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～「小さくともダイヤモンドの如く みんなの幸せを」を実現する～
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本日の講義の概要

第１ はじめに～もっとも重要なこと～

第２ 取締役の地位

１ 取締役と従業員の立場の相違

２ 株式会社制度と取締役

３ 取締役と従業員の違いと法の整備

第３ 株式会社における機関の構造

１ 機関設計

２ 社外取締役の重要性

第４ 取締役の会社に対する義務と責任

１ 取締役の義務・責任

２ 取締役の義務・責任～利益相反取引回避義務～

３ 取締役の義務・責任～競業避止義務～

４ 取締役の義務・責任～剰余金の配当に関する責任～

５ 取締役の義務・責任～株主への利益供与に関する責任～
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第５ 責任を負う取締役・責任の軽減

１ 責任を負う取締役

２ 経営判断の原則

３ 責任が免除・軽減される場合

４ 取締役の第三者に対する責任

第６ コンプライアンスと内部統制

１ コンプライアンスとは

２ コンプライアンスと内部統制の関係

３ コンプライアンスが求められる背景

４ コンプライアンス・内部統制が問題となった事例

５ 内部統制の仕組みを整備する際に大切なこと

第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？

１ ＩＳＯ２６０００・コーポレートガバナンスコード・企業行動憲章

２ 企業経営において人権尊重が極めて重要

第８ サスティナブルな経営を実現するために



本講座の狙い

取締役と従業員の立場の違いを理解し、取締役としての自覚を持つ

取締役・執行役の義務と責任を理解し、適正な会社経営を目指す

取締役が法的責任を問われるのはどのような場合か理解する

内部統制とは何かを理解して、不祥事の起きない会社作りをする

１

２

３

４
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第１ はじめに



第１ はじめに

１ 企業リスクの恐ろしさ
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ブラック企業大賞HPより

経営者の意思決定が

 従業員に対して
 消費者に対して
 取引先に対して
 株主に対して
 地域社会に対して
 環境に対して

重大な影響を及ぼす。

その判断ミスは、企業に致
命的な打撃を与える。

① 巨額の損害賠償責任

② 刑事・行政上の責任

③ レピュテーションリスク

④ 従業員が集まらなくなる

⑤ 消費者の不買運動

⑥ 取引を終了される
↓

企業価値が著しく下落
倒産に至ることも！



第１ はじめに

２ 「思い」がすべてを決める

6

大ベストセラー 「原因」と「結果」の法則

「私たちは心の中で考えたとおりの人間になります。
私たちを取りまく環境は、真の私たちを映し出す鏡に
他なりません」 ～ジェームス・アレン～

トラブルという「結果」は、経営者・取締役・執行役の

「その思い」にすべての「原因」がある

ｻﾝﾏｰｸ出版より



第１ はじめに

３ コンプライアンスとは？

7

大和書房より

コンプライアンスとは法律知識を身につけることと考えられがち。

しかし、経営者は思い方、考え方を検証することの方が重要

稲森和夫氏の人生成功の方程式

＝ 「考え方」✕「熱意」✕「能力」

考え方がマイナスだと、その結果は！？

野村克也監督のことば

「勝ちに不思議の勝ちあり。

負けに不思議の負けなし」



第１ はじめに

４ 知識ではない。企業全構成員が感じること！
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映画ドットコムＨＰより

燃えよドラゴンでブルースリーは、

「考えるな！感じろ！」

Don’t think,feel it!

電通事件の経営者らの感覚はどうだったか？

←刑事裁判後の会見で高橋まつりさんのお母様が仰ったこと

←鬼十則重要視の結果では？

雪印事件（総合衛生管理製造過程の認証を受けていた）の担当者らの感覚は？企業教育は？

←法律知識の問題か！？

←従業員のやらされ感はなかったか？



第１ はじめに

５ 「７つの習慣」で一番重要なこと

「緊急でないが重要なこと」

を一番最初に行う。

コンプライアンスはまさにこれ！

そのために取締役・執行役員が

何をすべきかを徹底して考える。
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ｷﾝｸﾞﾍﾞｱｰ出版HPより



第２ 取締役・執行役員とは何か？



第２ 取締役・執行役員とは何か？

１ 株式会社制度と取締役～歴史的背景から根本的に理解する～

株式会社制度前（東インド会社以前） 株式会社制度後

特徴 所有と経営が一致 所有と経営が分離
・個性を失った株主集団が会社の所有者
⇒大規模経営が可能
・経営は、取締役・代表取締役に委任

長所 所有者が経営するため、濫用のおそれが
ない

・資産はないが経営能力があるものが経営に
携わることが可能となる
・経営能力のない者の資産運用が可能となる

短所 ・経営能力はあるが資本のない者は経営
できない

・経営能力もその意欲もないが資産の運
用はしたいという者は宝の持ち腐れとなる

経営者側の権限の濫用により所有者（＝株主）
が損害を蒙るおそれが生ずる
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第２ 取締役・執行役員とは何か？

２ 取締役と従業員の立場の相違

取 締 役 従 業 員

① 契約関係 委任契約 雇用契約

② 職務の特徴 対等な関係 主従・指揮命令関係

③ 報酬 成果の対価 労働の対価

④ 任期
２年
※解任の可能性あり

解雇に制限あり

取締役は出世階段の到達点ではない！新たなる出発点！
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第２ 取締役・執行役員とは何か？

３ 取締役と従業員の違い

取 締 役 従 業 員

法律関係 委任契約＝委ね任せる 雇用契約＝雇い用いる

誰の利益か 株主のため 雇用主のため

関係性 自由 指揮命令下に従属

危険性 権限濫用 不当酷使

法の整備
取締役に義務と責任を課す
制度として内部統制

労働基準法により厚く保護
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第２ 取締役・執行役員とは何か？

３ 取締役と従業員の違い

 従業員

雇用契約に基づき、経営者の指揮命令下において、命令を履行すれば義
務を履行したことになる。

 取締役

委任契約に基づき、委ね任された者として、会社の利益を増大すべき義
務を負う。

一方、自由な立場にある者として権限濫用の恐れがあり、相互牽制制度
を構築し、相互に監視監督義務をすべき法的義務が課せられる。
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第２ 取締役・執行役員とは何か？

３ 取締役と従業員の違い

 執行役員

●取締役会で決定した業務内容を執行をする従業員

執行役員は取締役ではない。法律上は従業員として扱われる（従業員の最高位）。

●意思決定をする取締役会と業務執行を行う執行役員で作業を分けることで、作業
の効率化を図る。

●執行役員の責任範囲は、あくまでも従業員なので従業員と同じ扱い
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第３ 株式会社における機関の構造



第３ 株式会社における機関の構造

１ 機関設計

（１）監査役会設置会社

株主総会
（会社の基本的意思決定）

代表取締役
（業務執行）

取締役会
（業務執行の決定）

取締役の選任・解任

選任・解任

監査

監督

監査役会

監査役の選任・解任

：社外監査役

経営戦略に応じた機関の構造を選択しよう！
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第３ 株式会社における機関の構造

（２）指名委員会等設置会社（旧：委員会設置会社）

・ 執行役に業務執行の権限を大幅に委譲できる。
→ 機動性の高い経営が可能

・ 各委員会を構成する取締役の過半数は社外取締役。

18

株主総会

執行役

会計監査人

取締役の選定・解職

選任・解任 監督

選任・解任

取締役会

監査

指名委員会 報酬委員会 監査委員会

：社外取締役

選任・解任



第３ 株式会社における機関の構造

（参考）指名委員会等設置会社を導入している企業（平成３０年５月９日現在）

日本取締役協会調べ。

イオン（株）、オリックス（株）、コニカミノルタ（株）、ソニー（株）、（株）東芝

（株）日立製作所、三菱電機（株）、エーザイ（株）、エステー（株）、

（株）大和証券グループ本社、日本精工（株）、日本オラクル（株）、三菱地所(株)

等 計７２社

＜内訳＞ 東証１部６０社 東証２部３社 マザーズ４社

JASDAQ ４社 セントレックス１社
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第３ 株式会社における機関の構造

（３）監査等委員会設置会社（平成２６年会社法改正により導入）

・ 監査役（会）に代わり、監査等委員会を設置（監査役を置くことはできない。）
・ 監査等委員会を構成する取締役の過半数は社外取締役。
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株主総会

取締役の選任・解任（区別して 選任）
選任

取締役会
会計監査人

監査等委員会監査

代表取締役

選任・解任 監督 監査・監督

：社外取締役



第３ 株式会社における機関の構造

２ 社外取締役の重要性
代表取締役を中心とする取締役による権限濫用の危険

取締役会、監査役による牽制により権限濫用の抑制を図る

ＢＵＴ

株主保護の必要性から、何度も会社法を改正するも不十分

社外取締役に期待（ガバナンスの強化）

平成２６年会社法改正により社外取締役の選任の促進を図る

監査役会設置会社（公開会社）かつ有価証券報告書提出会社は、社外取締役をおいて

いない場合、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明しなければならない。
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第４ 取締役の職務・義務・責任



第４ 取締役の職務・義務・責任

１ 取締役の職務

① 会社運営の重要事項や方針決定をし、業務執行を代表取締役に委任
すること

② 代表取締役の業務執行の監査をすること

③ 代表取締役の選任、解任をすること

④ その他重要事項の業務執行における意思決定をすること
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第４ 取締役の職務・義務・責任

１ 取締役の義務（取締役がしなければならないこと）

① 善管注意義務（会社法３３０条、民法６４４条）
善良な管理者の注意をもって職務を行う義務

② 忠実義務（会社法３５５条）
法令、定款、株主総会決議を守り、会社のために忠実に職務を遂行
する義務

③ 監視・監督義務
他の取締役の業務執行が適正に行われるよう監視・監督する義務

④ 報告義務（会社法３５７条）
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監
査役に報告する義務

⑤ 内部統制システム構築義務（会社法３４８条第３項、３６２条第５項）
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第４ 取締役の職務・義務・責任

１ 取締役の責任（取締役がしてはならないこと）

① 任務懈怠責任

②利益相反取引回避義務（会社法３５６条１項１号・２号）

③ 競業避止義務（会社法３５６条１項３号）

④ 剰余金の配当に関する責任

⑤株主の権利行使に関する利益供与の責任
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第４ 取締役の職務・義務・責任

２ 取締役の義務・責任～利益相反取引回避義務～

（１）利益相反取引とは
会社の利益と取締役の利益が衝突する取引

（２）なぜ規制されるのか
取締役が、会社の利益を犠牲にして、取締役個人の利益を図るおそれがある

（３）必要な手続
①取引に関する重要な事実を開示する必要
②事前に取締役会の承認を受ける必要
③取引後，遅滞なく重要事実を報告する必要

会社 衝突
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第４ 取締役の職務・義務・責任

（４）違反をした場合

①取引行為それ自体は無効となる

②取締役は会社に対して損害賠償をしなければならない

③取締役解任の正当事由となる
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第４ 取締役の職務・義務・責任

【例題①】

取締役が会社に対して自己の所有する土地を会社の営業用地として売却する場合、
利益相反取引に当たるか？

会社

土 地

売買代金

取締役

28



第４ 取締役の職務・義務・責任

【例題②】

取締役が、家を建築するために、銀行からお金を借り入れることになった。会社がそ
の債務を保証する場合、利益相反取引に当たるか？

会 社

銀 行
取締役

貸付け

保証
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第４ 取締役の職務・義務・責任

３ 取締役の義務・責任～競業避止義務～

（１）競業取引とは
会社の事業と競合し、利益衝突を生ずるおそれのある取引

（２）なぜ規制されるのか
取締役が、会社と同種の事業を始めると、会社のノウハウや顧客情報を奪い、
会社の利益を害するため

会社

衝突

取締役物流会社 物流会社

30



第４ 取締役の職務・義務・責任

（３）必要な手続き
①取引に関する重要な事実を開示
②事前に取締役会の承認を受ける
③取引後、遅滞なく取引の重要な事実を取締役会に報告

（４）違反した場合
①取引行為それ自体は無効にならない ∵取引の相手方の保護
②取締役は会社に対して損害賠償をしなければならない
③取締役解任の正当事由になる
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第４ 取締役の職務・義務・責任

【例題①】

会社は現在「東京」で新車の販売業務を行っているが、今後「大阪」への進出を

計画している。

取締役が「大阪」で新車の販売業を始めようとした場合、競業取引にあたるか？

会社

・新車販売業
・東京で業務

大阪で
新車販売業

取締役
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第４ 取締役の職務・義務・責任

【例題②】
会社の業務内容が「新車の販売」であるときに、取締役が退職後に独立して
「新車の販売」を始めるために会社の従業員を引き抜く場合、競業取引に当たるか？

会社

退職後に
新車販売…

取締役従業員の引き抜き
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第４ 取締役の職務・義務・責任

３ 取締役の義務・責任～剰余金の配当に関する責任～

（１）配当できる財源には限りがある

（２）なぜ規制させるのか
会社の債権者は、会社財産から債権の回収をする。株主へ無制限に
配当できるとすると、会社財産が減少し会社債権者を害するから。

（３）違反した場合
①会社は、株主に対し実際に配当した額を返還請求できる

→株主は多数にのぼるため、技術的にも採算的にも困難
②会社は、株主への配当額相当を、取締役に請求できる
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第４ 取締役の職務・義務・責任

４ 取締役の義務・責任～株主の権利行使に関する利益供与～

（１）株主の権利行使に関して、財産上の利益を提供することは禁止されている

（２）なぜ規制されるのか
企業経営の健全性を確保、会社財産の浪費を防止する
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第５ 責任を負う取締役・責任の軽減



第５ 責任を負う取締役・責任の軽減

１ 責任を負う取締役

義務違反行為をした取締役は、任務懈
怠がある場合責任を負う。

取締役会決議を経た場合、賛成し
たことが任務懈怠であると判断され
る場合には責任を負う。

取締役会決議を経ない場合、監督義
務を怠ったとして、責任を負う。

不祥事

不祥事

不祥事

取締役会

決議

監督せず

×

×

×

取締役会
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第５ 責任を負う取締役・責任の軽減

２ 経営判断の原則

（１）経営判断の原則とは
取締役の経営判断が会社に損害を与える結果となっても、その判断の
前提となる事実認識と判断の過程に不注意な誤りがなく、判断の内容が
著しく不合理でなければ、注意義務違反とならないという原則

（２）経営判断の原則が登場した背景

（３）判断の基準
①事実の認識 ：経営判断の前提として、事実認識に不注意な誤りがなかったこと
②意思決定：行為の選択に著しい不合理がないこと
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第５ 責任を負う取締役・責任の軽減

２ 経営判断の原則

（４）経営判断の原則が適用されるために重要なこと

取締役の責任は最終的には裁判で決着

立証責任を果たせなければ責任を免れない

議論の過程を詳細に記した議事録を作成（録音媒体も残すこと）
十分に確認した後に署名捺印

必要な情報収集・慎重かつ十分な討議・議事録その他の証拠を残す！
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第５ 責任を負う取締役・責任の軽減

（５）具体的事例
子会社を設立し、子会社に対して融資をしたものの子会社の経営が悪化したため、
取締役会決議を経て追加融資を行ったところ、結果的に子会社が倒産してしまった。
取締役は、子会社に対して追加融資をしたことについて責任を追及されるか。

親会社

子会社

① 融資

②経営状態悪化

③取締役会決議で
追加融資を決定④追加融資

⑤倒産→融資回収不能
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第５ 責任を負う取締役・責任の軽減

３ 責任が免除・軽減される場合

取締役は、会社に損害を与えた場合、会社に対して損害賠償責任を負うが、
損害賠償責任を免除または責任が軽減される場合がある。

（１）責任の免除
株主全員の同意が必要

（２）責任の一部免除・軽減の方法
① 株主総会の特別決議
② 予め定款に定めを設けておく＋取締役会決議
③ 定款の定め＋責任限定契約（業務執行取締役以外）
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第５ 責任を負う取締役・責任の軽減

（３）軽減の程度

全額免除されるのではない。

代表取締役 → 報酬の６年分

取締役・執行役 → 報酬の４年分

社外取締役 → 報酬の２年分

までは責任を取る必要がある。

また、免除が認められるのは、任務懈怠に基づく会社に対する損害賠償責任に

ついて、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合。
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第５ 責任を負う取締役・責任の軽減

４ 取締役の第三者に対する責任

取締役が任務に違反した場合、本来は会社に対する関係で責任を負うにすぎない。
しかし、会社法は、取締役がその職務をおこなうについて悪意・重過失があったときは、
これによって債権者等の第三者に生じた損害を賠償する責任を負うと定めている。

会社

③財産減少

④債権回収が
不可能になった

⑤直接損害賠償請求

②放漫経営

①債権

取締役

債権者
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第６ コンプライアンスと内部統制



第６ コンプライアンスと内部統制

１ コンプライアンスとは

「comply」＝「何かに応じる、従う」という意味
・・・何に従うのか？⇒ 企業活動において、第１に守られるべきは「法令」

社会規範

社内規範

企業倫理

業界

ルール

法令

45



第６ コンプライアンスと内部統制

２ なぜ内部統制が求められるようになったのか？

１９７０年代までの日本市場・・参入障壁・護送船団方式＝行政による事前規制社会

１９８０年代初頭のジャパンアズナンバー１に非難囂々

外圧→規制緩和→参入障壁除去

日本市場を外国企業に解放→自由競争へ

ルール違反は、事後規制により市場撤退してもらうという厳格な掟

ルール違反をさせないように厳格に内部を統制するしかない

１９８０～９０年代に、内部統制・コンプライアンス社会に変貌を遂げた
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第６ コンプライアンスと内部統制

３ コンプライアンス・内部統制が問題となった事例

（１）大和銀行事件

大和銀行
ＮＹ支店

無断で行ったトレーディングによる
損失約１２００億円を隠蔽するため、
顧客から預かっていた証券を無断
かつ簿外で売却。
さらに隠蔽のため保管残高証明を改竄。

米 国 当 局

損失を隠蔽し報告書に
虚偽の記載。
⇒刑事訴追を受ける隠蔽

不祥事

罰金３８０億円
弁護士費用１１億円

１２００億円の損害

取締役

従業員
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第６ コンプライアンスと内部統制

（２）ダスキン事件

48

ダスキン

隠蔽

無認可添加物
肉まん販売

取締役

消費者

ミスタードーナツ
加盟店

営業補償金約５８億円

●キャンペーン関連費用約２０億円
●特別対策費約１８億円
●新聞掲載・信頼回復費用約７億円
●メニュー変更関連費用約３億円



第６ コンプライアンスと内部統制

（３）近時の事案

２００５年 カネボウ粉飾決算 ⇒上場廃止、元社長逮捕、
会計士逮捕、中央青山監査法人の倒産
カネボウ自体は２００７年解散

２００６年 パロマ湯沸かし器死亡事故 ⇒代表者逮捕（業務上過失致死）
ライブドア証券取引法違反 ⇒上場廃止、役員らの逮捕（証券取引法

違反）
２０１１年 オリンパス粉飾決算 ⇒元役員らの逮捕（金融証券取引法違反等）、

株主代表訴訟提起
２０１１年 大王製紙前会長による子会社からの巨額借入れ

⇒前会長の逮捕（特別背任罪）
２０１４年 伊藤忠商事巨額横領事件

ベネッセ個人情報流出
２０１５年 東芝不正会計
２０１８年 三菱マテリアル事件
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第６ コンプライアンスと内部統制

（４）海外の事案

 ナイキ

1997年、ベトナム製造委託先工場で児童労働、低賃金・長時間労働発覚

→不買運動へ発展

→労働条件・就労環境改善を約束

 アップル

2010年、製造委託先台湾ホンハイの中国子会社で違法過酷労働問題発覚

→残業時間短縮・安全手順改善・宿舎の改善を約束

長年培われてきたブランドイメージの失墜を招くことに。
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第６ コンプライアンスと内部統制

４ 内部統制システムとは

リスクマネジメント

企業内部をコントロール（統制）し、不祥事や事故が発生しにくいシステムの構築

クライシスマネジメント

万が一発生した場合、被害を最小限に防ぎ、速やかに回復させるシステムの構築
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第６ コンプライアンスと内部統制

５ 内部統制の仕組を整備する際に大切なこと

① リスクを「ゼロ」にすることを絶対目標にしない

② 制度さえ作れば良いというものではない
③ 見えない不祥事の芽を、トップがいち早く認識できる体制を構築する
④ 「トップの本気」が何よりも大切
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第６ コンプライアンスと内部統制

（１） リスクを「ゼロ」にすることを絶対目標にしない

よく、「事故ゼロ●日目達成！」看板を見かける
↓

１９９９年原子力燃料製造会社のＪＣＯ
→東海村事業所で臨界事故発生 ２名死亡
→住民避難が遅れて問題化
→原発は安全でなければならないという目標
＝避難訓練を実施できなかった

↓
事故ゼロが目的化し、事故発生時隠蔽の恐れ
事故があってはならないという意識から、事故発生時の対策に遅れがでる可能性
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第６ コンプライアンスと内部統制

（２）制度を作ればよい、ではダメ

神戸製鋼所事件
→１０年にわたって総会屋に利益供与
→利益供与額を元社長らに返還請求

↓
元社長は、違法行為は不知と弁明

↓
裁判官は、和解時に異例であるが、

→企業トップが内部統制構築もしないで放置し、違法行為は知らなかったでは
すまされない。内部統制構築義務違反が認められるとして、３億１０００万円払うことで
和解となった。
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第６ コンプライアンスと内部統制

（３）不祥事の芽の早期発見体制の構築

不祥事の芽→担当者は自ら隠蔽
現場はかばい合い（美徳？）

↓
しかし、その結果は内部統制構築義務違反

↓
一人で抱え込まずに他人を巻き込んで解決できる制度体制構築が必須

↓
内部通報制度は極めて重要
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第６ コンプライアンスと内部統制

（４）「社長の本気」が何よりも大切

（ある商品先物取引会社の例・・・）
社長が「コンプライアンスは大切だよ、諸君！」と言いながら

「何だ、この成績は！ 何だ、この数字は！」
↓

これでは従業員は萎縮してコンプライアンスを守りきれず、不祥事発生
↓

廃業に至る （同種事例、枚挙に暇なし・・・）
↓

社長が、「成績より数字より、商談を失っても、コンプライアンスを優先しろ！」と
宣言・実践・周知徹底することが大事！
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第６ コンプライアンスと内部統制

（５）内部統制構築に際して行うべきこと

 リスク・マネジメント ・・不祥事発生を防止するための対応
 トップのコミットメント

 企業理念と行動規準の策定

 リスクの洗出し ｅｘ．信用リスク、市場リスク、事務リスク、システムリスク等

 組織体制、規程関連、業務フロー、危機管理体制の整備

 社内教育→企業理念と行動規準の浸透

 モニタリング

 クライシス・マネジメント ・・不祥事発生時の対応
 すぐ報告、すぐ公表、すぐ回収
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第７ 企業活動のいかなる範囲を
統制すれば良いのか？



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？

61

 ＳＲＩ投資
 ＩＳＯ２６０００
 国連・ＳＤＧｓ
 東京証券取引所・コーポレートガバナンスコード
 経団連・企業行動憲章

を理解する。

１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？

62

（１） ＳＲＩ（社会的責任投資 Socially responsible investment）の進展

 企業に対し、ＣＳＲに配慮した持続可能な経営を求めていく投資のこと。

 ２０００年以降、欧米の調査機関がＳＲＩ銘柄選定に際して、コンプライア
ンス・環境問題だけでなく、企業統治・人権・雇用・労働・海外調達などの
社会的課題に関する対応状況について、膨大な英文アンケートが行わ
れるようになった。

 ＳＲＩの進展により、企業に対する評価が根本的に変わった。日本企業は
その対応に迫られるようになった。

１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？

63

 人権侵害を行っている調達先（再調達先）の排除

調達先（再調達先）に人権侵害が認められる場合には、そことの取引をす
ることは、人権侵害に加担することになる。

したがって、たとえば、調達先（再調達先）が、強制労働や児童労働などを
行っていないか調査し、そのような事態が認められる場合には、調達先（再
調達先）から排除されるようになった（アップル・ナイキの事例）。

１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？

64

 サプライチェーンから紛争鉱物を排除

紛争地域において産出された鉱物（特に電子機器製造に不可欠な希少金
属）。その採掘過程には武装勢力が関与して資金源としていることがあり、
児童労働その他の人権侵害が行われている。

企業が、サプライチェーンを通じて、そのような鉱物を調達すると、結果と
してこれらの地域の紛争や人権侵害を助長し、「加担」に繋がりかねない。

自社が調達している原材料・部品等が紛争鉱物でないかどうか、一次供給
先のみならず、二次三次供給先についても審査し、調達先から排除。

１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？

65

 素材・原料調達に際してトレーサビリティを要求

原材料等の資材調達先についてもCSRを要求するようになった。
↓

食品メーカーなどは、素材や原料の安全性を遡ってチェックできる「トレー
サビリティ」を導入

↓
問題が発生した場合には、遡って原因を究明し対処できることに。
調達先から排除されることも。

１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？

66

 ＳＲＩの影響もあり、2003年は日本のCSR経営元年を迎える

リコーが1月1日に社長直轄のCSR室を設置、CSR担当役員を任命

帝人、ボーダフォン、ソニー、松下電器産業などがCSR経営に転換を決定

１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？

67

（２）ＣＳＲの国際規格＝ＩＳＯ２６０００の登場

 2010年11月に発行されたCSR国際規格「社会的責任に関する手引」

 地球環境・地球社会の持続可能性確保が目的

 CSRとは「透明かつ倫理的な行動を通じた、企業の意思決定と事業活動
が社会と環境に及ぼす影響に対する企業の責任」であると明確に定義

 7つの原則と、７つの中核主題（取り組み領域）を規定し、それぞれにつ
いて、実践課題・期待される行動を明示

１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？

68

 ISO26000の「７つの原則」
① 説明責任 企業は自らの社会・環境・経済に及ぼす影響について説明責任を負う

② 透明性 企業は社会と環境に影響を及ぼす意思決定や事業活動に透明性を保つ

③ 倫理的な行動 企業はいかなるときも倫理的に行動する

④ ステークホルダーの利害の尊重 企業は自らのステークホルダーの利害を尊重する

⑤ 法の支配の尊重 企業は法の支配を尊重することが義務であることを受け入れる

⑥ 国際行動規範の尊重 企業は法令順守の原則とともに国際行動規範を尊重する

⑦ 人権の尊重 企業は人権を尊重し、その重要性と普遍性を認識する

１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？

69

 ISO26000の「７つの中核課題」

１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流

企

業

統

治

人 権

労 働 慣 行

環 境

公正な事業慣行

消費者課題

コミュニティー参画・発展



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？

70

（３）国連・ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals））

１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？

71

１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流

ＳＤＧｓ Ｃｏｍｐａｓｓより引用



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？
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１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流

ＳＤＧｓ Ｃｏｍｐａｓｓより引用



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？
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（４）東証・コーポレートガバナンス・コード（2018年6月1日改訂）

１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？

《コーポレートガバナンス・コードの基本原則》

74

１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流
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１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流
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１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？
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１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流
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１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？

79

（５）経団連・企業行動憲章 （2017年11月8日改訂）

１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流
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１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？
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１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流



第７ 企業活動のいかなる範囲を統制すれば良いのか？
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１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流
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１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流
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（６）世界の潮流のまとめ

１ ２０００年以降、日本企業が置かれている潮流

 地球環境の持続可能性に対する企業の責任が強く求められる
 企業は、ステークホルダーの人権を精査・認識し、尊重すべきである。
 自社だけでなく、子会社、調達先に対してもコンプライアンス・CSRが求められる。
 企業経営に透明性が確保され、明確な説明責任を負うべきである。

これに反すると企業をとりまくステークホルダーからの信頼を維持することができず、
企業自体の持続可能（サスティナブル）な経営が不可能となる。

これからは、企業のステークホルダーに対して、グループ企業全体が、いかに貢献し、
信頼を得ていくかが問われる時代になった。
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（２）子会社で不祥事が起こる場合

事業・業務・・・品質・安全基準違反 検査偽装 表示偽装 会計・財務の

粉飾 情報漏えいなど

労働・・・・・・・・児童労働 長時間労働 安全衛生違反 偽装請負 ハラス

メントなど

社会・・・・・・・・談合 賄賂 土壌・水質汚染 不法投棄など

犯罪・・・・・・・・利益相反取引 背任 横領 インサイダー

監視・伝達・・・伝達・指示の不徹底・不明確 監視不足 不把握の放置

85

２ 内部統制構築義務は子会社にも及ぶ
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５ 内部統制構築義務は子会社・サプライチェーンにも及ぶ

（３）平成26年会社法改正

企業集団の業務の適性を確保するための体制の整備義務(362条4項6号)

☆ 親会社役員の善管注意義務の判断基準の明確化

完全子会社の役員に対する親会社株主による多重代表訴訟制度(847条の3)
☆ 子会社役員の責任回避の遮断

一定の子会社の株式譲渡に関する株主総会の特別決議(467条1項2号の2)

☆ 子会社の少数株主保護への配慮

86

２ 内部統制構築義務は子会社にも及ぶ
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従来の考え方
原則として、親会社の責任は株主の有限責任に限られ、親会社のも個人責任を
負わなくてよかった。

改正により・・・
親会社の役員は子会社の業務を監視し、子会社の業務を通じて子会社、及び、親
会社の財産価値を維持・向上させる業務を負う。

子会社における問題発生の予防体制構築、もしくは発生した不祥事への対処が
適切でなく、子会社及び親会社に損害を与えた場合には、親会社の役員は賠償
責任を負うことになった。

２ 内部統制構築義務は子会社にも及ぶ
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２ 内部統制構築義務は子会社にも及ぶ

《子会社に対する内部統制のあり方》

a.コンプライアンス及びリスク管理に関するグループ方針の共有

b.規程整備、教育・研修、内部監査、懲罰・再発防止策

c.事前相談(承認・同意)・報告ルールの整備・運用

d.子会社の社員・派遣社員・取引先に対する内部通報手段の提
供・運用
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２ 内部統制構築義務は子会社にも及ぶ

e.業績・職務執行状況の報告・確認(重要情報は親会社取締役会で報告)

f.内部監査の実施、グループ間の連携、監査役監査との連携

g.危機対応の連係
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３ 内部統制で取り組むべき範囲

 企業は、６人のステークホル
ダーの人権に配慮し、彼らに
貢献し信頼される経営をする。

 その企業統治は、権限濫用
が防止され、透明性あるもの
でなければならない。

 ステークホルダーの人権尊
重は最重要。
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 《最重要の人権》

第13条（個人の尊厳 幸福追求権）

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の
上で、最大の尊重を必要とする。

４ 企業が配慮すべきステークホルダーの人権
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第14条（法の下の平等）

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第19条（思想良心の自由）
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条（信教の自由）
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

第21条（表現の自由）
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。

４ 企業が配慮すべきステークホルダーの人権
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第22条（居住移転・職業選択の自由）
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

第27条（勤労の権利）
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
２賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
３ 児童は、これを酷使してはならない。

第28条（労働基本権）
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

第29条（財産権） 財産権は、これを侵してはならない。

４ 企業が配慮すべきステークホルダーの人権
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企業経営において人権に配慮するとはどういうことか？（従業員を例に）

４ 企業が配慮すべきステークホルダーの人権
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企業経営者は、雇用契約により、従業員に対する指揮命令権を有するが、
その行使は、労働者の幸福追求権、労働基本権、職業遂行の自由に配慮
しなければ、従業員からの信頼を失い、企業価値の低落を招く。

従業員が安心して喜んで働いてもらえる労務管理・安全衛生管理・ハラスメ
ント対策を行うことは、企業価値の向上に繋がる。

企業は、競争力を強化し、サスティナブル経営をするためにも、従業員の
人権に配慮して、働き方改革に積極的に取り組むべき。

４ 企業が配慮すべきステークホルダーの人権
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１ 真に卓越した企業になるには

理念も行動規準もない＜悪しき社風優先
面倒・やらされてる感・みんなも守ってない。
収益・利益の方が優先という意識。

なぜ、法律により機関を分化しても、罰則
を強化しても、社内規定を整備しても、不
祥事はなくならないのか？

社内規定があっても

方向性ゼロ
自律性ゼロ

電通事件
データ偽装事件
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《不祥事がなくならない本当の理由①》

１ 真に卓越した企業になるには

トップの規範意識の欠如
 粉飾決算
 不適切会計・脱税
 有価証券虚偽報告

不祥事発生は当然

トップの
 コンプライアンス意識
 経営倫理意識
が改善されない限り、
未来はない。
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《不祥事がなくならない本当の理由②》

１ 真に卓越した企業になるには

ミスの発生・不適切な職場環境・悪しき慣習

隠蔽・犯罪・ハラスメント・データ偽装などの不祥事へ

減点主義
低満足度

同僚：覚知・相談

通報は裏切りという意識

上司：覚知・相談 社長：覚知・相談

出世に影響するという
意識

親会社からの責任追及
株主総会での責任追及
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【ビジョナリーカンパニー】（日経BPセンター ジム・コリンズ他）

 真に卓越した企業は、基本理念、つまり、単なる金
儲けを超えた基本的価値観と目的意識を持っている
ことを特徴としてあげている。この基本理念とは、組
織の土台になっている基本的指針であり、「自分た
ちが何者で、何のために存在し、何をやっているの
かを示すもの」のことである。

 これらの企業は、自分たちの性格、存在意義、達成
すべき事項を明確化して、全社員に徹底して浸透さ
せている点に特徴がある。

１ 真に卓越した企業になるには

日経BP出版センターより
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１ 真に卓越した企業になるには

いずれも明確な企業理念と行動規準が存在し、
それが全社員に浸透していた！

 ３．１１におけるオリエンタルランドのキャストたちの対応
 CoCo壱番屋の異物混入時の早期回収
 ジョンソン・エンド・ジョンソンのレイタノール事件
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《オリエンタルランドの行動規準》

１ 真に卓越した企業になるには

オリエンタルランドHPより
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１ 真に卓越した企業になるには

不祥事は、細かな条文を知らなかったから発生しているのではない

 本心・良心に反することをした（ ex 電通事件）
 正直であることに勇気がなかったこと（ex 各種偽装・隠蔽事件）
から発生している！

本心・良心に基づく行動、正直であることに勇気を持つことの徹底化が
大切！

中村天風翁

本心良心にもとる
行いはするなかれ
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１ 真に卓越した企業になるには

規制、処罰ではなく、社員自らの判断で行動できる体制を構築する。

企業理念を明確に打ち立て、６人のステークホルダーごとに行動規準を策定する。

この行動規準から期待される行動例を策定し、教育する。

行動規準に則って行動した場合には、仮に、間違った場合でも評価することがなに
よりも大事

行動規準が全社員に浸透していれば、不祥事は起こりにくい。



第８ サスティナブル経営を実現するために

105

２ どのように企業理念・行動規準を策定するか？

クライアントの利益の最大化を目指す （依頼者に喜びを）

濁流に棹さして清節を持す （黒を白にしない）

愛ある進化を創り出す （砂漠でなく森を創る）

《例えば・・湊総合法律事務所の理念》

企業理念は６人のステークホルダー全員を包摂できるものにする
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２ どのように企業理念・行動規準を策定するか？

私達は、正義と良心に基づき、正直であることに勇気をもって行動します（大前提）。

 私達は、クライアントの皆さまに最高品質の法的サービスを提供し、得られる利益の最大化を目指
します（クライアント）。

 私達は、従業員と弁護士の安全と安心が確保され、やり甲斐ある職場を創出し、より豊かで健康な
生活ができるように努力します（従業員・弁護士）。

 私達は、自らの使命を自覚して、事務所理念実現のために自律的に行動します（従業員・弁護士）。
 私達は、取引先の皆さまに、誠実な心で向き合い、共に繁栄する道を選択します（取引先）。
 私達は、地域社会において存在していることを忘れず、地域社会に貢献します（地域社会）。
 私達は、活動のあらゆる場面で地球環境への負荷の低減と安全確保を図ります（地球環境）。
 私達は、不正を許さず、組織を正しく、円滑に機能させることを考え、行動します（内部統制）。

《湊総合法律事務所行動規準》
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３ 「小さくともダイヤモンドの如くみんなの幸せを」を実現する
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３ 「小さくともダイヤモンドの如くみんなの幸せを」を実現する
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３ 「小さくともダイヤモンドの如くみんなの幸せを」を実現する
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３ 「小さくともダイヤモンドの如くみんなの幸せを」を実現する
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ドラマ仕立てで、労務管理・ハラスメント対策軽視が原
因で危機に瀕した3つの会社を紹介し、リスク回避と克
服法を具体的にに提示

奈落に落ちる会社と、社会から愛されて伸び続ける
会社を対比して、違いをわかりやすく解説

コンプライアンス・CSRの実践に欠かせない企業理念
づくり・行動規準づくりの方法を指南
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