
《移動例会》  駿河台大学

・点　鐘　安藤会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　川村正幸様�

【会長報告】

　素晴らしい会場での移動例会。普段と違う

角度からの飯能の眺めを堪能された事と思い

ます。施設管理等も行き届いており、学びに

は最適の環境と感じました。このような機会

を頂き心から御礼申し上げます。学生に戻っ

た感覚で卓話を頂戴したいと思います。

　９／５夜、入間での会長幹事会に幹事と出席。

明年３／９入間ＲＣ主催のＩＭ、テーマは新世代

関連。実行委員（１名）選出は会長幹事にご一

任頂き１０月の理事会で承認頂きます。

【幹事報告】
・例会後、小澤副学長に構内を案内して頂きます。
・９／３０（日）池上彰氏講演会　駿河台大学
◎例会変更のお知らせ
◇所沢ＲＣ
・９／２５（火）　移動夜間例会　徳樹庵
・１０／２３（火）  例会振替１０／２１～２２親睦旅行
・１０／３０（火）  休会（定款第６条）
◇新所沢ＲＣ
・１０／１６（火）  移動例会
・１０／２３（火）  振替休会
　　　　　　　   １０／２７～２８所沢市民フェスティバル参加
・１０／３０（火）  例会取消（定款６―１―Ｃ）
・１１／２０（火）  移動例会
◇所沢中央ＲＣ
・１０／８（月）     例会取消（法定休日）
・１０／１５（月）  平岡ガバナー補佐訪問
・１０／２２（月）  鈴木ガバナー公式訪問
・１０／２９（月）  振替休会
　　　　　　　   １０／２７～２８所沢市民フェスティバル参加

◇入間南ＲＣ�
・９／２５（火）　月見家族例会　点鐘１８：３０�
・１０／２（火）　ガバナー公式訪問�
・１０／９（火）　入間基地見学�
・１０／１６（火）  例会取止（定款６―１―Ｃ）�
・１０／２３・３０（火）  入間万燈まつり（１０／２７～２８）に振替�

【委員会報告】

◎ロータリー財団委員会　　　　　　田辺君

　9／8女性教育会館で研修。奨学生候補３名の

紹介と帰国報告。あと４回の研修には会長も

出席をとの事。毎月、４０～５０頁の財団会報を

メール送信、読むのは私だそうです。クラブで

の手続きが終了しないと地区補助金申請が認

められない。奨学生の申請もあるため、理事会

に早めに提案したいと思います。

【セミナー報告】

◎米山記念奨学委員会　　　　　  市川（洋）君

　９／８・９静岡の米山記念館と梅吉翁の墓参

に参加。中国８名、韓国２名、台湾１名、マレー

シア１名、インド１名と地区役員の総勢２７名。

奨学生達は助け合いの心で横の連絡が取れて

おり兄弟のように協力し合っていました。飯

能の参加は約１０年振り、所沢等では２年に１回。

何回も行った方が良いかなと思いました。

【出席報告】無断欠席なし　中里（忠）出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

９／８（地区）市川（洋）君、田辺君

９／１１（日高）矢島（巌）君、杉田君、山岸君、和泉君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・川村学長先生、本日は卓話を頂き有難うご

　ざいます。よろしくお願い致します。

　　　  市川（洋）君、安藤君、島田君、山川君

　　　  吉田（武）君、小川君、高橋君、雨間君�

・結婚記念のお花有難うございます。

　９／９地域ふくしフォーラム、無事終わりました。

　大成功でした。有難うございました。　 大野君�

本日計１６，０００円、累計額２２１，６１０円。

◎１９日例会当番は増島会員、間邉会員です。

�【卓　　話】
講師紹介　　　  市川（洋）米山記念奨学委員長
　静岡県生まれ、６７歳。１９６９年、一橋大学法学
部卒業後、大学院で博士課程を修得。一橋大学
法学部助手、講師、助教授を経て、８６年、教授に。
２０００年、学長特別補佐（国立大学法人化担当）。
０２～０４年、理事・副学長。０９年、一橋大学を定
年退職、４月より駿河台大学大学院法務研究科
教授に就任。１０年、法務研究科長。１１年より
学長。この間、公認会計士試験委員、司法試験
考査委員、文科省の法科大学院特別委員会委員、
同省の中央教育審議会専門委員、等。

　本学の経営戦略会議では、グランドデザイン、

「どういった大学であるべきか」を構想する中

で“地域に根ざした大学”を考えており、地域

社会、産業・経済界との交流、Ｗｉｎ―Ｗｉｎの、

お互いにとって利益になる交流をどんどん考

えていきたいと思っております。

　最近、会社法改正要綱案が公表されました。

現行の会社法（Ｈ１８年施行）は、経済界からの

要望をかなり取り入れ、世界で経済競争に勝

ち抜くためのベースになるよう作られたもの。

小泉改革等に繋がる規制緩和を大胆に進める

発想を持っていた。ところが、リーマンショック

で経済状況は変動を来し、民主党政権が出来る。

今は規制の方向に向いつつあるのがトレンド。

これは世界的な傾向と連動しています。要綱

案は順調ならば来年７月には成立します。

　改正のポイントは主に

コーポレート・ガバナンス

（企業統治）面。改正議論

の中、オリンパスや大王

製紙事件が起こった。社

外取締役を全ての会社に

入れる規定にしようとし

たが、経済界から「今だっ

て社外監査役を沢山入れ

ている」「そんなに社外で適当な人がいるのか」等

反論が出て結局見送られました。しかし、公表

された要綱案には「社外取締役を本来置くべ

きなのに置かないというからにはその理由を

書け」等の強制や、「独立役員」等、「社外取締役

の資格の厳格化」が入っています。親会社が

子会社の利益を吸い上げる問題等が発生する

事もあり、子会社の取締役として親会社の役

員は適当ではないという事です（重要な取引

先の役員ならば可）。「監査・監督委員会」の特

色は、委員全員が取締役、その過半数が社外取

締役というもの。「社外監査役をスライドさせ

ても可」等、さまざまなメリットを置いてこれ

に誘導しようという制度になっています。

　社外取締役は「経営全般の監督」「経営全般

の評価に基づき、経営者の監督」「経営者と会

社との間の利益相反の監督」の３点が期待さ

れているわけですが、そもそもコーポレート・

ガバナンスで議論されて来た問題点は上記の

ような経営に関わる問題ばかりではなく、「違

法な経営のチェック」という事でした。

　海外の機関投資家が日本のコーポレート・

ガバナンスに対して「社外取締役を入れろ」と

言うのは、「株主利益を重視した経営をしろ」

「リターンをもっとよこす経営をするよう、

社外取締役が監督しろ」という事なのだろう

と私は思います。

「コーポレート・ガバナンスを改善したら経

営が良くなるか」という事も１つの論点で、

「良くならない」という意見も強い。社外取締

役を入れる最大のメリットは、株主の立場で

経営者にいろいろものを言っていく事ですが、

株主の利益を重視、最大化を図る事と、経営上

のさまざまな問題というのは必ずしも簡単に

は結び付かない、矛盾するところが必ずある。

　制度が普及している米国では、取締役１０人中、

７、８名が社外取締役。「ＲＪＲナビスコ」では、

社長が「プライベートジェットや会社の借り

ているホテルをどんどん使ってください」等

と言って社外取締役を取り込み、全然機能し

なくなるという事もありました。

　会社経営者は当然、ステークホルダー［株主

以外の会社の利害関係者］（従業員、等）の利益

や地域社会の利益も考えて経営を行っていか

なければなりません。株主とステークホルダ

ーの利益を調和させ、会社を発展させていく。

それが株主利益にも繋がっていくという確信

を持って経営する。それがコーポレート・ガ

バナンスの結論ではないかと思っています。

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

５４名 ４９名６名 ８５．７１％９０．７４％ ８７．０４％

※次週の例会案内は省略。

川村正幸様

当 番 小久保君、川口君

“ 奉仕を通じて平和を ”

新 世 代 の た め の 月 間
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安 藤 泰 雄 島 田 秀 和

例会場：マロウドイン飯能

晴
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“各ロータリアンは青少年の模範”

会社法中の株主利益と社外取締役の意義

駿河台大学　学長



《移動例会》  駿河台大学

・点　鐘　安藤会長

・ソング　我等のなりわい�

・卓　話　川村正幸様�

【会長報告】

　素晴らしい会場での移動例会。普段と違う

角度からの飯能の眺めを堪能された事と思い

ます。施設管理等も行き届いており、学びに

は最適の環境と感じました。このような機会

を頂き心から御礼申し上げます。学生に戻っ

た感覚で卓話を頂戴したいと思います。

　９／５夜、入間での会長幹事会に幹事と出席。

明年３／９入間ＲＣ主催のＩＭ、テーマは新世代

関連。実行委員（１名）選出は会長幹事にご一

任頂き１０月の理事会で承認頂きます。

【幹事報告】
・例会後、小澤副学長に構内を案内して頂きます。
・９／３０（日）池上彰氏講演会　駿河台大学
◎例会変更のお知らせ
◇所沢ＲＣ
・９／２５（火）　移動夜間例会　徳樹庵
・１０／２３（火）  例会振替１０／２１～２２親睦旅行
・１０／３０（火）  休会（定款第６条）
◇新所沢ＲＣ
・１０／１６（火）  移動例会
・１０／２３（火）  振替休会
　　　　　　　   １０／２７～２８所沢市民フェスティバル参加
・１０／３０（火）  例会取消（定款６―１―Ｃ）
・１１／２０（火）  移動例会
◇所沢中央ＲＣ
・１０／８（月）     例会取消（法定休日）
・１０／１５（月）  平岡ガバナー補佐訪問
・１０／２２（月）  鈴木ガバナー公式訪問
・１０／２９（月）  振替休会
　　　　　　　   １０／２７～２８所沢市民フェスティバル参加

◇入間南ＲＣ�
・９／２５（火）　月見家族例会　点鐘１８：３０�
・１０／２（火）　ガバナー公式訪問�
・１０／９（火）　入間基地見学�
・１０／１６（火）  例会取止（定款６―１―Ｃ）�
・１０／２３・３０（火）  入間万燈まつり（１０／２７～２８）に振替�

【委員会報告】

◎ロータリー財団委員会　　　　　　田辺君

　9／8女性教育会館で研修。奨学生候補３名の

紹介と帰国報告。あと４回の研修には会長も

出席をとの事。毎月、４０～５０頁の財団会報を

メール送信、読むのは私だそうです。クラブで

の手続きが終了しないと地区補助金申請が認

められない。奨学生の申請もあるため、理事会

に早めに提案したいと思います。

【セミナー報告】

◎米山記念奨学委員会　　　　　  市川（洋）君

　９／８・９静岡の米山記念館と梅吉翁の墓参

に参加。中国８名、韓国２名、台湾１名、マレー

シア１名、インド１名と地区役員の総勢２７名。

奨学生達は助け合いの心で横の連絡が取れて

おり兄弟のように協力し合っていました。飯

能の参加は約１０年振り、所沢等では２年に１回。

何回も行った方が良いかなと思いました。

【出席報告】無断欠席なし　中里（忠）出席委員長

【Ｍ　　Ｕ】

９／８（地区）市川（洋）君、田辺君

９／１１（日高）矢島（巌）君、杉田君、山岸君、和泉君

【ＳＡＡ報告】

◎ニコニコＢＯＸ�

・川村学長先生、本日は卓話を頂き有難うご

　ざいます。よろしくお願い致します。

　　　  市川（洋）君、安藤君、島田君、山川君

　　　  吉田（武）君、小川君、高橋君、雨間君�

・結婚記念のお花有難うございます。

　９／９地域ふくしフォーラム、無事終わりました。

　大成功でした。有難うございました。　 大野君�

本日計１６，０００円、累計額２２１，６１０円。

◎１９日例会当番は増島会員、間邉会員です。

�【卓　　話】
講師紹介　　　  市川（洋）米山記念奨学委員長
　静岡県生まれ、６７歳。１９６９年、一橋大学法学
部卒業後、大学院で博士課程を修得。一橋大学
法学部助手、講師、助教授を経て、８６年、教授に。
２０００年、学長特別補佐（国立大学法人化担当）。
０２～０４年、理事・副学長。０９年、一橋大学を定
年退職、４月より駿河台大学大学院法務研究科
教授に就任。１０年、法務研究科長。１１年より
学長。この間、公認会計士試験委員、司法試験
考査委員、文科省の法科大学院特別委員会委員、
同省の中央教育審議会専門委員、等。

　本学の経営戦略会議では、グランドデザイン、

「どういった大学であるべきか」を構想する中

で“地域に根ざした大学”を考えており、地域

社会、産業・経済界との交流、Ｗｉｎ―Ｗｉｎの、

お互いにとって利益になる交流をどんどん考

えていきたいと思っております。

　最近、会社法改正要綱案が公表されました。

現行の会社法（Ｈ１８年施行）は、経済界からの

要望をかなり取り入れ、世界で経済競争に勝

ち抜くためのベースになるよう作られたもの。

小泉改革等に繋がる規制緩和を大胆に進める

発想を持っていた。ところが、リーマンショック

で経済状況は変動を来し、民主党政権が出来る。

今は規制の方向に向いつつあるのがトレンド。

これは世界的な傾向と連動しています。要綱

案は順調ならば来年７月には成立します。

　改正のポイントは主に

コーポレート・ガバナンス

（企業統治）面。改正議論

の中、オリンパスや大王

製紙事件が起こった。社

外取締役を全ての会社に

入れる規定にしようとし

たが、経済界から「今だっ

て社外監査役を沢山入れ

ている」「そんなに社外で適当な人がいるのか」等

反論が出て結局見送られました。しかし、公表

された要綱案には「社外取締役を本来置くべ

きなのに置かないというからにはその理由を

書け」等の強制や、「独立役員」等、「社外取締役

の資格の厳格化」が入っています。親会社が

子会社の利益を吸い上げる問題等が発生する

事もあり、子会社の取締役として親会社の役

員は適当ではないという事です（重要な取引

先の役員ならば可）。「監査・監督委員会」の特

色は、委員全員が取締役、その過半数が社外取

締役というもの。「社外監査役をスライドさせ

ても可」等、さまざまなメリットを置いてこれ

に誘導しようという制度になっています。

　社外取締役は「経営全般の監督」「経営全般

の評価に基づき、経営者の監督」「経営者と会

社との間の利益相反の監督」の３点が期待さ

れているわけですが、そもそもコーポレート・

ガバナンスで議論されて来た問題点は上記の

ような経営に関わる問題ばかりではなく、「違

法な経営のチェック」という事でした。

　海外の機関投資家が日本のコーポレート・

ガバナンスに対して「社外取締役を入れろ」と

言うのは、「株主利益を重視した経営をしろ」

「リターンをもっとよこす経営をするよう、

社外取締役が監督しろ」という事なのだろう

と私は思います。

「コーポレート・ガバナンスを改善したら経

営が良くなるか」という事も１つの論点で、

「良くならない」という意見も強い。社外取締

役を入れる最大のメリットは、株主の立場で

経営者にいろいろものを言っていく事ですが、

株主の利益を重視、最大化を図る事と、経営上

のさまざまな問題というのは必ずしも簡単に

は結び付かない、矛盾するところが必ずある。

　制度が普及している米国では、取締役１０人中、

７、８名が社外取締役。「ＲＪＲナビスコ」では、

社長が「プライベートジェットや会社の借り

ているホテルをどんどん使ってください」等

と言って社外取締役を取り込み、全然機能し

なくなるという事もありました。

　会社経営者は当然、ステークホルダー［株主

以外の会社の利害関係者］（従業員、等）の利益

や地域社会の利益も考えて経営を行っていか

なければなりません。株主とステークホルダ

ーの利益を調和させ、会社を発展させていく。

それが株主利益にも繋がっていくという確信

を持って経営する。それがコーポレート・ガ

バナンスの結論ではないかと思っています。

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

※次週の例会案内は省略。

川村正 幸 様

当 番 小久保君、川口君

“ 奉仕を通じて平和を ”

新 世 代 の た め の 月 間

重 点 課 題 は 奉 仕 の 追 求

安 藤 泰 雄 島 田 秀 和

例会場：マロウドイン飯能

晴

鈴 木 秀 憲

田 中 作 次

“各ロータリアンは青少年の模範”

会社法中の株主利益と社外取締役の意義

駿河台大学　学長


