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コーポレートガバナンス・コードの
改訂
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　東京証券取引所（以下、「東証」）では、実効的なコーポレートガバナンスの実

現に資する主要な原則を取りまとめた「コーポレートガバナンス・コード」を定

めています。そして、東証第一部および東証第二部に上場している会社は、コー

ドの全原則について実施しないものがある場合には、その理由を説明することが

求められています。

　2021 年 6 月、このコーポレートガバナンス・コードが改訂されました。特筆

すべきは、「人的資本や知的財産への投資等についても、自社の経営戦略・経営

課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に情報を開示・提供すべきであ

る。」との補充原則が追加された点です。

　知的財産の観点に絞ると、この補充原則は、(A) 知的財産への投資について自

社の経営戦略・経営課題と整合性をとること、(B) 知的財産への投資に関する情

報を具体的に開示すること、の２つを求めているといえます。

　(A) については、経営戦略と連動した知的財産への投資が必要となるため、今

まで以上に、出願や権利維持の目的を明確化することが求められることになるで

しょう。(B) については、(B-1) 「知的財産への投資に関する情報」がどのような

情報とするか、(B-2) どの程度「具体的に」開示するか、といった点を各社が判

断していくことになりますが、これらについては、知財戦略の一端を開示するこ

とに繋がるため、各社悩ましいところかと思います。今後各社がコーポレートガ

バナンス・コードの改定に対応して、どの程度情報開示をするのか、目が離せま

せん。
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 The Tokyo Stock Exchange (TSE) has established the Corporate Governance 
Code which sets out the key principles for effective corporate governance. If a company 
listed on the First and Second Sections of TSE does not implement all the principles of the 
Code in full, it is required to explain the reasons.
 In June 2021, the TSE revised the Corporate Governance Code. Notably, a new 
supplementary principle has been added :  listed companies should disclose and present 
clear and specific information on investments in human capital and intellectual property in 
a manner consistent with their business strategies and agendas.
 Focusing on intellectual property, the supplementary principles require two 
things :  (A) alignment of investment in intellectual property with the company’s business 
strategy and agenda ;  and (B) specific disclosure of information about investments in 
intellectual property.
 About (A) above, which calls for IP investment linked to management strategy, 
there will be a greater need to clarify the purpose of filing and maintaining rights. As for  
(B), each company needs to decide (B-1) what kind of information is “information on 
investment in intellectual property” and (B-2) how “specific” the information is to be 
disclosed. These decisions are difficult for each company because they lead to the disclosure 
of part of their IP strategy. In the future, it will be interesting to see how the companies will 
disclose information in response to the Corporate Governance Code’s revisions.
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