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内容見本
（縮小）

『役員』を起点とした、ガバナンスを具現化するしくみを実現・運用するために、内部統制、リスクマネジメントの視点から役員の職務や処遇を解説！

第１編　役員の責任・権限

第 1章　総論　企業を取り巻く環境
変化

1 重要な法律のあいつぐ改正
2 コンプライアンス違反事例の多発
3 Ｍ＆Ａ案件の増加
4 内部統制の法制化

第 2章　ガバナンス上の役割・責任
1 取締役会の運営方法　
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　取締役会の構成員
◇　取締役会の開催方法
◇　取締役会の招集手続
◇　取締役会の決議要件
◇　議長が裁決権を有するという取締役

会規程の有効性
◇　特別取締役会
◇　特別利害関係取締役の判定
◇　特別利害関係取締役の取締役会決議

への参加の可否
◇　第三者割当増資にかかる特別利害関

係取締役
◇　譲渡制限株式の譲渡承認決議にかか

る特別利害関係取締役
◇　取締役会議事録の作成・保管
◇　取締役会議事録への署名・押印の効力
◇　取締役会議事録の備置および閲覧・

謄写
◇　取締役会の書面決議
◇　取締役会への報告およびその省略
2 取締役会の決定事項
【実務Ｑ＆Ａ】
＜総　論＞
◇　常務会・特別取締役会
＜職務権限に関する事項＞
◇　代表者の選定および解職
◇　代表取締役・代表執行役の権限
＜会社と取締役に関する事項＞
◇　競業取引
◇　利益相反取引
◇　取締役の報酬
＜組織に関する事項＞
◇　支配人その他の重要な使用人の選任

および解任
◇　支店その他の重要な組織設置，変更

および廃止
＜資本政策、会社財産に関する事項＞
◇　重要な財産の処分および譲受け
◇　多額の借財
◇　社債の募集に関する重要事項
＜株式に関する事項＞
◇　株式譲渡制限がある場合の譲渡の承

認
◇　株式譲渡を承認しない場合の譲渡の

相手先の指定
3 取締役会への報告事項
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　職務執行状況の報告
◇　競業取引の事後報告
◇　利益相反取引の事後報告
◇　特別取締役による取締役会決議がな

された場合の取締役への報告

第 3章　役員として判断すべき事項
Ⅰ 総　　論
１　役員として判断すべき事項
【実務Ｑ＆Ａ】

◇　判断にあたっての役員の義務
＜経営判断の原則と信頼の原則＞
◇　経営判断の原則
◇　経営判断の原則の審査
＜取締役の監督義務について＞
◇　取締役監督義務
◇　名目的取締役の監査義務
2 義務違反の責任追及事例の分析
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　取締役の責任追及
Ⅱ 経営上の戦略的意思決定―事業機会に
関するリスク

１　新事業分野への進出にかかるリスク
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　資金調達戦略にかかるリスク
◇　設備投資にかかるリスク
◇　グループ会社等への融資にかかるリ

スク
◇　財務報告に関するリスク
◇　事務手続に関するリスク
＜買収防衛策＞
◇ 買収防衛策とは
◇ 買収防衛策に関する指針
◇ 議決権からみる株式会社の支配権
◇ 買収を困難にするための手法
Ⅲ 事業活動の遂行に関するリスク
1 コンプライアンスに関するリスク
2 情報資産に関するリスク
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　個人情報の漏えい事案への対応

第2編　役員の処遇

第 1章　役員が会社から受ける財産
上の利益

1 役員の定義
2 役員が受ける職務執行の対価としての
財産上の利益の内容

【実務Ｑ＆Ａ】
◇　役員報酬請求権と損害賠償請求権
◇　役員報酬等と差押え

第 2章　役員報酬の決め方
1 取締役報酬の決め方
2 監査役の報酬の決め方
3 執行役の報酬等の決め方
4 会計参与の報酬等の決め方
5 会計監査人の報酬等の決め方
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　取締役の報酬の定め方
◇　取締役の報酬請求権の発生時期
◇　取締役の報酬の支給と株主総会決議

の前後関係
◇　取締役の報酬を決定した後の変更の

可否
◇　使用人兼務取締役の報酬について

第 3章　役員の処遇に関する規程
1 役員の処遇に関する規程
2 取締役報酬規程
3 退職慰労金規程
4 役員出張旅費規程
5 その他の規程

第3編　役員の会計・税務

第 1章　役員の定義
1 会計上の役員の定義
2 税法上の役員の定義
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　使用人以外の者でその法人の経営に

従事している者
◇　「経営に従事している」とは
◇　相談役となった元会長
◇　常時使用人の職務に従事している者

◇　民法法人の代表権を制限していない
理事

◇　使用人兼務役員となるための職制上
の地位の有無

◇　株式を所有している役員の使用人兼
務役員の判定

◇　補欠役員として選任されている者
◇　使用人を監査役とした場合
◇　管財人に対して支給する臨時給与

第 2章　役員報酬
1 役員報酬の会計上の処理
2 役員報酬の税務上の処理
3 役員退職給与
【実務Ｑ＆Ａ】
＜定期同額給与＞
◇　特定の月に臨時支給した場合
◇　あとの月において上乗せして支給し

た場合
◇　増額改定に伴い差額を一括支給した

場合
◇　期中に役員に昇格して，増額改定し

た場合
◇　期中に2回以上減額改定した場合
◇　期中に減額改定した場合の損金算入額
◇　分割に伴う定額増額給与の減額改定
◇　歩合給を支給した場合　　
＜事前確定届出給与＞
◇　事前確定届出給与を2回以上支給し

た場合（1）
◇　事前確定届出給与を2回以上支給し

た場合（2）
◇　届出額を超えて支給した場合
◇　給与の未払いが生じた場合
◇　支給時期が職務執行期間の前半に偏

っている場合
◇　非常勤役員に年1回支給する場合
◇　期中に交代した役員の事前確定届出給与

＜利益連動給与＞
◇　100％子会社における利益連動給与
◇　実務執行役員給与の開示方法　　
＜特殊支配同族会社＞
◇　代表取締役が2人いる場合の業務主

宰役員
◇　業務主宰役員関連者に該当するみな

し役員
◇　特殊支配同族会社の判定（1）
◇　特殊支配同族会社の判定（2）
◇　業務主宰役員が異動した場合
◇　複数の会社の業務主宰役員である場合
◇　基準期間の法人所得がプラスとなる

場合の基準所得金額
◇　基準期間の法人所得にマイナスがあ

る場合の基準所得金額
◇　設立初年度における業務主宰役員給

与の損金不算入
◇　医療法人や税理士法人に対する適用
◇　業務主宰役員給与の損金不算入額の

計算
＜役員退職給与＞
◇　役員退職給与の経理要件の変更
◇　退任した取締役が引続き使用人とし

て勤務する場合
◇　取締役から監査役になった場合に支

給する退職給与
◇　過大退職給与の不相当に高額な部分

の処理
◇　会社が受け取った生命保険金を役員

死亡退職金として支払った場合

第 3章　経済的利益
1 その他経済的利益に関する会計上の処理
2 その他経済的利益に関する税務上の処理
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　役員に対する社宅の貸付

内 容 構 成
（抜粋）

内 容 構 成
（抜粋）
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◆規程編◆
会社法対応のさまざまなモデル規程
を中心に、管理・運用に必須の諸規
則・基準・議事録を満載。

◆解　説◆
会社役員の役割・責任・処遇などにつ
いて、コーポレートガバナンス・リス
クマネジメントの視点を取り入れた、
充実の解説です。

◆実務Q&A◆
多様な場面・条件を想定した具体的
な事例を登載。ポイントや考え方も
詳しく解説しています。

◇　役員と使用人とで異なる経済的利益
◇　役員に対する金銭の無利息貸付
◇　役員に対する貸付金を所有資産によ

って返済した場合
◇　役員の源泉所得税を法人が負担した

場合
◇　役員のために一括払いした生命保険料

第 4章　ストック・オプション
1 会計処理の見直し
2 税務上の取扱い
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　新株予約権の会計処理と税務処理
◇　権利行使によって年間合計額が

1,200万円を超える場合
◇　非適格ストック・オプションの権利

を行使した場合

4編　運用・規程編

第 1章　規程集
1 基本となる規程
◇　定款
◇　取締役会規程
◇　執行役員規程
◇　監査役会規則

2 役員の職務・処遇関係規程

◇　取締役就業規則
◇　責任限定契約書
◇　取締役報酬規程
◇　取締役退職慰労金規程
◇　内部者取引（インサイダー取引）規程

3 ガバナンス関係規程（内部統制）
【1】会社法施行規則100条１項三号関係
◇　組織規程
◇　職務分掌規程
◇　職務権限規程
◇　稟議規程
◇　経営会議運営規則

【2】会社法施行規則100条１項一号関係
◇　文書管理規程
◇　規程・通達管理規程
◇　個人情報保護規程
◇　インターネット閲覧基準
◇　社外電子メール利用基準

【3】会社法施行規則100条１項二号関係
◇　リスクマネジメント基本規程
◇　危機管理規程

【4】会社法施行規則100条１項四号、３項
関係

◇　コンプライアンス規程
◇　コンプライアンスホットライン制度
◇　コンプライアンス行動マニュアル
◇　内部監査規程

◇　内部監査要項
【5】会社法施行規則100条1項五号関係　
◇　関係会社管理規程
◇　関係会社運営細則

4 株主総会決議の省略手続
◇　提案書
◇　同意書
◇　株主総会議事録（会社法319①：

みなし決議）
◇　定時株主総会議事録

5 取締役会決議の省略手続
◇　提案書
◇　同意書
◇　取締役会議事録（会社法372①：

報告の省略）
◇　取締役会議事録（会社法370：

みなし決議）
◇　取締役会議事録（通常版）

第5編　資料・統計編

◇　社長・重役の報酬・賞与・年収額の
実態

◇　下請法勧告一覧
◇　独占禁止法法的措置一覧
◇　景品表示法排除命令一覧
◇　株主代表訴訟一覧
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＜株式に関する事項＞
◇　株式譲渡制限がある場合の譲渡の承

認
◇　株式譲渡を承認しない場合の譲渡の

相手先の指定
3 取締役会への報告事項
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　職務執行状況の報告
◇　競業取引の事後報告
◇　利益相反取引の事後報告
◇　特別取締役による取締役会決議がな

された場合の取締役への報告

第 3章　役員として判断すべき事項
Ⅰ 総　　論
１　役員として判断すべき事項
【実務Ｑ＆Ａ】

◇　判断にあたっての役員の義務
＜経営判断の原則と信頼の原則＞
◇　経営判断の原則
◇　経営判断の原則の審査
＜取締役の監督義務について＞
◇　取締役監督義務
◇　名目的取締役の監査義務
2 義務違反の責任追及事例の分析
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　取締役の責任追及
Ⅱ 経営上の戦略的意思決定―事業機会に
関するリスク

１　新事業分野への進出にかかるリスク
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　資金調達戦略にかかるリスク
◇　設備投資にかかるリスク
◇　グループ会社等への融資にかかるリ

スク
◇　財務報告に関するリスク
◇　事務手続に関するリスク
＜買収防衛策＞
◇ 買収防衛策とは
◇ 買収防衛策に関する指針
◇ 議決権からみる株式会社の支配権
◇ 買収を困難にするための手法
Ⅲ 事業活動の遂行に関するリスク
1 コンプライアンスに関するリスク
2 情報資産に関するリスク
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　個人情報の漏えい事案への対応

第2編　役員の処遇

第 1章　役員が会社から受ける財産
上の利益

1 役員の定義
2 役員が受ける職務執行の対価としての
財産上の利益の内容

【実務Ｑ＆Ａ】
◇　役員報酬請求権と損害賠償請求権
◇　役員報酬等と差押え

第 2章　役員報酬の決め方
1 取締役報酬の決め方
2 監査役の報酬の決め方
3 執行役の報酬等の決め方
4 会計参与の報酬等の決め方
5 会計監査人の報酬等の決め方
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　取締役の報酬の定め方
◇　取締役の報酬請求権の発生時期
◇　取締役の報酬の支給と株主総会決議

の前後関係
◇　取締役の報酬を決定した後の変更の

可否
◇　使用人兼務取締役の報酬について

第 3章　役員の処遇に関する規程
1 役員の処遇に関する規程
2 取締役報酬規程
3 退職慰労金規程
4 役員出張旅費規程
5 その他の規程

第3編　役員の会計・税務

第 1章　役員の定義
1 会計上の役員の定義
2 税法上の役員の定義
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　使用人以外の者でその法人の経営に

従事している者
◇　「経営に従事している」とは
◇　相談役となった元会長
◇　常時使用人の職務に従事している者

◇　民法法人の代表権を制限していない
理事

◇　使用人兼務役員となるための職制上
の地位の有無

◇　株式を所有している役員の使用人兼
務役員の判定

◇　補欠役員として選任されている者
◇　使用人を監査役とした場合
◇　管財人に対して支給する臨時給与

第 2章　役員報酬
1 役員報酬の会計上の処理
2 役員報酬の税務上の処理
3 役員退職給与
【実務Ｑ＆Ａ】
＜定期同額給与＞
◇　特定の月に臨時支給した場合
◇　あとの月において上乗せして支給し

た場合
◇　増額改定に伴い差額を一括支給した

場合
◇　期中に役員に昇格して，増額改定し

た場合
◇　期中に2回以上減額改定した場合
◇　期中に減額改定した場合の損金算入額
◇　分割に伴う定額増額給与の減額改定
◇　歩合給を支給した場合　　
＜事前確定届出給与＞
◇　事前確定届出給与を2回以上支給し

た場合（1）
◇　事前確定届出給与を2回以上支給し

た場合（2）
◇　届出額を超えて支給した場合
◇　給与の未払いが生じた場合
◇　支給時期が職務執行期間の前半に偏

っている場合
◇　非常勤役員に年1回支給する場合
◇　期中に交代した役員の事前確定届出給与

＜利益連動給与＞
◇　100％子会社における利益連動給与
◇　実務執行役員給与の開示方法　　
＜特殊支配同族会社＞
◇　代表取締役が2人いる場合の業務主

宰役員
◇　業務主宰役員関連者に該当するみな

し役員
◇　特殊支配同族会社の判定（1）
◇　特殊支配同族会社の判定（2）
◇　業務主宰役員が異動した場合
◇　複数の会社の業務主宰役員である場合
◇　基準期間の法人所得がプラスとなる

場合の基準所得金額
◇　基準期間の法人所得にマイナスがあ

る場合の基準所得金額
◇　設立初年度における業務主宰役員給

与の損金不算入
◇　医療法人や税理士法人に対する適用
◇　業務主宰役員給与の損金不算入額の

計算
＜役員退職給与＞
◇　役員退職給与の経理要件の変更
◇　退任した取締役が引続き使用人とし

て勤務する場合
◇　取締役から監査役になった場合に支

給する退職給与
◇　過大退職給与の不相当に高額な部分

の処理
◇　会社が受け取った生命保険金を役員

死亡退職金として支払った場合

第 3章　経済的利益
1 その他経済的利益に関する会計上の処理
2 その他経済的利益に関する税務上の処理
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　役員に対する社宅の貸付

内 容 構 成
（抜粋）

内 容 構 成
（抜粋）
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◆規程編◆
会社法対応のさまざまなモデル規程
を中心に、管理・運用に必須の諸規
則・基準・議事録を満載。

◆解　説◆
会社役員の役割・責任・処遇などにつ
いて、コーポレートガバナンス・リス
クマネジメントの視点を取り入れた、
充実の解説です。

◆実務Q&A◆
多様な場面・条件を想定した具体的
な事例を登載。ポイントや考え方も
詳しく解説しています。

◇　役員と使用人とで異なる経済的利益
◇　役員に対する金銭の無利息貸付
◇　役員に対する貸付金を所有資産によ

って返済した場合
◇　役員の源泉所得税を法人が負担した

場合
◇　役員のために一括払いした生命保険料

第 4章　ストック・オプション
1 会計処理の見直し
2 税務上の取扱い
【実務Ｑ＆Ａ】
◇　新株予約権の会計処理と税務処理
◇　権利行使によって年間合計額が

1,200万円を超える場合
◇　非適格ストック・オプションの権利

を行使した場合

4編　運用・規程編

第 1章　規程集
1 基本となる規程
◇　定款
◇　取締役会規程
◇　執行役員規程
◇　監査役会規則

2 役員の職務・処遇関係規程

◇　取締役就業規則
◇　責任限定契約書
◇　取締役報酬規程
◇　取締役退職慰労金規程
◇　内部者取引（インサイダー取引）規程

3 ガバナンス関係規程（内部統制）
【1】会社法施行規則100条１項三号関係
◇　組織規程
◇　職務分掌規程
◇　職務権限規程
◇　稟議規程
◇　経営会議運営規則

【2】会社法施行規則100条１項一号関係
◇　文書管理規程
◇　規程・通達管理規程
◇　個人情報保護規程
◇　インターネット閲覧基準
◇　社外電子メール利用基準

【3】会社法施行規則100条１項二号関係
◇　リスクマネジメント基本規程
◇　危機管理規程

【4】会社法施行規則100条１項四号、３項
関係

◇　コンプライアンス規程
◇　コンプライアンスホットライン制度
◇　コンプライアンス行動マニュアル
◇　内部監査規程

◇　内部監査要項
【5】会社法施行規則100条1項五号関係　
◇　関係会社管理規程
◇　関係会社運営細則

4 株主総会決議の省略手続
◇　提案書
◇　同意書
◇　株主総会議事録（会社法319①：

みなし決議）
◇　定時株主総会議事録

5 取締役会決議の省略手続
◇　提案書
◇　同意書
◇　取締役会議事録（会社法372①：

報告の省略）
◇　取締役会議事録（会社法370：

みなし決議）
◇　取締役会議事録（通常版）

第5編　資料・統計編

◇　社長・重役の報酬・賞与・年収額の
実態

◇　下請法勧告一覧
◇　独占禁止法法的措置一覧
◇　景品表示法排除命令一覧
◇　株主代表訴訟一覧



会社法を中心とした最新の法改正に対応！コーポレートガバナンス上の、内部統制や 
リスクマネジメントなど企業活動で必要となる視点を取り入れた実務解説を満載!

弁護士法人  
中央総合法律事務所 編著 
◆B5判・加除式・全1巻 
◆定価 13,230円（本体 12,600円） 
 

本書のポイント 本書のポイント 本書のポイント 
経営トップに不可欠な内部統制、 
リスクマネジメントの考え方を解説！ 

　◆　ガバナンス上の役員の役割 

　◆　業務監査上の内部統制、リスクマネ
ジメントの観点に基づく役員の役割、
職務権限、責任 

　◆　役員の処遇（報酬等）に関する実例
や運用方法 

　◆　役員をめぐる会計・税務の諸問題 
　◆　役員の職務・処遇に関するさまざま

なモデル規程と、その作成のポイン
ト解説 

　◆　入手の難しい役員の報酬・賞与・退
職慰労金に関する動向を統計資料と
して登載 
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企業役員 




