
上場会社役員のスキルアップと取締役会の実効性向上を実現！
コーポレートガバナンス・コードに資する役員向けトレーニングをサポートする

Powered by ＴＭＩ総合法律事務所
 EY新日本有限責任監査法人
 東京海上日動火災保険株式会社

●記事コンテンツからセミナー、社内研修まで
　充実の役員トレーニングメニューを提供

●「難しいことを易しく伝える」を徹底的に追求
　“専門外”の高度な知識も吸収しやすい

●インターネットをフル活用し、圧倒的な低コストを実現
　転勤中の役員や地方企業にも便利

●弁護士、公認会計士への無料相談特典

●「社外役員データベース」＋「交流会」で、
　社外役員候補と企業の出会いを実現



　　  コーポレートガバナンス・コードの充足と
　　  取締役会の実効性向上を同時実現
　上場会社役員ガバナンスフォーラムは、我が国の５大法律事務所
の一角を占め、企業法務分野における最高レベルの知見を有するこ
とでも名高いＴＭＩ総合法律事務所と、世界“ビック４”の１つＥＹグ
ループに属し、我が国最大級の監査法人であるEY新日本有限責任監
査法人のタイアップにより実現した上場会社役員（社外を含む取締
役・監査役）等向けのポータルサイトを運営する会員組織です。
　「コーポレートガバナンス・コード」では「取締役・監査役のトレーニ
ング」が求められ、会社は取締役・監査役に対してトレーニング機会の
提供・斡旋や費用の支援を行うとともに、投資家に対して「トレーニン
グの方針」を開示しなければなりません。さらに、取締役や監査役は、
その職務に必要な知識を継続的に更新していく必要もあります。上場
会社役員ガバナンスフォーラムは、豊富な記事コンテンツからセミ
ナー、社内研修まで、コーポレートガバナンス・コードを充足するうえ
で十分なコンテンツを低コストでご提供します。
　充実した役員のトレーニングは、取締役会における議論を活発化さ
せるとともにその質を高め、「取締役会の実効性」の向上にも大いに
貢献するはずです。

上場会社役員ガバナンスフォーラムの会員になると、下記のような特典があります。

上場会社役員ガバナンスフォーラムとは？

会員のメリット

　　  「難しいことを易しく伝える」を徹底的に追求、
　　  “専門外”の高度な知識も吸収しやすい 
　役員である以上、取締役会の参加メンバーの１人として、自分の専
門外のテーマであっても経営判断に加わることが求められ、役員とし
ての責任を他の役員とともに負うことになります。ただ、営業、経理、法
務、経営企画、技術など、役員のバックグラウンド・専門分野は大きく
異なる中で、“畑違い”の分野の知識や情報を獲得していくことは容易
ではありません。多忙な役員が自分の専門外の専門書や専門誌等を
読みこなすのは困難であり、また、その時間もないのが現実でしょう。
　上場会社役員ガバナンスフォーラムは、コーポレートガバナンス・
コードが求める「取締役・監査役のトレーニング」に十分に資する豊富
で高度なコンテンツの提供を心掛けながらも、「難しいことを平易に
伝える」ことに徹底的にこだわります。また、「取締役・監査役のトレー
ニング」に活用していただくことを前提にしつつ、同時に“面白さ”や
“ユニークな企画”も追求していきます。
　多忙な役員の皆様が、効率的に、そして楽しみながら知識・情報武
装を図れるようにすることが、上場会社役員ガバナンスフォーラムの
ミッションだと考えます。

上場会社の取締役、社外取締役
上場会社の監査役、社外監査役
上場会社の執行役員、取締役・監査役候補

上場会社の社外取締役、社外監査役を志している方
独立性のある社外役員（社外取締役、社外監査役）を探している上場会社の方
上場会社をクライアントとする弁護士、公認会計士、税理士や経営コンサルタントの方
将来、上場会社の経営幹部に招へいされる可能性がある金融機関の方
上場を目指す会社の役員の方

こんな方にお勧めします。

年間12本程度のセミナー参加も追加費用なし！ 弁護士、会計士への無料相談も！

すべてのコンテンツの閲覧
平日毎日更新されるニュースなどの
記事やウェブセミナーを含め、すべて
のコンテンツをご覧いただくことがで
きます。

セミナーへの無料参加
最近話題のトピックス、役員が職務をこなす中で問題になりやすいテーマを中心に年間12本
程度のセミナーに無料で参加できます（ウェブセミナーとしてPC&スマートフォンでも閲覧可）。

役員実務相談の利用
役員が日々の職務をこなすうえでぶつ
かった悩みや疑問を弁護士、公認会
計士などの専門家に相談し、簡易なコ
メントを得ることができます。
※会員の方は原則無料ですが、高度
に専門的な知識を必要とする場合、有
料となる場合があります（その場合、
事前にご相談させていただきます）。

名刺や履歴書に「上場会社役員ガバナンスフォーラム会員」と
記載できます。
コーポレートガバナンスに対して高い意識を持っていることの対外的なアピールになります。

会社別オーダーメイド研修、新任役員向けトレーニングプログラム
の割引受講
貴社が現在あるいは将来において直面する経営課題、リスク、経営上の関心事を把握したうえで作成さ
れる貴社オリジナルの「オーダーメイド研修」、新任役員・役員候補者が知っておくべき実践的な知識を
網羅的にカバーした「新任役員向けトレーニングプログラム」を割引価格で受講することができます。

社外役員データベースの利用、交流会へのご優待（※）
社外役員（社外取締役、社外監査役）と企業のマッチングを可能とする社外役員データベースを利用できます（紹介料等、費用は一切かか
りません）。また、随時開催する交流会にもご優待させていただきます。（※）                                             ※飲食費等の実費のみいただきます。
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ケーススタディケーススタディ

投資家・株主対応

予算・事業管理

ファイナンス・M&A

ガバナンス

リスクマネジメント

その他コンプライアンス・内部統制

▶ 20××年○月○日
スチュワードシップ・コード導入で聞かれる機関投資家の悲鳴　NEW

▶ 20××年○月○日
社外役員の独立性基準、TOPIX100企業の多くが「ひな形」より厳しく　NEW

▶ 20××年○月○日
衆院解散の真の理由？「政治とカネ」問題における企業のリスク　NEW

▶ 20××年○月○日
（新用語・難解用語）行為計算否認規定　NEW

▶ 20××年○月○日

ログアウト▶ログアウト▶

フリーワード検索

検索キーワードを入力して下さい。

ようこそ　　上場一郎 さん

【配当】会社の成長ステージに応じて株主

還元策を見直したい

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【不祥事】交際費の不正支出や使い過ぎ

を防止したい

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【不祥事】従業員が会社の金を着服してい

た

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【株主総会の運営】株主総会での動議提

出に備えたい

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【不祥事】ハラスメントを起こさせないた

めに

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

更新順に見る

   取り上げて欲しいテーマを

お寄せください

ニュース系コンテンツ

一覧へ

ケーススタディ系コンテンツ 一覧へ

一覧へ

スチュワードシップ・コード、企業にとって

の“リスク”と今後の方向性

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

多重代表訴訟適用対象外の子会社でも、

親会社取締役は安心できず！？

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（新用語・難解用語）SPA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

業績低迷時は要注意！繰延税金資産の回

収可能性の判断基準見直しも

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「集中日」に株主総会を開催するデメリット

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

すべての上場会社役員（社外を含む取締役、監査役等）、将来の役員候補の方に

　上場会社役員ガバナンスフォーラムは、我が国の５大法律事務所の一角を占め、企業法務
分野における最高レベルの知見を有することでも名高いＴＭＩ総合法律事務所と、世界“ビッ
ク４”の１つＥＹグループに属し、我が国最大級の監査法人である新日本有限責任監査法人の
タイアップにより実現した上場会社役員（社外を含む取締役、監査役等）の実務を強力にサ
ポートする会員制情報サイトです。

　会社経営を間近で見てきた弁護士、公認会計士などの専門家が、長年培ってきた専門的な
知見を基に、役員が日々の実務や取締役会、株主総会など「現場」で実際に遭遇する可能性
のある事例を徹底的に洗い出し、その対応・解決に必要な知識と情報、役員として正しい判断
を下すための道筋、役員に降りかかるリスクの回避方法を示していきます。

　近年、上場会社の不祥事多発を背景に、コーポレートガバナンスに対する株主等のステー
クホルダーの目は益々厳しくなっていますが、コーポレートガバナンスの欠如が、実は役員の
知識・情報不足によって引き起こされているケースは少なくありません。なぜなら、例えばあ
るテーマについて取締役会で経営判断を行う場合、そもそもそのテーマについて一定の知識
や情報がない役員にとって、適切な意思決定は困難だからです。仮にそこに経営上の重大な
問題が隠されていたとしても異を唱えることができなったり、場合によっては気付くことすらで
きないでしょう。

　当フォーラムを通じ、上場会社役員が、役員としての職務を遂行するために必要な知識と
情報を獲得し、それが適切なコーポレートガバナンス実現へとつながっていくことが、当フォ
ーラムの願いでもあります。

　適切なコーポレートガバナンスの実現に関心が高い上場会社役員やその候補者等の皆様
が、これまでにない実践型のコンテンツ、法令改正等へのリアルタイム対応機能を備えた当フ
ォーラムにご参加いただくことをお待ちしています。

パンフレットはこちらから（PDF：1.1MB)>>
当フォーラム概要はこちら>>

役員のための最新ニュース

新用語・難解用語辞典

役員と会社の失敗学

チェックテスト

20××年○月○日

スチュワードシップ・コード導入で聞かれる機

関投資家･･･

20××年○月○日

社外役員の独立性基準、TOPIX100企業の多く

が･･･

20××年○月○日

衆院解散の真の理由？「政治とカネ」問題に

おける企業･･･

　　　　　　　　　　　　　　　　全部見る

　　Facebook公式ページ

　　Twitter公式ページ

ソーシャルメディアポリシー

機関投資家対応

配当

ディスクロージャー

株価

・当フォーラム概要・利用規約・プライバシーポリシー・ソーシャルメディアポリシー・特定商取引に関する表示・サイトマップ

ホーム 活用法 役員実務相談 セミナーイベント情報 社外役員データベース FAQ・お問合せ

ケーススタディ系コンテンツ
ニュース系コンテンツ

特　集

会社別
オーダーメイド研修

Webセミナー

参加募集中のセミナー

〇〇年〇月〇日
3月決算会社の株主総会分析
講師：×××× 様
役員報酬の事例分析と
報酬委員会の運営
講師：△△△△ 様

税務リスク相談室

匿名可　

機関投資家への疑問・質問Q?

役 員 候 補 、現 役 役 員 の 知 識 補 強 に も 十 分 使 える！

実践的 新任役員向けトレーニングプログラム

▶ 20××年○月○日
セミナー「「損害賠償責任を含む法的責任」とその回避方法」および「モノ言う株主へ

の対応方法」を20××年12月8日（月）に開催します。 NEW

▶ 20××年○月○日
【WEBセミナー】取締役・監査役が知っておくべき法務リスク NEW

▶ 20××年○月○日
【WEBセミナー】20××年株主総会 総括レポート コーポレートガバナンス改革の

影響と今後の展望 NEW

▶ 20××年○月○日

▶ 20××年○月○日
【議案】役員に賞与を支払いたい　NEW

▶ 20××年○月○日
【経営上のリスク】取引先が倒産してしまった

▶ 20××年○月○日
【ガバナンスのあり方】海外子会社へのコントロールを強めたい

▶ 20××年○月○日
【事業管理】店舗を閉鎖したい

▶ 20××年○月○日

社外役員候補者情報 一覧へ

▶ 20××年○月○日　更新
女性　1960年生　東京都

・四大監査法人の一つでパートナー（20年）

・東証一部上場企業の社外取締役（4年）

上場会社役員ガバナンスフォーラムの内容

カテゴリーごとに、役員実務
に関する膨大なケーススタ
ディが収納されています。

弁護士、公認会計士等の専門家への相談窓口で
す。ログインすると、相談フォームが現われます。

当フォーラムが主催するセミ
ナー、交流会のご案内です。

役員が直面し得る
課題を毎月出題。解
答掲載は1月後。

役員会で議題となる様々な
経営課題に対する発言のポ
イントを学ぶコーナーです。
「Good発言」と「Bad発言」
を示し、役員としての対処方
法を体得していただきます。

コンプライアンスに関す
る事件が起きる都度、
「どうすれば防げたの
か」を分析していきます。

経営判断や役員の実務に影響す
る法令・証券取引所の規程・会計
ルールの改正、裁判例、上場会社
の不祥事、株主総会の動向、ビジ
ネスのトレンド、海外の情報など
を掲載しています。

ニュース系コン
テンツ（役員の
ための最 新
ニュース、役員
と会社の失敗
学、新用語・難
解用語辞典、
チェックテスト）
に収納されて
いるコンテンツ
のアクセスラン
キングです。

機関投資家に
本音の質問・疑
問を投げかけ
るコーナーです
（匿名可）。

税務調査対応
や課税リスクに
ついて相談する
コーナーです。

サイト内の全て
のコンテンツを
検索できます。

話題のトピッ
クスや比較的
専門性の高い
テーマを深く
掘り下げて解
説します。

新任役員・役員
候補者が知っ
ておくべき実
践的な知識を
網 羅 的にカ
バーした研修
です。

当フォーラムの会員のうち、社外役員の候補となる
方の情報が掲載されています。データベースに登録
された情報はフリーワード（例えば「弁護士」）により
検索でき、また、当フォーラム事務局を経由して、よ
り詳細なレジュメ等の提供を受けることもできます。

経営の現場で使われる
可能性のある最新用
語、難解用語を解説した
用語辞典。

セミナーや記事と
して取り上げて欲
しいテーマをリク
エストできます。

ケーススタディ系コンテンツ
のアクセスランキングです。

「ケーススタディ系
コンテンツ」の更
新情報です。

「ニュース系コン
テンツ」の更新情
報です。平日（年末
年始、ＧＷ、お盆
の時期を除く）毎
日更新されます。

当フォーラムが主催したセミナーを撮影
し、ウェブセミナーとして掲載しています。

貴社の経営課題やリスク、関心事をヒアリングしたうえ
で、貴社オリジナルの内容にカスタマイズした研修です。

「役員のための
最新ニュース」
「役員と会社の
失敗学」「新用
語・難解用語
辞典」の３つを
出題範囲とし
て、最新情報に
関する知識の
定着度を毎月
テスト形式で
確認します。

セミナーや交流会
などの開催情報で
す。セミナーは年
間12本程度開催
します。

会員情報の変
更や退会手続
きのほか、コン
テンツの閲覧
履歴などを自
動で管理する
「マイ研修レ
ポート」が搭載
されています。



上場会社役員ガバナンスフォーラムは会員制です。会員になると、下記のような会員特典があります（詳細は見開き左ページの「会員のメリット」もご覧ください）。

＜会費および会員の種類＞  会費は月払いと年払いとで異なります。また、会費のお支払方法によって、「個人会員」と「法人会員」があります。

個人会員　会費のお支払いを個人でされる場合（個人でお支払いした上で、会社に請求する場合を含む）
法人会員　会費のお支払いを法人でされる場合
法人で一定の人数以上の会員登録をいただく場合、下表のとおり人数に応じた法人割引があります（年払いに限ります）。

※お見積書は、ウェブサイトからダウンロードすることができます。

個人会員・法人会員それぞれが選択できるお支払い方法は下表のとおりです。

※クレジットカードによるお申込みの場合、手続き完了後、直ちに会員エリアの閲覧が可能となります。

※口座振替、お振込みの場合は、ご入金確認後に会員エリアの閲覧が可能となります。　　　                                        

＜会員登録の方法＞ 個人会員・法人会員の区分に応じ、ウェブサイトの下記のボタンをクリックしてお申込み手続きを進めてください。
○個人会員の方はこちらから　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○法人会員の方はこちらから

※法人会員で、クレジットカードによるお支払いをご希望の場合は、ウェブサイト上のお問い合わせフォームから事務局までご一報ください。担当者よりご連絡
させていただきます。

＜マイページについて＞
会員登録いただくと、会員様ごとにマイページが設定されます。
マイページでは、下記の手続きを行うことができます。
・会員ID・PWの変更
・ご住所、電話番号等の会員情報の変更
・退会手続き
・マイ研修レポート（会員エリアの記事やウェブセミナーの閲覧履歴、チェックテスト
  やケーススタディのミニテストの結果の確認）
・社外役員データベース情報管理（社外役員データベースへの情報の登録・編集）

＜請求書、領収書の発行＞
請求書、領収書はマイページからダウンロードすることができます。

入会のご案内

月払いの場合 3,500 円（税抜）

年払いの場合 35,000 円（税抜）

 1 人～9人 35,000 円 0%
 10 人～29 人 31,500 円 10%
 30 人～49 人 26,250 円 25%
 50 人～ 17,500 円 50%

お申込人数 1人当たり単価（年額、税抜） 割引率

会員区分

個人会員

法人会員

会費のお支払い方法（いずれか1つを選択）

・クレジットカード（月払い・年払いとも可）
・口座振替（年払いのみ）

・クレジットカード（月払い・年払いとも可）
・口座振替（年払いのみ）
・お振込み（年払いのみ）

上場会社役員ガバナンスフォーラム 〒106-6123 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー23階（ＴＭＩ総合法律事務所内） 
 email:jimukyoku@govforum.jp  TEL:03-5843-8741  FAX:03-6745-8965  
 URL:https://govforum.jp/

すべてのコンテンツの閲覧（＊） 役員実務相談の利用

セミナーへの無料参加、ウェブセミナーの閲覧 会社別オーダーメイド研修、新任役員向けトレーニングプログラムの割引受講

社外役員データベースの利用

交流会への優待参加

「上場会社役員ガバナンスフォーラム会員」との称号の利用
＊新任役員向けトレーニングプログラムを除く。

＜マイページ＞
| About us | 会員登録 | マイページ |  文字サイズ □大  □中  □小　
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