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はじめに

2 有事モードでの取締役会の運営

新型コロナウイルス感染症の拡大により、企業を
取り巻く経営環境が激変した。ブラックスワン的

具体的な実務対応として、取締役会の運営方針を
有事モードに変更することが考えられる。

で、破壊的なリスクに対処するためのクライシスマ

たとえば、取締役会の付議基準を臨時に変更して

ネジメントが求められる。本稿では、コーポレート

もよい。日常的に議題とされている決議事項や報告

ガバナンスの観点から、そうした環境下での実務上

事項であっても、いまの状況下であえて取締役会で

1

の課題を 10 の指針に分けて取り上げたい 。
1 監督と執行の分離

審議すべきほどの重要性がなければ、決議や報告を
不要とし、執行側の意思決定プロセスのなかで経営
会議や代表取締役による決裁・報告で完結させて構

最初に、取締役会と経営陣の職責分担を明確にす

わない。監査等委員会設置会社や指名委員会等設置

べきことに触れておきたい。上場会社ではここ数年

会社であれば、取締役会決議での権限委譲を幅広く

で、監督と執行の分離を志向した取締役会改革が進

実施可能である。監査役会設置会社でも会社法 362

んだ。監督と執行の分離は、クライシスマネジメン

条 4 項各号の取締役会専決事項（重要な財産の取得・

トにおける鉄則としても重要である。破壊的なリス

処分や多額の借財など）の該当性は相応に引き上げ

クへの対処を主導するのは、あくまで執行の役割で

ることができる。

ある。経営陣は、日々刻々と変わる情勢に対処し続

危機の状況下で取締役会の運営に時間とエネル

ける必要がある。取締役会は、そうした経営陣によ

ギーを割り当てるのであれば、経営環境が激変する

る危機への対処を支援すべきである。現場判断を尊

なかでどのように進路をとるべきかといった本当に

重し、個別の意思決定への介入には慎重であった方

大事な論点に注力することでよい。

がよい。経営陣の時間とエネルギーを奪うようなこ
とがあってはいけない。
代わりに、取締役会は経営に対する監督者として
の職責に注力すべきである。経営陣によって危機対

もちろん、取締役会の付議基準を執行側の独自判
断で変更することはできず、付議基準を臨時に変更
したい旨を取締役会で説明し、了承を得ておく。
日常的に付議される決議事項や報告事項のうち、

応の方針が明確に示されているか。優先順位の設定

臨時の措置として取締役会での付議を省略し、経営

が適切かつ合理的であるか。新たに発生するリスク

会議や代表取締役の決裁・報告のみとしたものにつ

への対処がなされているか。有事のための経営体制

いては、事実上の対応として、電子メール等で取締

が構築・運用されているか。そうした観点に次元を

役と監査役に一報を入れるなどすればよい。その判

高めて、経営陣が嵐のなかで適切な舵取りに努めて

断を不適切・不当と考える社外取締役や監査役は異

いるかをモニタリングする。取締役会は、有事の際

議を申し出ることができる。個別の案件についてや

にはより一層、執行による迅速果断な現場判断を尊

はり取締役会で審議すべきという異議があれば、適

重し、後押しすることに徹すべきである。

宜対処すればよい。
取締役会の決議・報告事項として残す案件につい
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ても、それが日常的な業務執行事項の延長上のもの

ナウイルスによってすでに、従業員、顧客、取引

であれば、必要性や重要性に応じて、詳細な資料の

先、サプライヤ、社会全般など、さまざまなステー

作成や事前の案件説明などは省略してもよい。

クホルダーとの関係に根本的な変化が生じつつあ

経営陣が目前の危機への対応に全力を傾けること

る。企業が長期にわたって存続し、持続的な成長に

ができるよう、取締役会（あるいは社外取締役）の

よって株主価値を高めていくためには、これらス

側でも協力すべきである。特に重要な案件でなけれ

テークホルダーの利益に最大限配慮すべきである。

ば、あるいは、執行に対する信頼が揺らぐような事

そのことが現実感をもって突きつけられたのではな

情がなければ、個別の意思決定について、過度に事

いか。各社がそれぞれ重要と考える経営課題（マテ

細かな報告を求めたり、アレを出せ、コレを出せ、

リアリティ）を ESG や SDGs の観点で捉え直し、経

と詳細な資料提供を求めるべきでもない。

営方針や戦略の根幹に据えることが求められる。

3 危機への対処方針の検討

取締役会がいま注力すべきであるのは、危機の最
中にあってこそ視野を広げ、会社が存続し続けるた
めに何を守る必要があるのか、そして目先の危機を
乗り切った後にいかにして持続的な成長をとげてい
くのか、大局的かつ戦略的な観点から、経営の指針
を示すことである。
経営陣は日々の業務で、超短期的な視点での判断

経営陣に対し、そうした見方の変化を促すのは取
締役会の重要な職責の一つである。危機の状況下で
あえて、そのための議論の時間を設けることは有意
義である。
4 意思決定プロセスの再構築

他方で、危機対応のための個別の意思決定は、経
営環境の変化に日々直面する現場の迅速かつ柔軟な
判断に委ねるべきである。

を迫られ続けている。激務のなかで、正常性バイア

平時の意思決定プロセスが中央集権的に構築・運

ス（都合の悪い情報を無視し、目先に迫った危機に目を

用されており、有事の際の現場判断を阻害する要因

つむること）
、多数派同調バイアス（他者の行動に追

となりかねないのであれば、分権的な意思決定プロ

随すること）
、確証バイアス（先入観や過去の判断に

セスへと変更する。稟議決裁は下から上にあげて、

囚われ、自己否定的な情報・意見に蓋をすること）な

上の承認を得るものである。しかし危急の際は現場

どの虜になりかねない。NIH（Not Invented Here）

で柔軟に判断しないといけない。

バイアス、つまり、自社の考えや経験に固執し、社

たとえば、決裁規程や職務分掌規程の変更によっ

外の新しい動向やアイディアに関心を払わないこと

て、関連する部門や役職者に必要かつ合理的な責任

によっても、実効的な危機管理が困難になる。ま

と権限を与えることが考えられる。

た、誰しもが余裕を失うことで、視野狭窄に陥るこ
とがある。

相見積の取得など、普段のマニュアルがスピード
を減殺させるのであれば、臨時に撤廃してもよい。

いまの重大な局面において、会社として本当に重

書面主義や押印文化がスピードを阻害しているの

視すべき価値は何か、短期・中期・長期の時間軸に

であれば、それらを改め、従業員の大半が自宅勤務

分けてどのような行動をとっていくべきか、巨視的

であっても効率的な意思決定が可能となるように、

な熟慮の機会を提供できるのが、取締役会である。

できる限り速やかに決裁の在り方を変える。

特にいま指針として重視すべきは、ESG（Environ-

危機後の対応を見据え、デジタルトランスフォー

ment, Social and Governance）
、SDGs（Sustainable

メーション（DX）の検討にも本格的に着手した方

Development Goals）
、サステナビリティなどの観点

がよい。

である。
これらの取組みはともすれば、儲かっている企業

これらの対応は企業の内部統制にかかわるもので
あり、必要に応じ、取締役会での決議を経ておく。

の広告宣伝、投資家の関心を集めるためのリップ

これと両面の対応として、決裁ルールや職務権限

サービスなどに陥りがちである。しかし、新型コロ

の変更によって、どのような内部統制上の問題が生

1 本稿の執筆に際し、Tom Holland, et al.,“A CEO Plan for Coronavirus: Actions to Take Now”
（https://www.bain.com/insights/ceo-plan（https://blog.
for-coronavirus-actions-to-take-now/）、Mandy Wright and Reaa Chadha,“COVID-19: Emerging Board Governance Priorities”
nacdonline.org/posts/covid-19-emerging-governance-priorities）、Holly J. Gregory, et al., “Ten Considerations for Boards of Directors”
（https://corpgov.law.harvard.edu/2020/03/29/ten-considerations-for-boards-of-directors/）
、miyasaka（宮坂学）
「重大事故の時にどうするか？」
（https://note.com/mmiya/n/n746eb2e36f81）（上記はいずれも 2020 年 4 月 21 日に最終閲覧）を参考にした。
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じうるのか、注意を払う。それらの検討を担うの
は、法務、経理、内部監査、内部統制などの各部門
である。柔軟性・効率性と健全性のバランスを意識
した検討を急いで進める。
5 部門横断的なタスクフォースの設置

6 情報収集・報告体制の確立

部門横断的なタスクフォースが設置されれば、そ
こに危機対応に必要な情報が集約されるよう、情報
の収集・報告体制を構築し、運用する。サプライ
チェーンや各地域での市場動向などへの影響を把握

すでに多くの企業が手を打っているはずである

するため、世界各国での感染状況も注視する。その

が、重大な危機への対処は部門横断的な判断が必要

うえで、重要な情報が経営トップである CEO のも

不可欠である。そのためのガバナンス上の措置が不

とに即座に伝達されるようにする。週次ではなく、

十分であれば、取締役会として、経営陣に対し検討

日次での情報アップデートが必要である。

を促す。平時に設置されているリスクマネジメント

取締役会には、これらの情報を全て報告する必要

委員会、内部統制委員会、危機管理委員会などを活

はない。執行側と取締役会とでは、把握しておくべ

用してもよいし、新型コロナウイルスへの対応に特

き情報の範囲や質は異なる。取締役会が把握してお

化したタスクフォースを新設してもよい。

くべきであるのは、経営環境の変化を大局的・戦略

実務上の指針として、日本経済団体連合会が公表

的に把握するための情報（マーケットの動向、競争環

している「サイバーリスクハンドブック（取締役向

境の変化など）
、既存の経営戦略の見直しについて議

けハンドブック日本版）
」が参考になる。そこでは、

論するために必要な情報、主要なリスクの変容状

サイバーリスクへの対応について、部門横断的な対

況、キャッシュ・フローの重大な懸念、自社にとっ

応が必要であることを踏まえた具体的な取組みが紹

てのESG・SDGsに関する重要な動向、特に重要な

介されている。このハンドブックからは、⑴最高

個別案件（すでに進行中の重要な投資案件など）に生

財務責任者（Chief Financial Officer）、最高リスク

じた影響などである。

責 任 者（Chief Risk Officer）、 最 高 執 行 責 任 者

また、今後しばらくは“Cash is King”の状況が

（Chief Operating Officer）など、複数の部門に対し

続きそうである。資金が枯渇すれば倒れてしまう。

て権限を有する経営幹部がチームを率いること、⑵

取締役会による投資判断の際には、平時に比してよ

組織横断的なリスク管理チームを任命し、事業部門

り一層、財務の見地での検証・分析結果を説明すべ

のリーダー、法務、内部監査・コンプライアンス、

きである。

財務、人事、IT、リスク管理など、関係部門の全
てから代表者を参加させ、組織内からリスク対応の

7 記述情報・非財務情報の開示強化への対処

脆弱性や例外をなくすこと、⑶リスク管理チーム

取締役会がこれらの情報について報告を受けるこ

は、将来を見越した、全社的なリスク評価を実施す

とは、法定開示への対処としても必要である。ここ

べきこと、⑷リスク評価の際は、コンプライアン

数年の潮流として、記述情報・非財務情報の開示強

スに限らず、組織に対する脅威の現状とリスクの全

化が図られている。

体像の評価に努めることなど、新型コロナウイルス
への対応にとっても重要な指針が得られる。

たとえば、有価証券報告書では、⑴経営方針・
経営戦略等の内容について、グループの経営環境

また、新型コロナウイルスへの対応を成功させる

（たとえば、企業構造、事業を行う市場の状況、競合他

ためには、役職員の業務を分けることも有効であ

社との競争優位性、主要製品・サービスの内容、顧客基

る。平常業務と特別業務を分け、日常的な業務の機

盤、販売網等）についての経営者の認識の説明を含

能維持を担う役職者と、部門横断的なリスク対応に

めた記載、⑵優先的に対処すべき事業上及び財務

注力する役職者を分けるのである。新型コロナウイ

上の課題と対処方針、⑶財政状態、経営成績及び

ルスへの対応に当たる役職者が日常業務にも追われ

キャッシュ・フローの状況の分析（Management

るようなことがあれば、危機対応に十分な時間とエ

Discussion and Analysis、いわゆるMD&A）
、⑷主要

ネルギーを割くことができない。通常の担当からは

なリスク（経営成績等の状況の異常な変動、特定の取

外し、タスクフォースでの業務に注力できるよう支

引先・製品・技術等への依存、特有の法的規制・取引慣

援する。

行・経営方針、重要な訴訟事件等の発生、役員・大株
主・関係会社等に関する重要事項等、投資者の判断に重
要な影響を及ぼす可能性のある事項）の内容、顕在化
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する可能性の程度や時期、経営成績等の状況に与え

に感染した場合、二次被害の防止などのため、感染

る影響、当該リスクへの対応策などを記載すること

者の発生、その行動履歴、二次被害防止策などにつ

が求められている。

いて情報発信する取組みが広がっている。そうした

新型コロナウイルスはこれらMD&A、主要なリ

情報発信に消極的であることは、企業に対する信頼

スク、事業上・財務上の課題のいずれにもかかわる

を喪失することにもなりかねず、場合によっては取

はずである。

締役の法的責任を生じさせる。

これらの記述情報・非財務情報の開示にあたって

経営陣による取組みが後手に回っているようであ

は、どこかの部署がとりあえず起案するということ

れば、取締役会から執行に対し、社内と社外の双方

では足りず、取締役会や経営会議での検討を経たう

に向けた積極的な情報発信を促すべきである。海外

えで、経営者としての分析・評価を記載することが

に目を向ければ、たとえば Starbucks 社のウェブサ

重要である。ただでさえ、決算・監査の対応に追わ

イトでは、新型コロナウイルスへの取組みを発信す

れているなか、実務上の対応は容易でないが、これ

るための特設サイトが設けられ、顧客やパートナー

らについての情報を取締役会に提供し、審議の機会

に対する発信が日々行われている2。BtoB の会社で

をもつことは、取締役会が大局的かつ戦略的な検討

あっても、特設サイトを設け、情報発信に努めてい

をするきっかけにもなる。優先度を高めた方がよ

るグローバルカンパニーは多い3。日本企業にとっ

い。3 月決算・6 月総会の会社であれば、決算や株

ても、レピュテーションを維持し、従業員・顧客・

主総会の招集決定の次に重要な議案とみなし、でき

取引先などの信頼を高めていくための取組みとして

れば 5 月の取締役会で有価証券報告書のドラフト

参考となる。

（初期的な叩き台で全く構わない。骨子だけでもよい）

を準備して議論することが望ましい。
また、新型コロナウイルスをめぐる状況は日々変
化しており、MD&A、主要なリスク、事業上・財
務上の課題などについても、前提が大きく変わり続
ける。今後、四半期報告書を提出する際には、たと
えば事業等のリスクについて追加すべき事項がない
かなど、継続的な検討が必要である。
8 積極的な情報発信の促進

法定開示にとどまらず、従業員、顧客、取引先、

これから定時株主総会を迎えるのであれば、事業
報告での「対処すべき課題」等で、新型コロナウイ
ルスへの対処についての説明を充実化させることも
有益である。
9 取締役会のBCP

各社ではBCPの取組みを進めているはずである
が、取締役会の機能維持のための取組みも必要であ
る。本誌 18 頁以下で詳述されているように、電話
会議・テレビ会議等を活用し、取締役会でクラス
ターを発生させないようにする。

サプライヤ、投資家など、さまざまなステークホル

不幸にして代表取締役社長らが感染した場合も想

ダーを受け手とした情報発信も重要である。従業員

定し、有事の際のサクセッションプランを検討して

に向けた社内での情報発信が、その不安を緩和させ

おくことも重要である。取締役会や株主総会の招集

る。顧客・取引先・サプライヤなどに向けた社外で

権者や議長の代行順位の決定、自宅療養先からの稟

の情報発信が、企業に対する信頼を確保するための

議決裁対応の準備、万が一職務執行不能となった場

基盤となる。

合の後任者の検討などである。

情報発信は、法的責任論の観点にも関係してく
る。昔のダスキン事件判決（大阪高判平成 18・6・9

10

コンプライアンス・リスクの変容への対処

判時 1979 号 115 頁）に表れているように、危機管理

新型コロナウイルスの感染状況の悪化は、新たな

においては情報発信による透明性の確保に努め、レ

コンプライアンス・リスクを生じさせる。すでに各

ピュテーションを維持すべきことが取締役の法的責

国では、インサイダー取引規制違反のリスクが高

任論としても求められる。

まっていることが指摘されている。実査・往査が見

たとえば、自社にて役職員が新型コロナウイルス

送られることで、不祥事が見過ごされる可能性もあ

2 https://stories.starbucks.com/stories/2020/navigating-through-covid-19/（2020 年 4 月 21 日最終閲覧）
3 たとえば、SAP社は、SAP’s Response to COVID-19 と題した特設サイト（https://news.sap.com/covid-19/）
（2020 年 4 月 21 日最終閲覧）
にて、顧客向けの提案、社会貢献などを含めた情報発信を行っている。
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る。厳しい経営環境となり、また在宅勤務の徹底な

の選定にも影響が生じるはずである。

ど業務執行の在り方が急遽変更されることは、動

おわりに

機・機会・正当化という不正のトライアングルを生

いま各社では、100 年に 1 度とも形容される危機

じさせうる。さまざまな規制法の遵守が困難になる

への対応に追われているはずである。定時株主総会

ことも懸念される。
取締役会は、環境変化に応じた内部統制システム

を控えた会社であれば、決算・監査が間に合うかわ

の構築・運用がなされているか、監督責任を果たす

からず、総会を開催するか、延期するかの判断を迫

べきである。できるかぎり早いタイミングで、内部

られているはずである。

統制システムの基本方針を再検討したり、具体的な

そうしたなかで取締役会が果たすべき職責は、経

運用状況を監督するための議題を取締役会に付議し

営陣による危機対応を支援しつつ、中長期的な目線

た方がよい。

で、経営の軸とすべきものは何か、本当に大切にす

また、監査役会・監査等委員会・監査委員会は、

べきものは何か、さまざまに輻輳する考慮要素のな

会計監査人や内部監査などとの連携を強化しなが

かでどこに重点をおくべきかといった観点で、大局

ら、新たなコンプライアンス・リスクの把握に努

的かつ戦略的な指針を示すことである。そのための

め、適切な対処がなされているか、監査すべきであ

議題をあえて付議し、焦点を当てることは、取締役

る。2021 年 3 月期からの適用が予定されている監

会が真に付加価値を提供し、会社の持続的な成長に

査上の主要な検討事項（Key Audit Matters：KAM）

貢献するうえで大いに意味があるはずである。

【新刊案内】
動き出したバーチャル総会。新型コロナウイルス感染症への対応としても注目される中、徹底解説

バーチャル株主総会の実務
澤口

実

編著／近澤

諒＝本井

豊

著

A5 判並製／180 頁
ISBN：978-4-7857-2783-3
定価：本体 2,200 円＋税

政府指針が公表され、株主との新しい対話手段として動き出した
バーチャル総会。いずれ移行は不可避と考えられるが、今、コロナ
対策として出席自粛を求める代償としても注目されている。6 月総会
に間に合うのか、米国で急増中のバーチャルオンリー型から導入が
進むライブ配信まで具体的かつ平易に解説。
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