
 
 

ICGN Affirms New Japan Governance Priorities 
 
 
London, United Kingdom, embargoed until 0900 (JST) 04 October 2022: ICGN will 
announce a series of new governance priorities for Japan at a meeting of global institutional 
investors, companies, and stakeholders, hosted by the Tokyo Stock Exchange and the Japan 
Exchange Group taking place in Tokyo on 04 October 2022. 

 
Japan is an important capital market for ICGN Members, many of whom are investors 
responsible for assets of around $70 trillion based largely in Europe and North America, with 
growing representation in Asia. First published at the ICGN Annual Conference in Tokyo on 16 
July 2019, this second edition of the Japan Governance Priorities provides guidance to 
regulators, companies, and stakeholders around matters of significance to domestic and 
overseas investors which may influence company voting, engagement, and investments.  

 
In updating the Japan Governance Priorities, ICGN considered recent changes to the Japan 
Corporate Governance Code and ICGN’s own Global Governance Principles, the latter often 
referred to by governments in the development of national codes. ICGN’s CEO, Kerrie Waring, 
serves as a Member of the TSE and FSA convened Council of Experts Follow-up of Japan’s 
Stewardship Code, and Corporate Governance Code, and said:  

 
“The themes presented this year acknowledge the positive corporate governance, investor 
stewardship, corporate reporting and audit reforms that have taken place in Japan. ICGN’s 
recommendations are intended to encourage continued momentum under the Kishida 
Administration aligned with international acceptance, that effective corporate governance based 
on the principles of fairness, accountability, responsibility, and transparency directly contribute to 
successful companies and sustained value creation.”  

 
The Japan Governance Priorities feature over 30 recommendations based around the following 
themes: 

 
1. Corporate reporting focused on timing of publication of AGM notices and securities 

reports, dispersion of AGMs, board accountability for corporate reporting, internal control, 
audit committees and sustainability reporting standards and frameworks. 

 
2. Board independence focused on board effectiveness, independence levels, 

independence criteria evaluation, appointment process, diversity, board leadership and 
use of senior advisors. 

 
3. Board evaluation and Nomination Committees focused on evaluation process, results 

disclosure, committee charter publication, appointment of external consultants, and role 
of the lead independent director.  

 
4. Capital efficiency and cross-shareholdings focused on capital allocation policies, cross-

shareholding rationale, approach to dividends, and disclosure around economic 
profitability relative to cost of capital. 

 
5. Executive pay and Remuneration Committees focused on remuneration setting process, 

pay disclosure, mandatory rule changes, committee charter publication, performance 
related incentives, and disclosure of non-executive director remuneration. 

 
A copy of the ICGN Japan Governance Priorities is attached to this release. 

 

ENDS.  



Note to Editors  
 

About ICGN 
 

Led by investors responsible for assets under management of around $70 trillion, and bringing 
together companies and stakeholders, ICGN advances the highest standards of corporate 
governance and investor stewardship worldwide in pursuit of long-term value creation, 
contributing to healthy and sustainable economies, societies, and environment.  

 
ICGN’s comprehensive international work programme is based around three core objectives as 
follows: 

 
• Influence: Promoting ICGN Principles as investor-led global standards for governance 

and stewardship and influencing public policy and professional practice.   
 

• Connect: Delivering high-quality global events and webinars with unrivalled opportunities 
for networking, knowledge-sharing and collaboration.  
 

• Inform: Enhancing professionalism in governance and stewardship practice through 
information and education.  

 
Publication launch 

 
ICGN will be hosting a live in-person event at the Tokyo Stock Exchange (2-1 Nihombashi 
Kabutocho, Chuo-ku Tokyo 103-8220 Japan) on 04 October 2022 entitled ‘ICGN Japan 
Governance Priorities’ to launch this publication.  

 
ICGN will have a recording available after the event uploaded onto the icgn.org website. 

 
Enquiries 

 
For press enquiries, please contact Christopher Smith: 

 
T: (+44) 204 541 7254 
E: christopher.smith@icgn.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                
 

ICGN 新版「日本のガバナンスの優先課題」を決定 
 
英国、ロンドン、2022 年 10 月 4 日 09:00 までリリース禁止:  

ICGN は、2022 年 10 月 4 日に東京で開催されます東京証券取引所および日本取引所グループが

主催する世界の機関投資家、企業、およびステークホルダーの会議で、新版の「日本のガバナンス

の優先課題」を発表します。 

 

日本は ICGN メンバーにとって重要な資本市場であり、その多くは、主に欧州と北米に拠点を置く

約 70 兆ドルの運用資産を保有する投資家であり、アジアでも会員が増えています。 2019 年 7 月 

16 日に東京で開催された ICGN 年次総会で最初に発行されたこの「日本のガバナンスの優先課題」

の第 2 版は、企業の議決権行使、対話、および投資に影響を与える可能性のある、国内外の投資

家にとって重要な問題について、監督当局、企業、およびステークホルダーにガイダンスを提供し

ます。 .  

 

「日本のガバナンスの優先課題」を更新するにあたり、ICGN は、日本のコーポレートガバナンス・コ

ードおよび ICGN 独自のグローバルガバナンス原則に関する最近の変更を考慮しました。 ICGN の 

CEO である ケリー・ワリングは、東京証券取引所および金融庁が招集した日本版スチュワードシッ

プ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードのフォローアップに関する専門家会議のメンバーを

務めており、次のように述べています。 

 

 「今年提示されたテーマは、日本で行われた積極的なコーポレートガバナンス、投資家のスチュワ
ードシップ、企業報告、監査に関する改革を認識した上のものです。 ICGN の勧告は、公平性、説
明責任、責務、透明性の原則に基づく効果的なコーポレートガバナンスが企業の成功と持続的な
価値創造に直接貢献するという、国際的な認識に沿った岸田政権下での継続的な取り組みを促す
ことを目的としています。」  
 

「日本のガバナンスの優先課題」には、次のテーマに関連する 30 以上の推奨事項が含まれていま

す。  

 

1. 企業報告は、株主総会招集通知と有価証券報告書の発行のタイミング、株主総会の分散、企

業報告に対する取締役会の説明責任、内部統制、監査委員会、持続可能性に関する報告基

準とフレームワーク に焦点をあてています。 

 

2. 取締役会の独立性は、取締役会の有効性、独立性レベル、独立性基準の評価、指名プロセス、

多様性、取締役会のリーダーシップ、顧問・相談役の利用に焦点をあてています。  

 

3. 取締役会の評価および指名委員会は、評価プロセス、結果の開示、委員会規則の公表、外部コ

ンサルタントの任命、筆頭独立取締役の役割に焦点をあてています。  

 

4. 資本配分方針、株式持ち合いの理論的根拠、配当へのアプローチ、および資本コストと比較した

経済的収益性に関する開示に焦点を当てた資本効率と株式持ち合いに焦点をあてています。  

 

5. 役員報酬および報酬委員会は、報酬設定プロセス、報酬の開示、法令による開示規則の変更、

委員会規則の公表、業績に関連するインセンティブ、非執行取締役報酬の開示に焦点をあてて

います。  

 

このリリースには、「ICGN 日本のガバナンスの優先課題」のコピーが添付されています。  

 

以上 

 

 



編集者への注記  

 

ICGN について  

約 70 兆ドルの運用資産に責任を負う投資家が主導し、企業とステークホルダーを結び付ける 

ICGN は、長期的な価値の創造を追求し、健全で持続可能な経済、社会と環境に貢献するために、

世界中の最高水準のコーポレートガバナンスと投資家のスチュワードシップを推進します。 

 

ICGN の包括的な国際ワーク・プログラムは、次の 3 つの主要な目的に基づいています。  

• 影響を与える: ICGN 原則を投資家主導のガバナンスとスチュワードシップの世界基準として推進

し、公共政策と専門的実践に影響を与えます。  

• 繋ぐ: 高品質のグローバルなイベントとウェビナーを提供し、ネットワーキング、知識及び協働のた

めの比類のない機会を提供します。  

• 情報を提供する: 情報と教育を通じて、ガバナンスとスチュワードシップの実践における 

プロフェッショナリズムを強化します。  

 

 

 

公表開始  

 

ICGN は、2022 年 10 月 4 日に東京証券取引所 (〒103-8220 東京都中央区日本橋兜町 2-1) で、

「ICGN 日本のガバナンスの優先課題」と題するライブの対面イベントを開催し、この意見書を発表

します。  

 

ICGN は、イベントを icgn.org ウェブサイトにアップロードした後、録画を視聴できるようにします。  

 

お問い合わせ  

 

プレスに関するお問い合わせは、Christopher Smith までご連絡ください。  

電話: (+44) 204 541 7254  

メール: christopher.smith@icgn.org 
 


