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一般社団法人 日本取締役協会 沿革  

 

2001 年 

2001/12/13 発起人総会（銀行倶楽部） 

 

 

2002 年 

2002/3/13 設立総会(パレスホテル） 

2002/3/27 シンポジウム「新時代の取締役会、ＣＥＯ、社外取締役会を考える」（東京） 

2002/4/1 有限責任中間法人 登記 

2002/7/22 シンポジウム 商法大改正とコーポレートガバナンス （東京） 

2002/10/28 書籍「取締役の条件」出版：日経BP社 

2002/11-2003/2 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第1期） 

 

 

2003 年 

2003/5/1 国立大教員に対する意見書 

2003/5/14  第1回理事会＆第1回会員総会（銀行倶楽部） 

2003/07-09 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第2期） 

2003/10/17 シンポジウム 日本経済の再生とコーポレートガバナンス（東京） 

2003/10-12 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第3期） 

2003/11/20 シンポジウム 日本経済の再生とコーポレートガバナンス（大阪） 

2003/12/25 「会社法制の現代化に関する要綱試案」に対する意見書 

 

 

2004 年 

2004/02-04 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第4期） 

2004/5/18 第2回会員総会（銀行倶楽部）特別講演：竹中平蔵（金融担当大臣・経済財政政策担当大臣） 

 「日本経済とコーポレートガバナンス」 

2004/07 書籍「委員会等設置会社ガイドブック」出版（社外取締役委員会）：東洋経済新報社 

2004/07-09 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第5期） 

2004/09-11 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第6期） 

2004/11 日本型CEOの時間の使い方調査（ＣＥＯ委員会） 

2004/11/5 シンポジウム 委員会等設置会社の評価と、今後を探る～企業の自律と市場の規律（東京）

2004/12/10 シンポジウム コーポレートガバナンスと企業文化---社外取締役、会計、CSR（大阪） 
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2005 年 

2005/02/16 経営者報酬に関する指針（最終案）（制度インフラと透明性委員会） 

2005/5/11 第3回会員総会（帝国ホテル）特別講演：竹内 弘高（一橋大学大学院 

 国際企業戦略研究科長 教授）「日本企業の競争優位の源泉―知の創造」 

2005/05-07 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第7回） 

2005/06/17  正しい敵対的企業買収にむけた提言（資本市場を正しく使う委員会） 

2005/07-09 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第8回） 

2005/08/01  取締役会・監査役会併設会社のガバナンス・ベストプラクティス・コード 

 （コーポレートガバナンス委員会） 

2005/09-12 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第9期） 

2005/10/13  独立取締役コード（社外取締役委員会） 

2005/10/13  談合・天下りに関する提言（企業倫理委員会） 

2005/10-12 経営幹部のための内部統制研修（第1回） 

2005/10/31 シンポジウム グローバル市場の進展と日本のコーポレートガバナンス（東京） 

 （関係団体合同開催） 

2005/11/24 主要メディアの論説委員との懇談会 

2005/12/9 シンポジウム 企業の長期的成功とコーポレートガバナンス（大阪・関西経済同友会） 

 

 

2006 年 

2006/3/27  書籍「江戸に学ぶ企業倫理」出版（企業倫理委員会）：生産性出版 

2006/04/25 主要メディアの論説委員との懇談会 

2006/05/11 第4回会員総会（帝国ホテル）特別講演：福井俊彦（日本銀行総裁） 

 「日本経済の現状と展望」 

2006/05-08 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第10回） 

2006/04/24  上場制度の改善に向けたディスカッション・ペーパーに対する意見 

 （資本市場を正しく使う委員会） 

2006/06  書籍「監査委員会ガイドブック」出版（委員会会社監査研究会）：商事法務研究会 

2006/07/28 経営者後継のベストプラクティス（ＣＥＯ委員会） 

2006/09-12 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第11期） 

2006/10-12 経営幹部のための内部統制研修（第2回） 

 

 

2007 年 

2007/03/05 シンポジウム 日本経済の構造改革とコーポレートガバナンス（東京） 

2007/05/08 第5回会員総会（帝国ホテル）特別講演：斉藤惇 産業再生機構 前社長 

 「企業再生とコーポレートガバナンス」 

2007/07/06  ベストガバナンス報告書（企業にとって『最良のガバナンスのあり方』について考える委員会） 
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2007/08/28 主要メディアの論説委員との懇談会 

2006/09-10 経営幹部のための内部統制研修（第3回） 

2007/09-12 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第12回） 

2007/10/01  経営者報酬ガイドライン2007（ディスクロージャー委員会） 

2007/10/17  公開会社法要綱案 第11案 公開草案 

 

2008 年 

2008/01-03 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第13回） 

2008/03  六方よし文書（企業倫理委員会） 

2008/03 内部統制報告制度の準備状況 調査（第 4 回）（内部統制研究会） 

2008/03  書籍「明治に学ぶ企業倫理」出版（企業倫理委員会）：生産性出版 

2008/03 書籍「経営判断ケースブック」出版（コーポレート・ガバナンス委員会）：商事法務 

2008/03  書籍「内部統制の責任と現状」出版（内部統制研究会）：税務経理協会 

2008/05/13 第 6 回会員総会（帝国ホテル） 特別講演：中川秀直 自由民主党 衆議院議員 

 「経済成長と構造改革――その延長線上にある企業経営」 

2008/03 「内部統制報告制度の準備状況」調査（第 4 回）（内部統制研究会）   

2008/07 社外取締役についての調査（2008 年）調査結果 

2008/08 内部統制報告制度への対応状況 調査（第 5 回）（内部統制研究会） 

2008/08 上場企業と日本取締役協会会員企業との比較調査（2008） 

2008/09-12 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第14期） 

2008/10 日本型 CEO の時間の使い方に関する調査 2008 

2008/12 内部統制報告制度への対応状況 調査（第 6 回）（内部統制研究会） 

2008/12 愛宕グリーンヒルズより、世界貿易センタービルに協会オフィス移転。 

 

 

2009 年 

2009/01 一般社団法人に移行（1 月 21 日） 

2009/02 内部統制報告制度への対応状況 調査（第 7 回）（内部統制研究会） 

2009/05/14 第 7 回会員総会（帝国ホテル） 特別講演：大田弘子・政策研究大学院副学長 

 「いかにして経済危機を乗り越えるのか」 

2009/06 独立取締役（社外取締役）制度に関する中間提言（独立取締役委員会）   

2009/07/15 国際コーポレートガバナンス・ネットワーク（ICGN）年次大会・シドニー（オーストラリア）へ 

 クレディ・スイス証券 マネージング・ディレクター 投資銀行本部長 大楠泰治氏を派遣。 

2009/09 上場企業のコーポレートガバナンス調査 

2009/09-12 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第15期） 

2009/11 パブリックコメント（東証）独立取締役委員会 東証「上場制度整備の実行計画2009 

 （速やかに実施する事項）」に基づく上場制度の整備等について 
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2010 年 

2010/01 内部統制報告制度の対応状況 調査（第 8 回・最終回）（内部統制研究会） 

2009/02  書籍「大正に学ぶ企業倫理」出版（企業倫理委員会）：生産性出版 

2010/03 金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令（案）」意見書 

2010/03 ディスクロージャーの改善に関する提言（ディスクロージャー委員会） 

2010/05/13 第 8 回会員総会（帝国ホテル） 特別講演：八代尚宏・国際基督教大学教養学部教授 

 「日本的雇用慣行の再評価と労働市場規制」 

2010/05 書籍「独立取締役ハンドブック」出版：中央経済社 

2010/06 レポート「銀行の政策投資株式について」（新しい金融の動きを理解し戦略を考える委員会） 

2010/06/07 国際コーポレートガバナンス・ネットワーク（ICGN）年次大会・トロント（カナダ）へ大楠泰治・理事 

 （クレディ・スイス証券 マネージング・ディレクター 投資銀行本部長）を派遣。 

2010/07 「独立取締役ハンドブック」出版記念講演会＠WTC コンファレンスセンター 

2010/09-12 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第16期） 

 

 

2011 年 

2011/01/12 独立取締役 時間の使い方調査 

2011/02/15 法律専門家による内部統制報告制度等への提言（内部統制ワーキンググループ） 

2011/05/24 第 9 回会員総会（帝国ホテル）  

 特別講演：牛尾治朗・ウシオ電機 代表取締役会長「変革期の経営」 

2011/05/23 取締役会規則における独立取締役の選任モデル（取締役会規則ワーキンググループ） 

2011/08/01 上場企業のコーポレートガバナンス調査 

2011/08/05 独立取締役の現状と課題―社外取締役から独立取締役へ（別冊 商事法務） 

 社外取締役 導入実態調査 収録 

2011/09/05 設立 10 周年記念シンポジウム「国と企業のガバナンスを問う」  

 出演：宮内義彦（日本取締役協会会長）、基調講演：小泉純一郎（元内閣総理大臣） 

 「日本の歩むべき道」、ディスカッション：大田弘子（政策研究大学院大学教授）、 

 長谷川閑史（経済同友会代表幹事）、冨山和彦（日本取締役協会副会長）、 

 モデレーター：井伊重之（産経新聞論説委員）（2011/10/07 産経新聞 採録記事掲載） 

2011/09-11 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第17期） 

2011/09/12 国際コーポレートガバナンス・ネットワーク（ICGN）年次大会・パリ（フランス）へ大楠泰治・理事 

 （クレディ・スイス証券 マネージング・ディレクター 投資銀行本部長）を派遣。 

2011/11/25 大王製紙、オリンパス問題における緊急意見書(独立取締役委員会) 

2011/11/30 取締役会の監督機能の充実に向けた機関設計に関する提言（会社法制委員会、法務省に提出） 

2011/12/09-10 Winter Seminar 2011（第 1 回 オークラアカデミアパークホテル） 

 プログラム 1: ディスカッション 投資家との対話委員会「日本の資本市場の活性化―その解決策」 

 チェア：髙須武男・委員長、発表：投資家の意見（ダルトン・インベストメンツＬＬＣ日本代表 佐野順 
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 一郎氏）、経営者の見方（大月博司・副委員長）プログラム 2: レクチャ―「日本社会の閉塞感を打 

 ち破る思考回路と具体策」 スピーカー：日本経済新聞社 編集委員 三宅伸吾氏プログラム 3 

 ディスカッション「日本企業のこれからの 10 年」チェア：原良也・副会長 問題提起：冨山和彦・副会 

 長、安東泰志・ニューホライズンキャピタル会長、江原伸好・金融委員会委員長 

2011/12/22 論考集・社会構造の転換期におけるコーポレート・ガバナンス～経営者の視点 

 （社会構造の変化とコーポレートガバナンス委員会） 

2011/12/28 日経 CNBC にて特別番組「闘う経営者たち～取締役協会 ガバナンスへの挑戦」放映 

 

 

2012 年 

2012/01 ｢会社法制の見直しに関する中間試案｣に対する意見(会社法制委員会) 

2012/01 2012 年の日本経済と資本市場の活性化案を提案（投資家との対話委員会） 

2012/01～03 金融庁（1/23）、主要媒体の論説委員・編集委員（2/14）、東京証券取引所との意見交換（3/13） 

2012/02/10 民主党財務金融部門資本市場・企業統治改革ワーキングチームヒアリング（会社法改正） 

2012/03/22 自由民主党 法務部会･財務金融部会･経済産業部会｢企業･資本市場法制プロジェクトチーム｣・ 

 財務金融部会企業会計小委員会合同会議ヒアリング（会社法改正） 

2012/05/21 第 10 回会員総会（帝国ホテル） 

 特別講演：・民主党政策調査会長 衆議院議員 前原誠司氏 「政権交代の成果と課題」 

2012/04/12 S&P一般格付け規準：意見募集：経営陣とガバナンスに関する信用力評価要因（案）に対する意見 

2012/05/16 企業価値向上についての提言（新しい企業価値・経営指標を考える委員会） 

2012/05/21 日本企業がめざすべきコーポレートガバナンスについての意見書（独立取締役委員会） 

2012/08/01 上場企業のコーポレートガバナンス調査 

2012/09-11 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第18期） 

2012/11/27 公開シンポジウム「今こそ問われる、日本の成長」 

 出演：宮内義彦（日本取締役協会 会長）、基調講演：安倍晋三（自由民主党総裁）、 

 ディスカッション：數土文夫（JFE ホールディングス相談役）、出井伸之（日本取締役協会 副会長、 

 クオンタムリープ 代表取締役ファウンダー&CEO）、河野龍太郎（BNP パリバ証券経済調査本 

 部長チーフエコノミスト）、井伊重之（産経新聞 論説委員） 

2012/12/21 書籍「独立取締役委の基礎知識」出版：中央経済社 

 

 

2013 年 

2013/01/18-19  Winter Seminar 2013 （第 2 回 オークラアカデミアパークホテル） 

 Program1: パネルディスカッション―資本市場の活性化から考える チェア：髙須武男・ 

 投資家との対話委員会委員長、コメンテーター：原良也副会長、インスティテューショナ 

 ル・シェアホルダーズ・サービシーズ・石田猛行エグゼクティブ・ディレクター（海外投 

 資家の意見）、他 Program2: 対談―経済政策と企業戦略から考える 大田弘子・政策研究 

 大学院大学教授、冨山和彦副会長、Program3: 対談―企業の成長とガバナンスから考える 
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 宮内義彦会長、出井伸之副会長、聞き手：産経新聞 井伊重之論説委員 

2013/04/12 2013 年度 経営者報酬ガイドライン（第三版）と法規制・税制改正の要望(投資家との対話委員会) 

2013/05/27 第 11 回会員総会（帝国ホテル） 

 特別講演：・内閣官房長官・衆議院議員 菅義偉氏「安倍政権の目指す政治と日本の将来」 

2013/08/01 上場企業のコーポレートガバナンス調査 

2013/09-12 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第 19 期） 

2013/10/16 臨時国会に向けた意見書～複数独立取締役選任の義務化について～(独立取締役委員会) 

2013/11/18 公開シンポジウム「今こそ問われるコーポレートガバナンス、企業価値の向上が日本の成長を支え 

 る」出演：日本取締役協会会長 宮内義彦氏、基調講演：自由民主党 幹事長 石破 茂氏、 

 ディスカッション：政策研究大学院大学教授 大田弘子氏、東京証券取引所 代表取締 

 役社長 清田瞭氏、日本取締役協会 副会長 冨山和彦（ 経営共創基盤 代表取締 

 役 CEO）、モデレーター： 産経新聞 論説委員 井伊重之氏（2013/12/24 産経新聞 採録記 

 事） 

 

 

2014 年 

2014/01/31 Winter Seminar2014 （第 3 回 オークラアカデミアパークホテル） 

 Opening: Lecture―グローバル化の果実を最大限に享受するために、取締役会の果たす役割： 

 冨山和彦副会長 

 Program1: Lecture―企業の成長を実現する、取締役会のモニタリング・モデルについて 

 森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 澤口実氏 

 Program2: Dialogue―規制緩和と日本の成長 

 政策研究大学院大学 大田弘子教授、宮内義彦会長、聞き手：産経新聞・井伊重之論説委員 

 Program3: Discussion―企業の業績向上のために、取締役会・独立取締役は何をするか 

 進行：井口武雄座長（監査等委員会設置会社研究会）、話題提供：原良也副会長、澤口実 

 副座長（監査等委員会設置会社研究会）他 

2014/01/18 主要メディア論説委員・編集委員との懇談会(宮内義彦会長、原良也副会長) 

2014/02/05 取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル（2014）(独立取締役委員会) 

2014/03/07 社外取締役・取締役会に期待される役割について（監査等委員会設置会社研究会、 

 独立取締役委員会） 

2014/05/14 第 12 回会員総会（帝国ホテル） 

 特別講演：衆議院議員 塩崎恭久氏  

 「安倍政権の成長戦略におけるコーポレートガバナンスについて」 

2013/04/07 取締役会と社外取締役のあり方 記者発表 井口武雄・監査等委員会設置会社研究会座長、 

 冨山和彦・独立取締役委員会委員長 

2014/08/01 上場企業のコーポレートガバナンス調査 

2014/09/02 メディア説明会（第1回）成長戦略とコーポレートガバナンス、会社法改正 冨山和彦・独立取締役 

  委員会委員長、落合誠一・同副委員長 
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2014/09-11 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第20期） 

2014/10/6 コーポレートガバナンス・コード日本取締役協会案を発表 

2014/10/17 主要メディア論説委員・編集委員との懇談会 宮内義彦会長、冨山和彦・副会長 

2014/10/24 メディア説明会（第2回）コーポレートガバナンス・コード  原良也・コーポレートガバナンス委員会 

 委員長、太田洋・同副委員長 

2014/11/3-5 アジアコーポレートガバナンス協会 年次大会に参加  

 ダルトン・インベストメンツ LLC 日本代表兼経営委員 佐野順一郎氏、UBP インベストメンツ  

  代表取締役社長 吉原和仁氏、松本執務室長 

2014/12/05 公開シンポジウム 2014 「コーポレートガバナンスの進化が促す企業の成長」 

 出演：開催主旨 日本取締役協会 会長 宮内義彦氏、基調講演 慶応義塾大学総合政策学部 

 教授・グローバルセキュリティ研究所所長 竹中平蔵氏、パネルディスカッション：公益社団法人 

 経済同友会 代表幹事 長谷川閑史氏（武田薬品工業 取締役会長）、日本証券業 

 協会 会長 稲野和利氏、日本取締役協会 副会長 冨山和彦氏（ 経営共創基盤  

 代表取締役 CEO）、モデレーター：産経新聞 論説委員 井伊重之氏 

 

 

2015 年 

2015/01/09 Winter Seminar 2015（第 4 回 オークラアカデミアパークホテル） 

 Program1 西村あさひ法律事務所 パートナー 弁護士 太田 洋氏「わが国のコーポレート 

 ガバナンスの未来 ―監査役制度は生き残れるか」 

 Program2 慶應義塾大学 経済学部 教授 小林慶一郎氏 「資本生産性の時代  

 ー バンクガバナンスからエクイティガバナンスへ」 

 Program3  日比谷パーク法律事務所 代表弁護士 久保利 英明氏  

 「日本再生とガバナンス改革」 

2015/2/27 フジサンケイビジネスアイ 特集「動き出したコーポレートガバナンス」掲載 

2015/4/20 コーポレートガバナンスに関する基本方針ベスト・プラクティス・モデル 発表(コーポレートガバナン

ス委員会) 

2015/05/11 第 13 回会員総会（帝国ホテル） 

 特別講演： 衆議院議員 自由民主党 政務調査会長 稲田朋美氏「伝統と創造」 

2015/05～08 社外取締役トレーニングスタート 

2015/08/01 上場企業のコーポレートガバナンス調査 

2015/8/17 2015 年度 経営者報酬に関する法規制・税制の改正要望（投資家との対話委員会） 

2015/09-11 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第21期） 

2015/9/19 書籍「独立取締役の教科書」出版：中央経済社 

2015/11-2016/01 社外取締役懇談会（第1回～第2回） 

2015/10/02 コーポレートガバナンスに関する企業表彰制度「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー」 

 実施を発表 

2015/10/08 主要メディア論説委員・編集委員との懇談会 宮内義彦会長、原良也・副会長 
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2015/01/09 Winter Seminar 2015_2016（第 5 回 オークラアカデミアパークホテル） 

  第 1 セッション パネルディスカッション 「コーポレートガバナンス改革総括と、今後の課題」  

 金融庁 企業開示課長 田原泰雅氏、経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 課長補佐 

 (総括）、黒田嘉彰氏、森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 澤口実氏  

 第 2 セッション 発表 「コーポレートガバナンス改革と取組み事例」三井住友信託銀行 相談役  

 高橋 温氏、コニカミノルタ  取締役会議長 松﨑正年氏、テルモ  代表取締役会長  

 中尾浩治氏、日興アセットマネジメント  代表取締役社長 兼 CEO 柴田拓美氏、 

 第 3 セッション ディスカッション 「中長期的に企業を発展させるための取締役会の在り方」 

 講演（問題提起）：東京大学名誉教授 落合誠一氏 

 

 

2016 年 

2016/01/28 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2015 受賞企業発表 

 Grand Prize Company ブリヂストン、 Winner Company  小松製作所 

 ＨＯＹＡ 、  りそなホールディングス、  良品計画 

2016/02/02 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2015 表彰式（第 1 回）＠帝国ホテル東京 

 特別講演：一橋大学 CFO 教育研究センター長、一橋大学大学院商学研究科特任教授  

 伊藤邦雄氏 「コーポレートガバナンス改革の総括と今後の課題」 

2016/05/11 第 14 回会員総会（帝国ホテル） 

 特別講演：衆議院議員 自由民主党 国務大臣 石破茂 氏「地方創生の課題と展望」 

2016/05-08 社外取締役トレーニング(第 2 期) 

2016/08/01 上場企業のコーポレートガバナンス調査 

2016/09-12 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第22期） 

2016/10/04 主要メディア論説委員・編集委員との懇談会 宮内義彦会長、 

 ゲスト：伊藤邦雄氏（一橋大学大学院商学研究科特任教授）  

2016/10/11 「監査等委員会の監査の展望～取締役が行う監査について～」公表 

 （監査等委員会設置会社研究会） 

2016/10/26 経営者報酬ガイドライン（第四版）公表（投資家との対話委員会） 

2016/11/8 Asia Corporate Governance Association 年次大会に協力 (東京開催) 

2016/11/18-24 取締役・執行役員 短期集中モーニングコース 

2016/12/09 Winter Seminar 2016（第 6 回川越プリンスホテル） 

 プログラム 1 最近のコーポレートガバナンス関係の取り組みについて /  

 プログラム 2 『真のグローバル企業』に向けた経営改革（講師： ブリヂストン  

 代表執行役 CEO 兼 取締役会長 津谷正明氏） / プログラム 3 ディスカッション  

 持続可能な企業経営とガバナンスの課題（講師：日興アセットマネジメント  代表取締役 

 社長 兼 CEO 柴田拓美氏) / 問題提起（講師：産経新聞 論説委員 井伊重之氏）/ 

 Opening Remarks ＆ 本日の総括 宮内義彦会長 
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2017 年 

2017/1/10 「『責任ある機関投資家』の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫ ～投資と対話を通じて 

 企業の持続的成長を促すために～」の改定に関する提言 （投資家との対話委員会、独立取締役 

 委員会、日本の金融の新しい動きを理解し戦略を考える委員会） 

2017/01/30 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2016 受賞企業発表 

2017/02/02 取締役・執行役員研修（大阪開催）＠グランフロント大阪 ナレッジ・キャピタル 

2017/02/20 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2016 表彰式（第 2 回）＠帝国ホテル東京 

2017/05-08 社外取締役トレーニング(第 3 期) 

2017/05/16 第 15 回会員総会（帝国ホテル） 

 特別講演：年金積立金管理運用独立行政法人 理事(管理運用業務担当) 兼ＣＩＯ 水野弘道氏 

「スチュワードシップと ESG 世界の潮流とＧＰＩＦの活動 ～キーワードは Sustainability と Inclusiveness～」 

2017/06/14 National Director Conference 2017（タイ・バンコク）に参加 

2017/08/01 上場企業のコーポレートガバナンス調査 

2017/9/12 メディア説明会（みさき投資  代表取締役社長 中神康議氏） 

2017/09-12 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第 23 期）  

2017/11/07 主要メディア論説委員・編集委員との懇談会 宮内義彦会長、冨山和彦副会長 

2017/11/17 Winter Seminar 2017（第 7 回 オークラアカデミアパークホテル） 

PROGRAM 1  講演 「会社法改正の動向と、会社法が企業に求めるもの」 

講師紹介・テーマ解説 東京大学名誉教授 落合誠一氏 

講師：東京大学大学院 法学政治学研究科 准教授 飯田秀総氏 

PROGRAM 2 講演 「2017 年コーポレートガバナンス改革の焦点 ～CGS ガイドラインを中心に～」 

講師：経済産業省 経済産業政策局 産業組織課長 坂本里和氏 

PROGRAM 3 グループディスカッション 「イノベーションを生み出す企業経営と、CEO の条件」 

①問題提起：  経営共創基盤 代表取締役 CEO 冨山和彦氏（当協会副会長） 

②グループディスカッション 

 

 

2018 年 

2017/02/06 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2017 受賞企業発表 

 Grand Prize Company 花王、Winner Company 参天製薬、第一三共 

 東京都知事賞 野村総合研究所 

2018/02/07 コーポレートガバナンス研修（大阪講座）＠グランフロント大阪 ナレッジ・キャピタル 

2018/02/19 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2017 表彰式（第 3 回）＠帝国ホテル東京 

2018/04-11 社外取締役トレーニング 2018 (第 4 期) 

2018/05/14 第 16 回会員総会（帝国ホテル） 

 特別講演：衆議院議員 経済再生担当大臣 茂木敏充氏「日本経済の現状と今後の課題」 

2018/08/01 上場企業のコーポレートガバナンス調査 

2018/09-11 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第 24 期）  

2018/09 社外取締役トレーニング2018 短期集中【早朝】コース（全3回） 

2018/10 社外取締役トレーニング2018 短期集中【午前】コース（全4回） 
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2018/11/01 日本取締役協会セミナー（大阪開催）＠グランフロント大阪 ナレッジ・キャピタル 

2018/11/02 主要メディア論説委員・編集委員との懇談会 宮内義彦会長、太田洋・コーポレートガバナンス委

員会副委員長 

2018/12/14 Winter Seminar 2018 （第 8 回 川越プリンスホテル） 

 PROGRAM 1 コーポレートガバナンス改革の「形式から実質へ」の深化に向けて（CGS ガイドライ 

  ンの改訂など） 経済産業省 経済産業政策局 産業組織課長 坂本里和氏 

  PROGRAM 2 コーポレートガバナンス改革について 金融庁 企画市場局 企業開示課長  

  井上俊剛氏 

  PROGRAM 3 「これからの日本企業の CEO と、独立取締役の在り方を考える」 

  講演 1 「モノづくりとガバナンス、イノベーションを生み出す経営」 

  クオンタムリープ 代表取締役ファウンダー&CEO 出井伸之氏 

  講演 2「歴代成長企業を目指して～CEO と経営陣の責任と覚悟～」 

  野村総合研究所 取締役会長 嶋本正氏 

  グループディスカッション ディスカッションリーダー 桜美林大学 経済経営学系 教授  

  馬越 恵美子 氏/コニカミノルタ  取締役会議長 松﨑 正年氏/東京エレクトロン  

  取締役相談役 東 哲郎氏/みさき投資  代表取締役社長 中神 康議 氏/  

  大和証券グループ本社 名誉顧問 原 良也氏/ユニゾン・キャピタル 代表取締役パートナー 

  江原 伸好氏 

 

 

2019 年 

2019/02/01 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2018 受賞企業発表 

 Grand Prize Company ヤマハ、Winner Company TDK、明治ホールディングス 

 経済産業大臣賞 オムロン、東京都知事賞 大和ハウス工業 

2019/02/21 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2018 表彰式（第 4 回）＠帝国ホテル東京 

2019/05/14 第 17 回会員総会（帝国ホテル） 

 特別講演：自由民主党政務調査会長 衆議院議員 岸田文雄氏「当面の政策課題について」 

2019/5/23 メディア勉強会（冨山和彦 ・CEO を考える委員会委員長、落合誠一・同副委員長  

 CEO のあるべき姿、べからざる集） 

2019/06-12 社外取締役トレーニング2019  (第5期) 開講 

2019/7/16-18 ICGN（国際コーポレートガバナンス・ネットワーク）年次大会（東京開催）に代表団派遣 

2019/07/30 緊急意見 日本の上場子会社のコーポレートガバナンスの在り方 

2019/08/01 上場企業のコーポレートガバナンス調査 

2019/09-11 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第 25 期） 開講 

2019/9/20 雑誌 Corporate Governance 創刊 

2019/9/25  監査等委員のためのセミナー 

2019/10/9 自民党・法務部会 ヒアリング 自民党本部 コーポレートガバナンス委員会 原 良也委員長、 

 太田 洋副委員長 
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2019/10-11 社外取締役トレーニング2019 短期集中【午前】コース（全4回）  

2019/11/07 コーポレートガバナンス・セミナー（大阪）＠グランフロント大阪 ナレッジ・キャピタル 

2019/11/28 主要メディア論説委員・編集委員との懇談会 宮内義彦会長、八田進二氏（日本取締役協会  

  監事、大原大学院大学 会計研究科教授 青山学院大学名誉教授） 

2019/12/13 Winter Seminar 2020 （第 9 回 オークラアカデミアパークホテル） 

PROGRAM 1 パネルディスカッション「コーポレートガバナンス改革の向かう先、今後の動向につい

て」経済産業省 経済産業政策局 審議官（経済社会政策担当） 中原裕彦氏、金融庁 企画市場

局 審議官 油布志行氏、森・濱田松本法律事務所 弁護士 澤口実氏  

PROGRAM 2 講演「イノベーションを生み、会社を成長させるために、取締役会はどう関わるべきか」 

 SUBARU 取締役会長 吉永泰之氏、帝人  相談役 大八木成男氏 

PROGRAM 3 グループディスカッション「独立取締役の役割・執行と監督の違い」  

講演 1 「取締役における監督とは何をすることか」西村あさひ法律事務所 パートナー 弁護士 武

井一浩氏 

講演 2 「独立取締役の役割」 みさき投資  代表取締役社長 中神康議氏 

2019/12 月 雑誌 Corporate Governance Vol.2 発行 

 

2020 年 

2020/01/30 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2019 受賞企業発表 

 Grand Prize Company 塩野義製薬  / Winner Company  日本精工 、 

 Winner Company 三井化学  / 特別賞・経済産業大臣賞  資生堂/  

 特別賞・東京都知事賞 ダイキン工業  

2020/02/25 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2019 表彰式（第 5 回）＠帝国ホテル東京 

2020/03/26 独立社外取締役のための行動ガイドラインレポート 公表（独立取締役委員会） 

2020/04/10 新型コロナウィルス感染症対策 取締役会運営に関連する Q&A 集（会員限定） 

2020/05/29 ウェブ・インタビュー・シリーズ （会員限定、第 1 回～第 7 回） 

2020/6/10 独立社外取締役のための行動ガイドラインレポート 改訂版公表、オンライン・メディア説明会 

 （独立取締役委員会） 

2020/06/17 第 18 回会員総会（日本取締役協会ボードルーム） 

2020/07-12 社外取締役トレーニング2020  (第6期) 開講 

2020/08/01 上場企業のコーポレートガバナンス調査 

2020/09/11 KICK OFF MEETING＠帝国ホテル東京 

 基調講演1：東京財団政策研究所 研究主幹/慶應義塾大学 経済学部 客員教授 小林慶一郎氏 

 「コロナ危機の経済政策」 

 基調講演2：政策研究大学院大学 特別教授 大田 弘子氏 「デジタル化と規制改革」 

 特別講演：防衛大臣 衆議院議員 河野太郎氏 「日本の防衛」 

2020/09/11 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第 26 期） 開講 

2020/9/30 会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見書提出 

 （コーポレートガバナンス委員会） 
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2020/11/16 コーポレートガバナンス・セミナー（オンライン、大阪開催から変更） 

2020/11/28 主要メディア論説委員・編集委員との懇談会 宮内義彦会長、冨山和彦副会長 

 （CEO を考える委員会委員長、経営共創基盤 IGPI グループ会長） 

2020/12/04 Winter Seminar 2020 （第 10 回 川越プリンスホテル） 

PROGRAM 1 パネルディスカッション：コーポレートガバナンス・コード改訂と実質の高度化 

経済産業省 経済産業政策局 産業組織課 課長 安藤元太氏、金融庁 企画市場局 企業開示

課長 島崎征夫氏 モデレーター： 日本投資環境研究所 主任研究員 ＳＢＩ大学院大学 准教授 

上田亮子氏 

PROGRAM 2 講演：取締役会における、執行と監督の分離を具体的に実現するには、また普及さ

せるためにはどうしたらよいか  企業統治推進機構 代表取締役社長 佃秀昭氏、コニカミノルタ  

取締役会議長 松﨑正年氏 

PROGRAM 3 年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF） 市場運用部次長 スチュワードシップ

推進課長 小森博司氏「GPIF のインベストメントチェーンと ESG の取り組みについて」 

PROGRAM 4 ディスカッション・発表 

2020/12/10 書籍「社外取締役の教科書」（中央経済社） 発刊 

2020/4、8、12 月  雑誌 Corporate Governance Vol.3～5 発行 

 

 

2021 年 

2021/01/07 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2020 受賞企業発表 

 Grand Prize Company キリンホールディングス、Winner Company アドバンテスト、 

 テルモ、特別賞・経済産業大臣賞 TDK 

 特別賞・東京都知事賞 ライオン  

2021/01/18 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2020 表彰式（第 6 回）＠帝国ホテル東京 

 20 周年記念シンポジウム 

 基調講演  経営共創基盤 IGPI グループ会長 冨山和彦氏 

 パネルディスカッション コーポレートガバナンスオブザイヤー審査委員長 斉藤惇氏（日本野球機構 

 会長、プロ野球組織コミッショナー）/オムロン  取締役会長 立石文雄氏（日本取締役協会 

 副会長）/ヤマハ  取締役 代表執行役社長 中田卓也氏 （コーポレートガバナンスオブ 

 ザイヤー2018 Grand Prize Company、オンライン出演）/ 

 モデレーター： ボードアドバイザーズ シニアパートナー 安田結子氏 

2021/03/03 「CEO ガイドライン」および「CEO べからざる集」限定公表 （CEO を考える委員会） 

2021/03/22 「CEO ガイドライン」および「CEO べからざる集」オンライン・メディア説明会（CEO を考える委員会）

2020/05/19 第 19 回会員総会（帝国ホテル） 

 特別講演：衆議院議員 自由民主党政務調査会長 下村博文氏「コロナでわかった日本の脆弱性と 

 その解決策」 

2021/06-11 社外取締役トレーニング2021  (第7期) 開講 

2021/06/21 世界貿易センタービル本館の建て壊しに伴い、協会オフィスが同ビル南館に移転 

2021/08/01 上場企業のコーポレートガバナンス調査 
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2021/09/16 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第 27 期） 開講 

2021/11/11 主要メディア論説委員・編集委員との懇談会 宮内義彦会長、 冨山和彦副会長、八田進二監事 

2021/11/24 コーポレートガバナンス・セミナー（オンライン、大阪開催から変更） 

2021/12/3 JACD Winter Seminar 2021「SDGs における成長とガバナンスの重要性」＠川越プリンスホテル 

 PROGRAM 1 コーポレートガバナンス改革 2021 総括と今後の展望  

 金融庁 企画市場局 企業開示課長 廣川斉氏、森・濱田松本法律事務所 弁護士 澤口実氏 

 PROGRAM 2 ESG のトップランナーを目指して/良品計画 取締役副会長（兼）執行役員 松﨑曉 

 氏、MS&AD グループのサステナビリティ経営/MS&AD インシュアランスグループホールディングス 

 代表取締役 副社長執行役員 樋口哲司氏 

 PROGRAM 3 企業業績と経営者報酬/ペイ・ガバナンス日本 代表取締役・マネージングパートナ 

 ー 阿部直彦氏 

 PROGRAM 4  グループディスカッション・発表 

2021/4、8、12 月  雑誌 Corporate Governance Vol.6～8 発行 

 

2022 年 

2022/01/12 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2021 受賞企業発表 

 Grand Prize Company 東京エレクトロン、Winner Company ソニー、ピジョン 

 特別賞・経済産業大臣賞 ダイフク、特別賞・東京都知事賞 エーザイ  

2022/01/31 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2021 表彰式（第 7 回）＠帝国ホテル東京 

2022/02/09 「モニタリング・モデルを採用する 会社における監査委員会等の監査について」公表 

2022/04/25 会長交代内定のお知らせ（プレスリリース） 

2022/05/12 第 20 回会員総会（帝国ホテル） 

 特別講演：衆議院議員 自由民主党政務調査会長 高市早苗氏「日本を守る。未来を拓く」 

2022/05/12 会長交代記者会見（帝国ホテル） 

2022/06/01 社外取締役トレーニング オープンセミナー(オンライン) 

2022/06-11 社外取締役トレーニング2022  (第8期) 開講 

2022/06/16 メディア勉強会（オンライン） 講師：東京大学 名誉教授 落合誠一氏「社外取締役への期待と限界」 

2022/06/29 日本経済新聞 朝刊（東京本社版）に創立20周年記念広告を掲載 

2022/08/22 メディア勉強会（オンライン） 講師：冨山和彦 会長「最近のガバナンス改革をどう見るか～協会長の 

 立場で」 

2022/4、8、12 月 雑誌 Corporate Governance Vol.9～11 発行 

2022/09/14 経営幹部のためのコーポレートガバナンス研修（第 28 期） 開講 

2022/10/03 ICGN（国際コーポレートガバナンス・ネットワーク）幹部との意見交換（中神康議・副会長、 

 佐野順一郎・国際部部長） 

2022/11/09 2022/11/9 メディア懇談会  

 出席者：会長 冨山和彦氏、副会長 立石文雄氏、常石哲男氏  

 話題：地政学リスクとコーポレートガバナンス 

2022/12/16 Winter Seminar2022 

 Opening Remarks 冨山 和彦会長、PROGRAM 1 パネルディスカッション 「コーポレートガバナンス 

 改革総括と今後の展望」パネリスト：経済産業省経済産業政策局産業組織課課長 安藤 元太氏、 
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 金融庁企画市場局企業開示課長 廣川 斉氏、日本取締役協会会長 冨山 和彦氏、モデレーター： 

 森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士 太子堂 厚子氏 

 PROGRAM 2 「投資家との対話事例紹介（アクティビズムとその対応）」、登壇：ソニーグループ  

 株式会社 執行役専務  神戸司郎氏、西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 太田 洋氏 

 PROGRAM3 取締役を対象としたケースメソッド ファシリテーター：取締役研修委員会副委員長  

 宮下和昌氏（株式会社 経営共創基盤 ディレクター） 講評：同委員会委員長 佃 秀昭氏（株式会社 

  ボードアドバイザーズ 代表取締役社長）、同委員 コニカミノルタ 株式会社 特別顧問  

 松﨑 正年氏、同 名古屋商科大学ビジネススクール 教授 芳賀 裕子氏、同 みさき投資  

 株式会社 代表取締役社長 中神 康議氏 

 

2023 年 

2022/01/16 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2022 受賞企業発表 

 Grand Prize Company Winner 日立製作所 Winner Company 村田製作所、野村総合研究所 

 特別賞・経済産業大臣賞 荏原製作所、特別賞・東京都知事賞 クボタ  

2023/01/30 コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2022 表彰式（第 8 回）＠帝国ホテル東京 

2023/2/22 「ジェンダー・ダイバーシティに関する提言」を公表 

2023/4/25 「我が国スタートアップ企業が世界で大飛躍する環境作りへの提言書」を公表 
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