じく日本監査役協会の、

時期は平成17年の８月でインターネットを利用したアンケート結果です。 

 21ページの左側の一番上ですが、有効回答数2,245社のうち、上場会社が1,435社です。

これだけの回答が得られたアンケートの結果でどのような推移になっていったかと申し

ますと、社外取締役を選任している会社がこの中で52.8％、上場企業では対前年で2.6ポ

イント増加しているようです。さらに下を見ていただきますと、監査役総数のうち64.8％

を社外監査役が占めておる、ほぼ３分の２に近くなっておるということでございます。さ

らに、波線を引いておりますところで、平成17年総会後の社外監査役の現職、前職をアン

ケートしましたところ、「公認会計士または税理士」が「10.1％」、先ほどの平成14年時

点のアンケートでは４％と２％で計６％ぐらいであったかと思います。「弁護士」が「12.8

％」ということで、それぞれ対前年比より微増しております。 

 次に、22ページの右側の表には、対象を上場企業に限った、17年総会後の公認会計士ま

たは税理士、弁護士のパーセンテージがあります。「公認会計士または税理士」が「12.5

％」、「弁護士」は「16.4％」とさらにパーセンテージが上がってございます。上場企業

は、重複して上場している会社もありますが、東京、大阪、名古屋、福岡、札幌、ジャス

ダックで大体3,780社あると伺っております（2005年5月20日時点）。約3,780社の中で社

外の役員は１社当たり2.4名おるようです。2.4名と申しますと、単純に3,780社掛ける2.4

名で9,070名ぐらいになりますが、9,070名という社外役員の中で、先ほど申し上げた12.5

％あるいは16.4％というのが現状の社外監査役に限った上場企業での割合なり人数にな

ります。12.5％の方で単純計算いたしますと、「公認会計士、税理士」は9,070名×12・5

パーセントで1,100名強になります。これは上場企業だけ、社外監査役だけで大体計算し

た数字でございます。 

 同じく弁護士の場合は，9,070名×16.4パーセントで1,4870名程度になるのではないか



 

  

と思います。もちろん複数の会社を兼務されている方もおられるので、ここからある程度

は減るかもしれません。社外取締役となっておられる方のデータは今回は見つけることが

できませんでしたが、かなりの方が現に活動しておるというのが現状ではないかと存じ上

げております。 

 冒頭で現状の御報告をいたしましたが、まず、パネリストの先生方にこの人数なり構成

比が今後はどうなるだろうかということについての御自身の経験あるいは感覚をお尋ね

したいと思うんですが、家近先生はいかがでしょうか。 

 

２ 今後の動向予測 

 

家近 それはもう言うまでもなくどんどん増えると思います。 

１つは、先ほど申し上げたように、法的な中身として、特に現実的な問題は来年（平成

１８年）の６月総会が中心ですけれども、来年社外監査役を半数以上にしなきゃならない、

そのための手当てをどうするかというのが現実問題として目の前でございます。その場合

にやはり供給源として一番に考えられるのは、弁護士、公認会計士で、いわゆる法律と会

計です。特に法律に関しては今コンプライアンスの問題がどこの企業でも非常に関心が高

いわけですし、会計の問題は企業の基本といいますか、全くのコアの部分でありますから、

そういう方々が適格者としてまず出てくる。もちろん経営者の方も当然にそこへ入ってま

いりますが、少なくとも社外監査役、社外取締役は法的にも、あるいは経営の実態からい

っても増やさざるを得ないというニーズがございますので、圧倒的に増えてくる。これは

もう争えません。 

岩谷 ありがとうございます。 

 では、実際に経営者の側から見て頼みたいなという範疇に入っておるのかということも

気になるんですが、後藤先生、この点はいかがでしょうか。 

後藤 ただいま家近先生からお話がありましたが、結論は全く同じでございます。 

私が社外取締役、顧問等を仰せつかっているのは現在４社あります。それから、以前に

やらせていただいたのは３社。全部共通認識を持っておりまして、方向として社外監査役

の重みはもう年々上がっております。一番の問題は、先ほど先生がおっしゃいましたよう

に、どういうすばらしい方がいるかを探すということでございますが、監査役さんについ

ては大変なテンポで重みが増しています。 

 社外取締役については、まだ始まったところかなと。お問い合わせもありますし、私の



 

  

ケースで言いますと、マンダムで社外取締役を仰せつかって大阪へ月に一遍来るものです

から、そのスケジュール及びどういうことをやっているんだということを聞かれます。そ

んな中で、セブン＆アイ―イトーヨーカ堂とセブンイレブンが経営統合したんですが―社

外取締役制度を昨年から導入しました。これは最初なものですから日本語がよくできる外

国人の経営学の教授にお願いしましたが、今後はもっと厚みを増してくると思っておりま

す。そんな状況でございます。 

岩谷 ありがとうございます。 

 それでは、林先生は監査法人の代表社員という形でいろいろな上場企業とも関られてい

ると思いますが、今の点についてはいかがでしょうか。 

林 家近先生が申されましたように、コーポレート・ガバナンスの強化の面から社外性が

重視されまして、特に弁護士、公認会計士に対してはその専門性から非常に需要が大きく

なってくると思います。 

 最近、皆様も日経新聞等でよくごらんになっておられると思いますけれども、いわゆる

内部統制の評価という問題が非常に大きな問題として挙がっております。内部統制は正に

経営管理そのものですから、この内部統制に弁護士、公認会計士は社外性を発揮していた

だき、その適正な運用がなされるようしていただきたいと思います。 

内部統制の目的は４つございまして、１つは事業活動にかかわる法令が遵守されている

かどうか、それから資産の取得、使用、処分、保全が適正に行われているかどうか、この

２つは正に弁護士の先生の仕事でございます。それから、３つ目は財務諸表、情報の信頼

性確保、４つ目は業務の有効性、効率性ということでありまして、この後者の２つは正に

公認会計士の社外取締役、監査役としての専門性を発揮するところでございますので、今

後ますますこういう専門家の登用が進むものと思われます。 

岩谷 ご意見がほぼ一致しているようですけれども、今おっしゃった専門性とか社外性―

―社外性というのは独立性とニアリーイコールなのかもしれません。具体的に経営者の側

から見て、もちろん専門性とかもありますけれども、一体どういう方を選びたいという発

想をお持ちなのか聞いてみたいところなんですけれども、その点はどうですか。 

 

３ 経営者から見た社外役員 

 

林 トップによりますね。意見は前向きにきちっと欲しいというトップと、やはり余り発

言してもらいたくないということで、法律上の必要性もありますが、何のために社外監査



 

  

役とか社外取締役を登用したのかということを疑うような会社もあります。だから、ここ

はみんながみんな理想どおりになっているとは思いません。 

岩谷 今の点、後藤先生はいかがでしょうか。 

後藤 会社のトップというのは非常に孤独でございます。それから、毎日ディシジョンを

しなきゃいけない。そういうときに、話をして考えをまとめるという相手がいないと困る

ようでございます。そういう意味からいうと、僕は弁護士さんだから、公認会計士さんだ

からということで社外取締役なりになるということではないと思います。私も年ですから、

間もなく仕上げなきゃいけないのでこんなことが言えるんですが、やっぱり人だと思いま

すね。 

 今回パネラーにさせていただくに当たって、私が関わっている会社に一社残らず改めて

聞いてみました。社外監査役、社外取締役にはどういう趣旨でどういうことをやってもら

いたいと思っているのか、僕が聞いているんじゃない、こういうシンポジウムがあるので

きちっと答えたいから教えてくれということを言ったんですが、１つの会社はおもしろい

ことを言ってまいりました。マンダムは私が初代ではありません。弁護士さんも社外で何

人かいるんですが、絶対人物主義で来ていると。人がいなければ社外取締役は置かないと

いう考え方でした。人がいたから社外取締役という制度をつくったんであって、話が反対

だということでございました。しかし、セブン＆アイは全く正反対でございました。コー

ポレート・ガバナンスをきちっとやってもらう、それで社長に対してきちんとしたことを

言ってもらう期待感で作りましたということを言っておりました。同じことなんでしょう

けれども、さっき家近先生のお話を聞いていて、矛盾というか、分からない点というのは

そうなんだなと思いました。 

 能力がおありなことは分かり切っているわけですから、私から見てますと、事業会社の

トップは話を聞いてもらいたい、これが果たして社会の常識に合ってるんだろうかという

ことを聞いてくるということが多いと思います。そうすると、弁護士さん、公認会計士さ

んというのは、御自分の友人やなんかで、いろいろな事件とか案件で情報交換していらっ

しゃるし、人を知っておられますから、そういう意味でいうと一番適任ということだろう

と思います。私が関わっている会社は、弁護士さんも会計士さんも全部監査役に入ってい

らっしゃいます。あるいはまた、大変な事務所と契約しておられますから、法務、財務に

ついて私が気を使うことは余りない。むしろ会社が間違うといけないということだけを頭

に置いているということでございます。 

 それから、一つ足しますと、私は自分の経緯がありますものですから、どこの会社も、



 

  

増資をやるとか、どこかの会社の株を買うとか、そういう資本に関することだけは必ず聞

いて下さいます。それだけが僕の特徴かなと。したがって、僕がいなくなったらそこの分

野はまただれかがやればいいわけでございまして、そんな中で人物第一で選んでいるとい

うのが経営のポイントだと思います。易しい言葉がございまして、温かい目で会社を見て

いながら厳しい指摘をきちんとしてくれる人、こういうのがなかなかいないんですよねと

いう話を途中で聞かせてくれました。そんなことでございます。 

岩谷 貴重な御意見をありがとうございます。 

 今、後藤先生の御経歴の話が出てまいりましたので、若干補足させていただきます。野

村証券で営業と営業企画畑を歩まれた後で、日本合同ファイナンス株式会社、野村企業情

報株式会社の経営陣等の経験をされております。日本合同ファイナンス株式会社は日本で

のベンチャーキャピタルの草分け、野村企業情報株式会社はＭ＆Ａに関する日本での草分

けの企業と、かように伺っております。 

 今、人物という話も出てきましたが、それとコンプライアンスのことをきちっと言う。

その二通り、あるいは専門知識というのが林先生から出てきたんですけれども、家近先生、

この辺のことはいかがですか。 

家近 今の御意見は、私も全くそのとおりと思います。 

 ただ、それにもう一つつけ加えさせていただくと、やはり人間のつき合いですので相性

がどうかという問題もあります。会社でも、個人でも、弁護士仲間でも、あるいは弁護士

と依頼者でもそうですが、相性が合うか合わんかという問題はあります。 

 それから、一つ非常に重要なことは、会社側、特にトップの社外役員に対する理解がど

うか。社外役員に対する理解のないところで法律上必要だからやむを得ず選任したという

のではどうにもならんわけで、そういう面では相手をよく見て就任するということも、就

任する側にとっても必要なポイントかなという気はいたします。 

岩谷 ありがとうございます。 

 いろいろあるようですが、実際に社外取締役あるいは社外監査役としてお声がかかるの

は、多くは人づての一本釣りのようなことが多いかなと思うんです……。今、後藤先生は

うなずいておられましたけれども、その辺はどうですか。 

後藤 もし私がマンダムの社外取締役を退任させていただいて後任を選べと言われたら、

私は野村の中から選ぶと思いますが、今のところ僕のカードには候補はいません。大変な

七転八倒をしてこれから考えるということになろうかと思います。 

 先生が相性と今おっしゃいましたけれども、本当にそのとおりでありまして、会社とい



 

  

うものを本当に理解してあげることができない人は、幾ら能力があってもお願いしてもし

ようがないということがありますし、会社の歴史に対してきちんとした敬意が払える人で

なければできません。そういう点で人選というのは物すごく難しいんですが、僕のところ

に参りましたのはやっぱり先輩からの推薦でございました。そういう意味でいうと、非常

に厳しい目で先輩が後輩を見ていたんだなと思っております。 

 以上でございます。 

岩谷 ありがとうございます。 

 どういう目で経営者が社外監査役、社外取締役、公認会計士、税理士、弁護士を見てお

るのか、何を望んでおるのかということが大体感覚的にお伝えできたかと思います。 

 次に、実際の業務の内容、どれくらいの時間をとられるのかという点も含めて、またデ

ータの方に目を転じていただけたらと思います。 

 

４ 社外役員の実際の執務状況 

 

岩谷 先ほどと同じ資料ですが、11ページからご覧いただけますでしょうか。 

 これは常勤も含めたデータですが、平成14年の時点で監査役として定期の監査役会はど

れくらい開催されていて、監査役はどれくらいのパーセンテージで出席しているのか。11

ページの左側を見ますと、定時監査役会は年間５回から11回開催されているのが48％と相

対的に一番高いようです。一方、監査役の年間出席率は100％の出席率というのが85％で

一番多いようです。 

臨時監査役会の場合は同じく年間開催回数が２回程度、それについての出席率もやはり

100％というところのパーセンテージがアンケート結果としては一番高い。 

12ページ、それ以外に監査役連絡会という会議が自分の会社の中で行われているのが全

体の40％ぐらいである。この名称を使っているかどうかは別にしまして、そういった会議

が年間何回開催されているかというと、先ほどの監査役会とは別にどうも５回から10回ぐ

らいあるのかなと。これが相対的にパーセンテージの一番高いところでございます。 

 その横に、グループ会社の監査役連絡会という会議があるのかないのか。丸を振ってお

ります50％というのがあるという比率です。この50％の中で、年間に開催される回数は１

回～２回の56％が一番高いパーセンテージです。 

 数字ばかり追っていますが、取締役会は一体どれぐらい開催されるのか。監査役が一番

仕事をせなあかんのが取締役会ですけれども、年間開催回数は13回～15回が38％と一番高



 

  

い比率になっております。それに対する監査役の年間出席率は100％というのが72％とな

ってございます。社外の方は若干出席できないタイミングもあるので、72％ぐらいが100

％出席のパーセンテージになっておるのかもしれません。常勤の方はほぼ毎回出ておられ

ると思います。 

 取締役会以外に常務会とか経営会議という会議、これは常務以上の取締役で構成される

諮問機関、実質的な意思決定機関で、年間13回～24回開催されるのが26％でどうも一番多

いのかなというところです。それに対する監査役の年間出席率は100％というところが39

％で、ちょっと落ちているのは監査役がそもそもそこに出席しないという慣行がある会社

もあるからではないかと思います。 

 ざっと今見ていただいたデータは、実際御自身が監査役になったらどれくらい会社に行

かないといけないのかというイメージを持っていただくために御紹介しました。これでま

いりますと、期中に大体月１回強の取締役会がございまして、それに伴って監査役会も同

じような回数をやるのかなと。期末から株主総会にかけて、定時以外に臨時の取締役会な

り監査役会があって出席する。そのほかに、先ほどの連絡会であるとか関連会社、あるい

はその他の重要な会議にも出ることがその会社によって何回かあるのではないか。データ

で紹介しながらざっとしたイメージで申し上げたんですけれども、この感覚、回数はいか

がですか。まず、家近先生の御感覚では。 

家近 大体そんなものだと思います。基本的には取締役会は最低月１回、プラス臨時取締

役会を年間２～３回ないし４～５回というのが一般的かと思います。特に最近、御承知の

ように、開示が年１回でなくて半期、さらにはクオーターということになってまいりまし

たので、それの関係なり、それから決算のときに臨時をやるということで、取締役会の回

数は12回よりは増える傾向にあります。 

それから、監査役会は、会社によって違いますけれども、取締役会の都度、つまり原則

月１回やるという会社や最低でも３か月に１回はやる会社等まちまちでございます。 

監査役としては、監査報告書の作成に関する協議が最も重要です。それ以外にも、会計

監査人の方との会合が年に２～３回、少なくとも決算と中間のときは最低２回はやります。

それから、監査計画の相談とか協議でもう１回から２回あります。常務会とか経営会議は

社外の者は出ません。グループの監査役会がありますが、これも基本的には社外の者は余

り出ません。最近、日本監査役協会の方もやかましく言って、経営トップとの懇談会を監

査役はやるべきだということで年に定期的に２回、多い会社では４回ぐらいやるというの

が監査役としての時間のとられ方ではないかなと思います。 



 

  

岩谷 ありがとうございます。 

 違う資料をもう一つ御紹介したいんですけれども、今出てきました日本監査役協会がや

かましく指導するということですが、その日本監査役協会が「監査役監査基準」というも

のを昭和50年代から作っております。 

 資料４の27ページを開いていただけますでしょうか。ここに第６章「監査の方法等」と

いう章がございます。家近先生から今いろいろ出てきましたけれども、例えば23条の冒頭

は取締役会への出席・意見陳述、25条が重要な会議等への出席、26条は代表取締役と定期

的に会合せよ、29条は内部監査部門等と連係せよ、30条は重要書類を閲覧せよ、文書・情

報管理の監査をせよ―稟議書とかですね。34条は子会社の調査、子会社との連絡。先ほど

会計監査人、監査法人と年２回ぐらいとおっしゃったのが35条の会計監査人との連係で、

「監査の方法等」という章に大体これぐらいのメニューが挙がってございます。 

 会計監査人との連携が今出てきましたけれども、林先生、今の家近先生の感覚なり、こ

こに書いてあることと御自身の感覚を教えていただけますか。 

林 全くそのとおりでございます。取締役会が大体12回プラス臨時で15～16回です。 

 私は社外監査役の経験は余りないんですけれども、前に行っておったところは必ず取締

役会の後に監査役会をやっておりましたから取締役会と大体同数の日数が必要でした。取

締役会が朝10時ごろから始まりまして、昼を挟みまして３時ごろまでやる、それから監査

役会を開始しまして、５時半ごろまでやる。それで、監査役会をやったときは、必ずしも

社長だけじゃなく、専務や常務からその業務執行につきましてそれぞれ御意見を聞いたり

しました。あとは、家近先生もおっしゃいましたように会計監査人の先生方がおられます

ので、その方々と特に半期や本決算の計算書類ができた段階で打ち合わせ会といいますか、

ディスカッションをやらせてもらいました。 

岩谷 ありがとうございます。 

 後藤先生の感覚はどうですか。 

後藤 先ほど申し上げましたが、私が関わらせていただいている会社は全部月例で、取締

役会は全監査役、社外取締役出席でございます。 

 私がマンダムのことを高い評価をしても余り意味はないんですが、腹の底からいろいろ

な会社の経営を見ていてここのあり方というのはすばらしいと思ってるものですから御

報告しますと、午後１時からの経営会議は物すごく内容が濃いです。それは執行役員も出

席いたします。経営会議が終わりますと執行役員が退席して、その後、取締役会になりま

す。ここ１～２年を見ていますと、審議事項が取締役会の内容よりもだんだん経営会議の



 

  

方に移ってるんですね。これは執行役員が全部知らないといけないということで移ってる。

要するに決議事項が役員会に残る。だから、取締役会は割合短くなりました。 

 会議の進め方なんですが、全員発言ですね。きちっと執行役員制ができて責任のある発

表をするようになって分かりやすくなりました。前日に常務会を開いておりまして、中を

全部整理しております。非常勤の社外監査役、社外取締役にも分かるようにきちんと説明

してくれる。先ほど申し上げたような次第でございますが、経営会議のあり方もやはり内

容的に相当進んでるなと思っております。 

 臨時取締役会に関しましては、私は東京にいますものですから出席ではなくて、こうい

う内容でということで御連絡をいただいております。したがって、私が関わっております

会社は月例で全部やっております。 

 最後に、マンダムの場合には必ず、これはもう決まりなんですが、社外取締役には聞き

ません。各役員に御意見はありますかと聞いて、監査役さんは御意見がありますかと一人

一人聞いて、それでなければ取締役会は終わります。こういう形をとってますから、全員

が発言できる雰囲気が自然に明るく作ってありまして、こういう点がすばらしいなと思う

次第でございます。 

岩谷 ありがとうございます。実際の現場の状況なども教えていただいて非常に参考にな

ります。 

 

５ 社外役員の報酬 

 

岩谷 それでは、ざっと月１回から２回会社にほぼ１日という時間をへばりついて、今お

っしゃっていただいたような会議なりに出席して審議し、意見を言うというボリュームと

質ではないかなと思います。ちょっと変な質問なんですが、それだけのことをやって大体

幾らぐらいの役員報酬、監査役、取締役の報酬がいただけるのかなというのはやはりこの

場でも触れたいと思います。 

私の経験からしますと月50万円ぐらいが平均であったのではないかと思うんですけれ

ども、……こういうことに答えていただけそうな後藤先生、いかがですか。 

後藤 岩谷さんはさすがですね。ぴったんこでございます。１社という意味ではございま

せん。 

別の用事がくっついているところは別の金額でちょっと増えているところもあります

が、ここに来て変わりました。役員退職慰労金制度を廃止いたしまして、その分だけ月々



 

  

の役員報酬に乗せましたので、最近は20％乗っております。それから、１年たつと１万円

増やしてくれるということでございまして、岩谷さんのお答えは何で知ってんのというぴ

ったこんでございました。 

岩谷 というのが大体平均だそうです。御参考にしていただければと思います。 

後藤 ただ、私見を申し上げますと、こういう会を大阪の弁護士さんと公認会計士さんが

やったということの影響がこれから大きく出ると思います。 

 監査役とか社外取締役を軽く見るという風潮は全くなくなっております。それから、監

査役または社外取締役の指摘を非常に貴重なものと受けとめるトップが激増中でござい

ます。したがって、私はどこの会社へ行っても10分時間をくださいと言って断られたこと

は一遍もありませんし、電話して「後藤光男」と言ったときに、社長でもだれでもですが、

出てこなかったことは一遍もありません。もちろんむだな話題は意味がありませんけれど

も、そういう点で言うと、世の中は猛烈なテンポで変わっているなと。したがって、我々

のずっと後輩の若い方になったときには報酬も変わっていくんじゃないかなと思います。

先ほど家近先生の話を聞いてて、ああ、やっぱりそうなんだなと改めて僕なりに勝手に解

釈いたしました。 

 以上でございます。 

岩谷 家近先生、何か。 

家近 今の平均50万円はいいんですけれども、これは弁護士報酬なり顧問料でも同じこと

ですけれども、相場はあってないようなものですから、ある程度会社の意向というものも

酌んで話をします。ですから、皆さん方に御依頼があったときに、幾らですかと聞かれて

50万円とぽんと言うのもどうかと思います。聞いたらそういう話はあるけれどもというこ

とで、何も50万円が通り相場というわけでもなし、あるいはもっと出ているところもあり

ますし、逆に会社の規模で10万円か20万円にしてもらえませんかというところもあります

から、そこはやっぱり柔軟に対応された方が無難かなという気がいたします。 

ただ、今おっしゃったように社外役員を余り軽く見てもらっては困る。逆に言うと、な

る者にとっては一種の保険料みたいな部分もありますので、名目だけというのもいかがか

ということでそんなに安く売る必要はありません。やっぱり相対取引なので、そこのとこ

ろはよくわきまえてやっていただいた方がいいかなという気がいたします。 

岩谷 ありがとうございます。しっかりくぎを刺していただきまして参考になりました。 

 

６ 社外役員の責任 



 

  

 

岩谷 今、名目的なという話も出てきましたが、今日のパネリストの先生方は皆さん取締

役会等で活発に発言されておられる社外役員さんだと思いますが、ここで、責任について

お伺いします。やはりそれだけの職責を負っているわけですし、法律上も損害賠償責任、

株主代表訴訟というのも当然頭をよぎると思うんですが、株主代表訴訟とかについてはど

ういう御認識をお持ちでしょうか。どなたかお答えいただければありがたいんですけれど

も、いかがですか。 

 家近先生、お願いします。 

家近 これは刑務所の塀の上を歩いているほどの危険性はないんですけれども、やっぱり

危険性と隣り合わせということは認識する必要があると思います。 

 法律的には、善管注意義務違反という非常に抽象的な概念で片づけられるわけですが、

少なくとも監査役に関していいますと、監査役会で職務の分担について協議するという規

定がございまして、新会社法でも同じような内容になっております。そこで一般的に言わ

れておることは、善管注意義務の中身として、つまり程度としては常勤も非常勤も社外も

社内も変わりはないということです。ただし、善管注意義務の範囲、方法については、協

議の内容によってかなり差がある。 

監査役で申しますと、非常勤の監査役は基本的に直接監査はしない。取締役会に出席し

たり監査役会に出席したりという形では直接でありますが、業務全般については常に主と

して常勤監査役を通じて情報をもらう、あるいは常勤監査役の監査結果の報告を受けると

いうことでございます。一般にこれは定説であると理解いたしておりますけれども、常勤

監査役の監査の状況がどうかということを非常勤の監査役の立場で監査するというのが

基本的なスタンスですし、学者の見解もそういうことになっております。したがって、そ

の聞いた情報についてどのような注意を払って、どのように判断するかという面では正に

同じ善管注意義務の程度が要求されるわけですけれども、監査の仕組みそのものは違うわ

けであります。 

ただ、弁護士の業務だって常に危険と隣り合わせでやっておるわけで、特に社外監査役

という立場をとりわけ危険の度合いが高いという形で変に恐れをなす必要はないのでは

ないか。普通に当たり前の注意を払ってやるべきことをやっておればいいと思います。非

常に抽象的で申しわけございませんけれども、そういう考えで私自身はやっておるわけで

ございます。 

岩谷 ありがとうございます。 



 

  

 監査法人も損害賠償責任が問題となってくる場合もあるかと思うんですが、林先生、今

のお話に何かつけ加えることをいただけますでしょうか。 

林 家近先生がうまく説明されたんですけれども、代表訴訟の対象になるような部分は皆、

法令、定款に違反して会社に損害を与えた場合ということでございますから、監査役なり

取締役として役員に就任されるときは、特にこの損失の発生を防止するようなリスク管理

体制がきちっとできているかどうかということを常に念頭に置き、また役員会に出席した

時、トップの独断専行のような意思決定が行われていないかどうかということを常にチェ

ックする、それをやっておけば、何か問題が起こったときに責任を問われることはないん

じゃないかと思います。ただ、そういう疑念があると自分で判断したときには、役員会で

必ず発言して、それで取締役会の議事録かどこかにきちっと書いていただくということが

大事じゃないかと思っております。 

岩谷 後藤先生、何かつけ加えていただけますでしょうか。 

後藤 今日のシンポジウムの基本テーマなんでしょうけれども、皆さんもう既に御存じの

とおりで、これから社外監査役を受ける、あるいはまた今受けている会社に向かって、こ

ういうシンポジウムを経て一回確認をしておく必要があると思います。社外監査役や社内

取締役を生かすか殺すか、有効にするかどうかは会社次第なんです。 

僕の公認会計士の友人でも、おれは小売業を知っているんだ、昔アルバイトでやったこ

とがあるから、イトーヨーカ堂を儲かるように直してやるといって、物すごい肩に力を入

れて監査役として入ってこられたことがあるんですが、じっと見てたら１～２カ月でちょ

っと大きさが違うとかいろいろなことに気がつかれて、結局は聞く側に回られていらっし

ゃるんです。私も野村にいるころはしゃべる名人でした。今は聞く名人になりたいという

願望を持っております。そんな中で会社がどう生かしてくれるかが一番ポイントだろうと

思います。それによってやりようがあるということですから、監査役になってからその会

社の状況に合わせて考えて自分を作っていくということじゃないかなと思っております。 

 具体例ですが、三井銀行の頭取をやっていた末松謙一さんという方がイトーヨーカ堂の

監査役を非常勤でやっておられて、月に一遍お見えになったんですが、イトーヨーカ堂の

利益がとんとんと落ちたときに、監査役会で、どうして落ちたかということでいろいろな

説明をされるんですけれども理解できない。すると、彼はすっと立って社長室へ行きまし

た。会長室も行きました。両方行きました。そして、非常勤監査役としてこの利益状況は

耐えがたい、きちんとしてもらいたいということを言って帰られました。それがいいかど

うか知らないんですが、私は、セブンイレブンのときもイトーヨーカ堂のときも、マンダ



 

  

ムのときは立派な方がいっぱいいますからなんですが、自分の役職を名乗って、「非常勤

監査役として後藤光男がただいまから発言します」という言い方をするリスクについて心

がけております。そうすれば、残ります。それは後々事件があったときに責任をとらされ

るということじゃなくて、給料をもらっていますから責任が来るに決まっていますので、

責任を軽減するために何かを考えるということは一切ございません。来るときは来る、し

かし日常きちんとしたことをやっておかなきゃいけないなというのは自分に言い聞かせ

ていることでございます。勝手なことを申し上げて恐縮でございます。 

岩谷 やはりちゃんと言うべきことは言う、記録に残す、しっかりと言うべきことを言え

るように会社の中のこと、その他情報をきちっと収集するということのようですね。 

 今、主に上場企業の社外監査役あるいは社外取締役も含めた話で、家近先生の基調講演

では社外取締役、社外監査役に実際上の機能としてはほとんど差はないと。もちろん取締

役会で議決権があるかどうかというところは違うという留保つきでございました。 

 実際に両方経験しておられるのは後藤先生も同様なんですけれども、会社の顧問という

ことも含めまして、社外取締役、社外監査役といった関わり方で何か気をつけていること

は何かございますか、それともやっぱり同じでしょうか。質問の仕方がちょっと難しいで

しょうか。 

後藤 １年中悩んでいますことは、何しろ素人でございますから製造工程も分からない。

マンダムもさっぱり分からない。セブン＆アイについても業容は分からない。何でお客さ

んが増えたのか減ったのかも分からない。何か言うに当たって、どうも僕自身が情報不足

なんじゃないかということは常に私の頭にございます。ですから、情報が不足している、

あるいは情報が僕に入っている範囲内での判断なんだけれども、これはこうだよねという

ふうに言っておかないと的外れなことを言う場合があるんです。それは自分でも分かりま

すので、情報が不足しているんじゃないかなという懸念が１年中あります。ですから、私

は担当の役員に分からないときは時々電話して、これについて一席ぶってくれと言うとち

ゃんと話してくれますけれども、なるべく教えてもらうように心がける。これが僕は自分

に言い聞かせていることでございます。 

岩谷 ともかく情報を集めるということですね。 

 

７ ベンチャー企業等について 

 

岩谷 次に、少し話を転じさせていただきます。最近は国の政策もあって、ベンチャーと



 

  

か新しく起業、そして公開を目指す会社も多いんですが、実際上、先ほど紹介した統計以

外の公開前、非上場の会社についても同じような就任依頼が今後増えてくるかと思います。

この点について注意すべきこと、あるいはポイントがございませんでしょうか。 

 林先生、お願いします。 

林 最近、公開のハードルが非常に低いところにございまして、先見的営業力と、もう一

つは試験研究開発型の若い経営者がどんどん出てきまして近年かなり急成長を遂げてお

るんですが、急成長を遂げるとどうしても利益中心主義になりまして、先ほど申し上げま

した内部統制組織が非常に軟弱なところが多いんです。そのために、線香花火のようにぱ

っと急成長して途中でポシャってしまう会社もありまして、こういうところの社外監査役

をすると大変なことになります。内部統制組織が確立されてないわけですから、非常にチ

ェックが難しい。歴史のある会社で組織もきっちりしている会社はそういうことはないん

ですけれども、トップだけがいろいろなことを知っていて、情報が監査役とかには全く回

ってこないという独断的な経営をされる場合もあるものですから、リスクが非常にあると

思われる場合は良く経営者の情報を把握してから就任の是非を検討されるのが良いでし

ょう。 

 ちょっと余談なことを言って申しわけないんですけれども、私は監査法人在職中に非監

査会社の社外監査役をしていましたが、監査法人の倫理規程が改正されまして、上場企業

の監査役をやっている場合は全部退任することとなりました。それが任期満了であろうと

なかろうと。私どもの監査法人の倫理規程の改正で私は任期途中で退任しましたけれど、

ほかの大手の監査法人にも聞きますと、どうもそういう倫理規程ができて最近中途の退任

が増えているようです。 

 理由は、僕もよく分からないんですけれども、恐らくこの会社は財務内容も非常にいい

し、組織もきっちりしているから監査役就任はいいよ、また、そうでないこの会社はだめ

よというようなことは監査法人として言える話じゃありませんし、今申しましたようにベ

ンチャー企業が沢山出てきてまして、公認会計士に対する需要が増加して、どんどん就任

することにより監査法人に籍を置いている者があっちこっちで代表訴訟の対象になると

まずいというところがあるんじゃないかと思うんです。そういうことで、大手は今どっち

かというと禁止の方向に向かっておって、監査法人を定年でおやめになった方とか個人事

業の先生が社外監査役として就任しておられるケースが多いんじゃないかと思っており

ます。 

後藤 先生、それは会計監査人は受けてあげるけれども、監査役は慎重にやろうねという



 

  

ことですか。 

林 そうです。しかし、今度法律が変わりまして会計監査人も代表訴訟の対象になりまし

たから、責任の取り方が商法上似ることとなりましたが。しかし、今申しましたようなこ

とがどうも理由ではないか。今は企業が赤字でも上場できますが、赤字で上場したような

会社の役員になって倒れられたらたまったものじゃありません。10万円ぐらいの報酬で責

任だけ負わされたら大変ですから、よく注意された方がいいんじゃないかと思います。 

家近 今の話にやや関連した要注意というのは、やっぱりオーナー企業です。上場会社で

も結構個性の強いオーナーがおられる会社があります。オーナーさんというのは強引なこ

とを言ったりやったりしたがるもので、顧問弁護士の立場ですと比較的無責任に振る舞え

るんですが、役員になってしまうと今度は動きがとれなくなってしまうので、強欲でなく

ても個性が強いオーナーさんがおられる会社は、上場、非上場にかかわらず、その人を抑

え込むぐらいの気力、体力が充実してないと、うかつに引き受けるとちょっとやばい部分

があるかなという気がいたします。 

岩谷 ありがとうございます。就任依頼があったときに踏まえないといけない点を、言い

にくいことも含めておっしゃっていただけたので助かります。 

 

８ 総括（社外役員を経験した得失等） 

 

岩谷 質問表も相当数集まっておるようなので、ここらで各先生方に今日の総括的なまと

めをお話しいただきたいと思います。その中で、私の個人的なお願いなんですけれども、

実際先生方が社外役員をやってよかったかどうか、苦労したことがあったらこういうこと

に苦労したといった御自身の気持ちを是非お伺いしたいと思うんですが。そのことも含め

て、総括をまず家近先生からお願いできますでしょうか。 

家近 まだ総括ができるような状態じゃないのですけれども、現時点での総括ということ

で言うと、結論としてはやっててよかったなという気がいたします。 

 特に弁護士として顧問会社を見てきた場合に、今までどちらかというと本当に誰がどう

してこういう方針を立てたのか、決定したのか、顧問弁護士の場合、トップなり主要な役

員と直接コンタクトをとりながら仕事をするのはよほど重大な事件か、株主総会等のある

程度限られた業務に限定されるわけでして、事件処理そのものはトップが一々出てくるわ

けではありません。ですから、会社の仕組みなり意思決定がどういう過程で行われている

のかがよく判りません。 



 

  

それから、私は個人的にも会社法にちょっと興味があったものですから、会社は本当に

どういうふうに動いているのかをまず知りたいという願望といいますか、そういう気持ち

があって非常に興味があったわけでございます。 

 実際にやってみて、会社の仕組み、いろいろな人とのおつき合いがだんだん広がるにつ

れて、非常に大げさなことを言いますと、日本の会社制度あるいは経済の動きそのものの

一端に身を置くような環境に恵まれますので、そういう面では、本来の弁護士業務では得

られない非常に異質な、あるいは広範囲な知識なり経験を得られました。そういう意味で

非常によかったなという気がいたします。もちろんリスクも大きいし、自分自身の能力に

限界がございますから、十分務めておるかどうかということは極めて疑問であります。し

かし、これから弁護士、公認会計士の皆さん方がどんどんそういう分野に一つの活路を見

出していただく、そして仕事の面でも人間の面でも幅を広げていただく機会としては、一

つの絶好のチャンスではないかという気がいたします。 

岩谷 ありがとうございます。 

 後藤先生、いかがでしょう。 

後藤 全く同じ内容を違った角度から申し上げるんですが、社外監査役、顧問、社外取締

役をお受けして本当によかったと思います。それは、自分自身で本当によかったというこ

とのほかに、やっぱり世の中にお役に立てるという機会が増える。私は野村証券の子会社

の社長をやっていたんですが、その世界と今の世界はまるで広さが違います。会社の経営

そのものを幾つも見せていただけるわけです。それはもちろん一番上の今おっしゃられた

意思決定の経緯を見せていただくわけですが、それは互換性があるようでない、ないよう

であるんですね。そういう意味で、１つじゃなくて４つ、月に一遍ずつないしは１週間に

２回出させていただいていて、これは本当にありがたかったなと思いますし、皆様方にも

将来必ずこういう機会が来ることをお祈りするし、是非喜んでお受けいただくようにお勧

めして、社会を変えていただきいたいと思います。 

 僕は、社内監査役ではありません、特に社外監査役とか社外取締役の役割というのは企

業に対するエデュケーションじゃないかと。僕はもうできませんけれども、皆さんにはそ

ういうことをやっていただけたらと心から希望いたしております。 

 以上でございます。 

岩谷 ありがとうございます。 

 最後に林先生、お願いいたします。 

林 今、会計監査人として外部監査という形で会社の経理を見ておるわけでございますけ



 

  

れども、社外監査役をやっているときは内部の者として経営者の意思決定の過程をつぶさ

に体験できました。ああ、こういうふうにして会社は組織で運営されているんだなという

勉強をさせていただきました。非常に大きないい会社でしたので、理想的な取締役会、監

査役会等が開かれておりまして、そういう面で非常に勉強になりました。辞めましたけれ

ども、また今後その経験を外部監査に生かしていきたい、非常にいい経験をさせていただ

けたと思っております。 

岩谷 ありがとうございます。総じてやはりいい経験になったと、どんどんやって欲しい

という御意見かと存じます。 


